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研究成果の概要（和文）：非定常的感情分析として，TwitterとSNSを対象とし，感情分析を行った．具体的には，(1)T
witter感情分析用感情語辞書の構築(2)Twitter上で用いられている顔文字の感情及びその役割に着目した，顔文字付き
ツイートの感情値抽出手法の提案，(3)Twitter用の感情軸の決定，(4)SNSからの耳より情報抽出手法の提案を行った．
研究成果として，国際会議査読付き6本，国内査読付き1本，国内会議15本，論文誌3本の論文と書籍1編（分担）を発表
した．

研究成果の概要（英文）：We had studied the analysis and extraction of emotion from social media such as 
Twitter and SNS.　We studied as follows: (1)Creating emotion dictionary for Twitter, (2)Role of Emoticons 
for Multidimensional Sentiment Analysis of Twitter,(3)Emotion axis for Twitter, (4)Extracting tip 
information from SNS.
Our outputs are published 6 International Conference papers, on refereed domestic conference paper 15 
non-refereed domestic conference papers, and one book.

研究分野： データ工学
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１．研究開始当初の背景 
現在の情報検索の研究では，情報検索と情報
推薦を融合し，検索を行っているユーザに適
した情報を提示する研究が多く行われてい
る．これらはユーザの過去の振る舞いに基づ
いた人の定常的な好みにあわせた検索手法
であり，そのユーザが検索を実行しようとし
ている瞬間の意向をとらえた検索を行うこ
とができない．人のその時々に変化するもの
として「感情」があげられる．我々はこの瞬
間瞬間で変わる人の感情に合わせた情報検
索を行うことにより，よりユーザがその時に
欲している情報を的確に提示できると考え
る． 
 
２．研究の目的 
ソーシャルメディアである，SNS や Twitter
は気楽に思ったこと感じたことを投稿する
ことが出来るため，その時その時のユーザの
感情が表現されている場合が多い．そこで
我々は，瞬間瞬間で変わる人の非定常的感情
は，SNS と Twitter から取得できると考え，
これら SNS と Twitter を対象とし，これらの
大規模データから感情を抽出する手法を提
案する．そして，今後の情報検索に役立つ基
盤技術を確立する． 
 
３．研究の方法 
以下の5つの研究より非定常的感情抽出を行
う． 
(1)Twitter 感情分析用感情語辞書の構築 
これまでの感情語辞書は新聞を対象とした
辞書であった．しかしながら，話し言葉の多
い Twitter や SNS では既存の感情語辞書に不
足している単語が多数存在する．そこで，話
し言葉に対応したTwitter感情分析用感情語
辞書を構築する． 
 
(2)顔文字付きツイートの感情抽出手法の提
案 
Twitter には顔文字が多く存在している．こ
れらは様々な感情を持つと共に，付属してい
る文の感情も変える役割を持っていると考
えられる．そこで，ユーザ実験を行い，これ
ら顔文字の感情及び役割を抽出し，顔文字付
き文の感情抽出手法を提案する． 
 
(3)Twitter 用の感情軸の決定 
上記 3 つの研究では 10 軸の感情軸を用いて
感情抽出を行ってきた．しかしながら，
Twitterでは10軸の感情を決定するのは困難
である事が判明し，次元削減を行って，
Twitter 用の感情軸を決定する事を行う． 
 
(4)SNS からの耳より情報抽出手法の提案 
SNS 上にはお得と感じる様々な耳より情報が
存在する．そこで，SNS を対象として，ユー
ザがお得と感じる耳より情報の抽出手法を
提案する． 
 

４．研究成果 
(1)Twitter 感情分析用感情語辞書の構築 
ツイートから感情を推定する為，まずはじめ
に単語毎に感情 の定量化を行い，感情語辞
書の構築を行う必要がある．ここでは感情語
辞書構築の手法として，熊本ら[1] が提案し
ている感情語辞書構築システムを用いる．熊
本らの手法は，辞書を構築 する為に大量の
データに現れる任意の単語と，あらかじめ定
義してある感情語群との共起関係を調べ，そ
の結果に基づき辞書 構築を行っている．熊
本らが感情語辞書構築システムを用いて 構
築した感情語辞書は，用いる感情軸を新聞記
事を読んだ人々 がその記事からどのような
印象を受けたかをアンケート調査に より調
べた結果に基づき，「楽しい⇔悲しい，うれ
しい⇔怒り， のどか⇔緊迫」の 3 つに決定
している．しかしながら，本研究 では 
Twitter を対象としているため熊本らの提
案している感情 語辞書をそのまま用いるの
は困難である．そこで本研究では，ツイート
に含まれる様々な感情に対応できる ように
中村の感情表現辞典[2]で分類されている
「喜」，「好」， 「安」，「哀」，「厭」，「怖」，「怒」，
「恥」，「昂」，「驚」の 10 軸の感 情を用い
熊本らの感情語辞書構築システムにより感
情語辞書を構築する．感情語辞書構築システ
ムでは対極となる感情軸が必 要だが，中村
の感情軸には対極となる軸が存在しない．そ
の為， Plutchik の感情の輪[3]で向かい合
っている感情は対極関係であることを参考
にして，対極の感情軸を決定する．具体的に
は， 中村の感情軸を Plutchik の感情に当
てはめて「sadness(哀 ) ⇔ joy(喜 )」，
「fear(怖) ⇔ anger(怒)」，「remorse(厭) ⇔ 
love(好)」 に決定した．また，それ以外の
「安」，「恥」，「昂」，「驚」の感情軸に関して
は Plutchik の感情の輪に対応した感情が
無かった為，手動で「恥⇔安」，「驚⇔昂」に
決定した． さらに，新聞記事と違い Twitter 
ではユーザが自由にツイートしている為，口
語的な表現が存在する．その為， Twitter 用
に感情語辞書を再構築する必要がある．しか
しながら，ツイートは崩れた表現や文法の乱
れが多くあり，単語間の共起関係が正しく現
れてない場合が多い．そこで，ツイート と
同様に口語的な表現が多く，表記ゆれや文法
の乱れが少ない Yahoo!映画のレビューデー
タ 74,000 文書を用いて熊本ら のシステム
により辞書構築を行った．その結果，今回用
いる各感情軸に対して約 5,600 語～7,500 語
の感情語とその感情値を感情語辞書に登録
した．  
 
(2)顔文字付きツイートの感情抽出手法の提
案 
Twitter には顔文字と呼ばれる表情を持った
顔のように見える記号を使用することで表
情を表す表現が多く用いられている．しかし
ながら，同じ顔文字でも文との関係によって



その役割が異なると言える．そこで本研究で
は, まず始めに，ユーザ実験により顔文字辞
書を構築した．そして，文の感情と顔文字の
感情に着目し，その関係を分類することで，
顔文字の役割を定義するとともに，顔文字の
役割を考慮した感情値抽出手法を提案した． 
(2.1)顔文字辞書の構築  
顔文字の役割は顔文字のみで決まっている
のではなく，文と顔文字の感情の関係から顔
文字の役割が決定する．したがって，感情軸
ごとに顔文字を追加する必要がある．しかし，
既存の顔文字辞書では本論文の感情軸ごと
に顔文字を分類していないため，以下の手順
で顔文字辞書の構築を行った． 
1.教師データとする顔文字を集める． 
2.人手により教師データの顔文字の感情を
決定する． 
3.教師データの顔文字をパーツに分類し，パ
ーツごとの感情を決定する． 
4. 3で抽出したパーツをもつ顔文字 400個を
収集し，顔文字辞書に追加する 
まず，教師データ作成のため，Twitter から
収集した顔文字付きの 17,647 ツイートの中
で出現頻度が高い100個の顔文字を教師デー
タに用いた．また，今回用いる 100 個の顔文
字で収集した顔文字の 92％の割合を占める．
教師データの感情を決定するためにユーザ
実験を行った．被験者は顔文字を利用したこ
とがある 20 代の男性 10 人である．実験の方
法は，顔文字を見てもらいその顔文字がどの
感情軸に当てはまるか最大3つの感情から選
んでもらい，1 番に選択した感情を 3 点，2 
番に選択した感情を 2 点，3 番に選択した感
情を 1 点としてアンケート結果を収集した． 
次に，ユーザ実験で各感情に割り当てられた
顔文字のパーツに着目し分析を行った．顔文
字は人の表情を表現するという性質上，人の
顔のパーツを表していることが多い．そこで，
本論文では顔文字のパーツを「目」,「口」,
「眉」,「頬」の 4 つとし分析を行った．そ
の結果，パーツの中には各感情と強い共起関
係にあるものがあることがわかった．抽出し
たパーツを参考に顔文字辞書に顔文字を人
手で追加した．その結果，顔文字辞書に登録
した顔文字を 500 個まで増やした．このよう
にして顔文字辞書を構築した． 
 
(2.2)顔文字の役割を考慮したツイートの感
情抽出手法 
ツイートから感情を抽出するために，構築し
た感情語辞書と顔文字辞書を用いて，顔文字
の役割を考慮したツイートの感情値算出手
法を提案した．以下に算出手順を示す． 
1.Twitter からツイートを取得する． 
2.取得したツイートを形態素解析し，単語を
抽出する． 
3.感情語辞書とのマッチングにより各単語
の感情値を算出する． 
4.顔文字を含んでいるツイートでは，文の感
情と顔文字の感情から顔文字の役割を決定

し，ツイート全体の感情値を算出する．また，
顔文字を含んでいない場合は(3)の感情値を
ツイート全体の感情値とする． 
＜文の感情値の決定＞ 
Twitter から取得したツイートに対して形態
素解析エンジンJumanを用いて形態素解析し，
ツイート内の形態素と感情語辞書に登録さ
れている感情語のマッチングを行った．しか
しながら，表記ゆれが発生する場合は感情語
が正しく抽出できない．表記ゆれを解決する
ために Juman の代表表記を用いた．また，ツ
イートに否定語が入っている場合は正しい
感情値を抽出することが出来ない．そこで，
熊本ら[1]の提案する否定語についてのルー
ルを適用することで否定語の判定を行い，否
定語を含む場合の感情語を打ち消すことで
問題を解決した． 
＜顔文字の役割の決定＞ 
文の感情と顔文字の感情から役割を決定す
るために実験を行った．被験者は 10 代から
50代までの男女各10人の合計100人である． 
実験データは顔文字を含んだ任意のツイー
ト100件とそのツイートから顔文字を除いた
文字のみのツイート 100件の合計 200ツイー
トである．被験者はこの 200 件のツイートを
見て各々のツイートに対して当てはまると
感じた感情を 10 軸の感情の中から最大 3 つ
の感情を選び，各々10 段階で評価した． 
実験において，あるツイートのある感情にお
ける被験者のつけた点数の合計値をその感
情の感情値とする．感情値がある閾値以上で
且つ最大のものをそのツイートの感情とす
る．このときすべての感情が閾値以下である
場合は，そのツイートの感情は無感情として
扱う． 
実験結果より，文のみのツイートの感情と顔
文字を含んだツイートの感情の変化より顔
文字の役割を決定した．ここで実験では 10
軸の感情によりツイートの感情を判定した
が，顔文字の役割を決定するに当たり，感情
の変化が大きいほど顔文字の役割が決定し
やすいため，10 軸の感情を「positive」，
「negative」，「neutral」の 3 軸に分類し，
この3軸の感情の変化により役割を決定した．
具体的には，「喜」，「好」，「安」，「昂」を
「positive」，「哀」,「厭」,「恥」,「怖」,
「驚」,「怒」を「negative」，10 軸に判定さ
れなかったツイートを「neutral」とした． 
文のみで判定した感情（実験より）とすでに
求めてある顔文字の感情（辞書より）と顔文
字を付加したツイートで判定した感情（実験
より）との違いを見て役割を決定した． 
実験の結果より文の感情と顔文字の感情の
組み合わせが，ツイートの感情極性に与える
影響について分類した．その結果を表１に示
し，以下に顔文字の役割を示す． 
・強調：顔文字が文の感情をより強めている． 

positive の文に positive の顔文字が付加
された場合とnegativeの文に negativeの
顔文字が付加された場合. 



・弛緩：顔文字が文の感情を和らげている． 
positive の文に negative の顔文字が付加
さ れ た と き ツ イ ー ト の 感 情 が 弱 い
positive になる場合と，negative の文に
positive の顔文字が付加された付加され
たときツイートの感情が弱い negative に
なる場合. 

・転換：顔文字の感情が文の感情と入れ替わ
る 
positive の文に negative の顔文字が付加
さ れ た と き ツ イ ー ト の 感 情 が 弱 い
negative になる場合と，negative の文に
positive の顔文字が付加されたときツイ
ートの感情が弱い positive になる場合. 

・付加：文の感情がないときに顔文字の感情
が付加される． 
neutralの文にpositiveの顔文字が付加さ
れた場合と neutral の文に negative の顔
文字が付加された場合. 

 
表 1．顔文字の役割 

 
文字＋顔文字 

ツイートの感情 
Positive Negative Nutral 

positive+positive 強調 - - 
positive+negative 弛緩 転換 - 
positive + neutral - - - 
negative+positive 転換 弛緩 - 
negative+negative - 強調 - 
negative + neutral - - - 
neutral + positive 付加 - - 
neutral + negative - 付加 - 
neutral + neutral - - - 
 
 
(3)Twitter 用の感情軸の決定 
これまで我々は中村明の感情語辞書[2]に基
づき，10 軸の感情を用いて Twitter の感情抽
出を行ってきた．それらの感情軸に対して振
り分けられている単語の感情値を求めるこ
とでツイートの感情を抽出する方法を提案
した．また，既存の 10 軸の感情におけるツ
イートの感情抽出手法の有用性を示すため
に実験を行った結果，システムの判断と被験
者の判断には大きな違いがあった． 
その原因の 1 つとして 10 軸の感情では軸の
数が多く，Twitter に合った感情軸ではない
ことが分かった． 
そこで本研究ではさらに，既存の 10 軸でツ
イートの感情を抽出した際に，ある軸が他の
軸に対してどのような影響を与えているか
を「感情の関係」と定義し，この感情の関係
からTwitterに適した感情軸を決定する手法
の提案を行った． 
感情の関係を分析するために，感情をノード
として共起確率が閾値α以上の感情を接続
して有向グラフを作成する． 
この有向グラフを感情グラフと呼び，この感
情グラフを用いて感情の関係を分析する． 
まず，2 つのノード間を比較し，双方向に共
起確率が閾値α以上の場合，共起関係として

接続する．共起頻度の閾値αを 0.35 として
10 軸の感情グラフを作成した． 
その結果を図１に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１．感情グラフ 

 
図 1の感情グラフを用いて感情の関係を分析
する．まず，「喜」と「好」の感情のペアを
例に感情の結合の流れを説明する．「喜」を
対象とすると，「好」との共起確率が 0.89 と
なり，閾値以上なので，共起関係「喜」→「好」
として接続する．逆に，「好」を対象とした
場合，「喜」との共起確率が 0.63 となり，閾
値以上のため，共起関係として接続する． 
よって，「喜」と「好」は双方向に接続し，
このような場合に共起感情として結合する． 
同様の処理をすべてのノードに対して行っ
た結果，「喜」と「好」の感情のペアと「厭」
と「怒」の感情のペアが結合する． 
この感情のペアが結合したのは，ツイートと
いう短い文において複雑な感情を読み解く
ことが困難な為と考えられる． 
例えば，「今日は楽しかった」というツイー
トの場合，ツイートが短すぎるため複雑な感
情が表現できずポジティブな感情である
「喜」や「好」が共起したと考えられる． 
また，「安」と「昂」の感情は「喜」の感情
と片方向にのみ強い接続があった． 
具体的には，「喜」→「安」と「喜」→「昂」
は共起確率が 1.0 となったが，「安」→「喜」
と「昂」→「喜」は共起確率が 0.35 以下と
なった． 
これは安らいでいるツイートは必ず喜んで
いるが，喜んでいるツイートは必ずしも安ら
いでいるわけではないという結果である． 
このことから「安」と「昂」の感情は単独で
存在することがなく，他の感情を補助する役
割があるのではないかと考えられる． 
また，共起頻度の閾値αが 0.35～0.10 まで
の感情の結合結果，αの値を小さくすると多
くの感情が結合している．また，αの値を



0.10 にすると大きく分けてポジティブとネ
ガティブに感情が2分割されている．しかし，
α=0.10 の第 1 結合はポジティブを表す感情
が結合しているが，感情「恥」が第 1結合に
含まれている．これは閾値を下げすぎたため
不要な感情まで結合してしまったのではな
いかと考えられる． 
結果，Twitter 用の感情軸として「喜, 好」,
「安」,「昂」,「哀」,「怖」,「怒, 厭」, 「驚」,
「恥」の 8軸を決定した． 
 
(4)SNS からの耳より情報抽出手法の提案 
本研究では，口コミ情報の SNS から耳より情
報を含む文を抽出する手法を提案した．具体
的には，以下の手順で耳より情報を抽出する． 
1)口コミ情報を文単位で分割 
2) 1)の中で我々の提案する耳よりキーワー

ドが含まれている文すべてを耳より情報
の候補とする． 

3) 2)で抽出された耳より情報の候補を形態
素解析する． 

4) 3)の結果から，耳よりキーワード以外の名
詞を用いてクラスタリングを行う． 

5)各クラスタ内でクラスタの中心ベクトルと
そのクラスタを構成する文の類似度を求
める． 

6)類似度がある閾値の幅内にある文を耳より
情報とする． 

 
 同じユーザの口コミの内容には感想等様々
な情報と耳より情報の文が混在しているので，
本研究では各口コミを文単位に分割する．文
章中に「。」,「.」,「！」,「!」,「？」,
「?」,「♪」または改行が一つ以上の場合に
そこが文の終わりと考え分割した． 
本研究では，旅行の耳より情報を抽出するた
めの，分類及びそのキーワードを人手によっ
て決定した．表１に分類と各々の耳よりキー
ワードの一部を示す．  

表 1 耳より情報の分類とキーワード 

分類 耳よりキーワード例 

提案耳
より 

おすすめ，方がいい，良いと思，いい
かと，いいのでは，良いでしょう，良
くない，すべき，するべき，いかが，
間違いない，よさげ，どうでしょう 

お得耳
より 

無料，タダ，安い，売り切れ，必須，
必見，ポイント，スムーズ，混雑，役
立つ，見所，渋滞，禁止，裏道，近道，
特典，注意，警告，ルール，手軽，セ

オリー，コツ，開始，解消， 
時間情
報 

春，夏，秋，冬，朝，昼，夕 

天気 晴れ，曇り，雨 

 
公知でないレアな情報はユーザが得をしたと
感じる耳より情報ではないかと考え，このレ
アな情報を抽出することを行った．この時，
あまりにもレアな情報は旅行者にとって有用
でない場合がある．そこで本論文では，他の

耳より情報の候補と類似する話題について述
べながら，他の候補と少し異なる事を述べて
いる口コミを耳より情報と定義した．つまり
は，話題ごとにクラスタリングを行い，その
クラスタ内の中心ベクトルからある程度離れ
ている範囲にある文を耳より情報とした． 
具体的には，手順 2 にて抽出した耳より情

報の候補となるすべての文を形態素解析し名
詞を抽出した．そして，耳よりキーワード以
外の名詞を対象としてクラスタリングした．
ここでクラスタリング手法として，Repeated 
Bisection を用いた．クラスタ数は実験より
50 とした．ここでクラスタの中心ベクトルと
クラスタ内の文各々の類似度を求め，類似度
がある閾値の幅内にある文を耳より情報とし
た．このとき閾値の幅は，ある値αとβの間
であるとした．本研究では，実験より，αを
0.5 βを 0.6 とした． 
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