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1. はじめに 

自然言語処理と心理学をはじめとした人文学系研究と

の距離は遠い．自然言語処理技術の発展により，いま

や様々なテキストを解析する需要が高まっている．例

えば，Twitter による呟きや通販サイトのレビュー，ひ

いては疾患をもつ患者の発話を書き起こしたものなど

様々である．  

 しかし，これらのテキストの中身の分析については，

評価表現の解析など 2 値定量化できる指標の算出が中

心で，書き手の感情の分析や読み手の心理状態の分析

など，質的な内容の議論が困難な状態である．  

 一方，海外では，内容を分析するための言語リソー

スとして Linguistic Inquiry and Word Count（以降，LIWC

と呼ぶ）が存在し，活発に用いられている（英語 [1]．

スペイン語 [2]，中国語 [3]）．LIWC は，感情などのカ

テゴリごとに単語を集計した辞書であり，心理学者や

医学研究者が容易に研究利用可能なリソースである．

ただし，この日本語版は広く利用な状態ではない [4]． 

既存の日本語の感情表現辞書である「感情表現辞典」

[5]では，人間の感情を 10 種類に分類している．しか

し，感情の種類が多く，その判断が難しい [6]こと，ま

たソーシャルメディアなどで若者が多く使用するスラ

ングに対応していないなどの問題点がある．  

本研究では，テキストの質的な内容分析を可能にす

る日本語感情表現辞書を構築する．辞書の構築に必要

となる膨大な感情表現の収集には，クラウドソーシン

グを用いる．クラウドソーシングを用いて大量のデー

タを収集したり分類したりする研究はこれまでに多数

報告されており，重要なニュースの判別 [7]や機械学習

のために必要となる正解データの作成 [8]などがある． 

本稿では，Yahoo!クラウドソーシングを用いて，エ

ピソードを自由記述で回答させるアンケートタスクを

実施し，不特定多数の人々が用いているリアルな感情

表現を網羅的に収集する．幅広い年齢層からの感情表

現を取得できるため，若者のスラングやトレンドなど

にも対応した辞書を構築する．  

2. LIWC とは  

ソーシャルメディアからの性格推定 [9]や認知症，自閉

症スペクトラム患者の発話を書き起こしたテキストか

ら語彙を抽象化してカテゴリ化する [10][11]ために，

Linguistic Inquiry and Word Count  [12]が主に利用され

ている．LIWC は 6,000 以上の単語が 125 カテゴリに

分類されている辞書であるが，日本語版は未だ広く利

用できる状態ではない．そのため，これを利用する際

は，LIWC もしくはコーパスのどちらかを翻訳する必

要があり，これにかかるコストは非常に大きい．また，

日本語には存在しないカテゴリ（例 : 冠詞）や日本語

翻訳により曖昧になる単語  (while や during) などが存

在する．そのため，翻訳した辞書は曖昧性を含む可能

性があり好ましくないという問題がある．  

3. クラウドソーシングによる感情表現の収集  

3.1 タスク設定  

クラウドソーシングを用いて，不特定多数の人々が用

いているリアルな感情表現を収集する．タスクとして

は，表 1 に示すように「今までで～だった」エピソー

ドについての自由記述アンケートを設定する．これは，

「悲しい」出来事の回答には「悲しい」を表現する単

語が含まれると仮定したためである．  

タスクの感情カテゴリ（以降，感情と呼ぶ）は

Plutchik の感情の輪（図 1）を参考に設定している．感

情表現は基本的に中レベル（図中で内側から 2 つ目の

円）の語を選んだが，一部質問に当てはめた時に日本

語として不適切になるものは別のレベルの語に変更し

た（「心配」→「不安」）．今回は過去の出来事に関する

質問であるため，未来に対する感情である「予測」は

不適切であるため除外する．「喜び」については既に別

の研究においてデータを収集しており，回答が重複す

る可能性が大きいため今回は除外する．また，「受容」

は普段聞きなれない単語であるため，混乱を避けるた

めに同様の感情を意味する「信頼感」に変更する．  

最終的に，7 つの感情（「怒り」「不安」「嫌悪感」「信

頼感」「楽しい（喜び）」「悲しい」「驚き」）を用いる． 

3.2 投入設定  

本タスクは 2016 年 12 月 31 日 20 時から 2017 年 1 月

11 日 15 時にわたって実施され，1,785 名のクラウドワ

ーカーが参加した．  

4. 感情表現辞書の構築  

4.1 前処理  

取得した回答データの前処理としてノイズの削除を行

う．  
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 クラウドソーシングの欠点の一つとしてクラウドソ

ーシングの作業結果は低品質であるという問題が挙げ

られる [13][14]．本研究においても同様の結果が見られ，

意味不明な回答（本稿ではノイズと呼ぶ）がしばしば

みられる．作業結果におけるノイズの例としては，

「 [oga[o[haf;a」や「 i'piea'pgka/;lakh/」など適当に入力

したと考えられる回答である．このような回答は人手

により削除した．  

4.2 作成手順  

以下の手順で辞書の作成を行う．  

Step1: 形態素解析  

回答データの形態素を取得する．形態素解析器には

Janome1を使用する．  

Step2: 単語頻度・割合の算出  

全回答データの形態素と設問ごとの回答データの形態

素を比較し，各感情表現の単語頻度を算出する．この

際，各単語の合計頻度が閾値以下の単語は削除する．

各感情の単語頻度を各単語の合計頻度で除すことで単

語割合を算出する．  

Step3: データ整理  

算出した単語頻度・割合のデータから，単語頻度が 10

回以下の単語については削除する．また，どの文章に

も出現する品詞（助詞・助動詞）や記号（句読点・感

嘆符）に関しても同様に削除する．  

 

                                                                 
11http://mocobeta.github.io/janome/  

Step4: 単語スコアの算出  

Step2 で算出した単語頻度，単語割合を用いて単語ス

コアを式 (1)で算出する．   

 

 ここで，w i j は単語 w i の感情 j での頻度，w i*は単語

w i の全ての感情での頻度である．  

 

Step5: 感情表現の抽出  

単語ごとに単語スコアが最も大きくなる感情を求め，

その感情の感情表現として単語を辞書に加える．なお，

1 つの単語が複数の感情に属することも許容する．  

4.3 辞書の更新  

辞書の更新は四半期ごとを予定している．これは単語

に対する感情が時期によって変化する可能性があり，

また時期ごとの特徴的な単語（トレンド単語や季節的

な単語など）に対応することを可能にするためである． 

4.4 配布場所  

本研究により作成した感情表現辞書は国立大学法人  

奈良先端科学技術大学院大学ソーシャル・コンピュー

ティング研究室のホームページ 2で公開予定である．  

5. 構築した感情表現辞書  

4 章で示した手順に沿って感情表現辞書を構築した．

なお，4.2 節 Step2 における閾値は 10 とした．表 2 に

感情ごとに抽出された感情表現の単語数を示し，表 3

に抽出された感情表現（単語スコアが 1-20 位 20 単語，

100-120 位 20 単語，200-220 位 20 単語）を示す．構築

した辞書と LIWC で対応するカテゴリに属する単語数

を比較したところ（表 3），「怒り」，「不安」，「悲しい」

の感情については我々の感情表現辞書の単語数が多く，

「楽しい」に関しては LIWC の方が多かった．  

 さらに，構築した辞書と LIWC で対応するカテゴリ

において，上位 20 単語の一致率を求めた（表 2）とこ

ろ，「怒り」の一致率は 0.4 (=8/20)と最も高く，「不安」

「悲しい」の一致率は 0.05 (=1/20) と低い結果となっ

た．  

 

                                                                 
2http://sociocom.jp/jiwc.html 

(1)

 

図 1 Plutchik の感情の輪  

 

表 1 クラウドソーシングのタスク内容  

 

 

 

 

タスク内容

Q1. 今までで，最も悲しかった出来事を教えて下さい．

Q2. 今までで，最も不安だった出来事を教えて下さい．

Q3. 今までで，最も怒りが湧いた出来事を教えて下さい．

Q4. 今までで，最も嫌悪感を抱いた出来事を教えて下さい

Q5. 今までで，最も信頼感を抱いた出来事を教えて下さい．

Q6. 今までで，最も驚いた出来事を教えて下さい．

表 2 LIWC との比較  

 

感情 単語数 LIWC単語数（カテゴリ） LIWCとの一致率

怒り 691 230 (Anger) 0.40

不安 597 116 (Anx) 0.05

嫌悪感 685 - -
信頼感 646 - -

楽しい 492 620 (Posemo) 0.20

悲しい 703 136 (Sad) 0.05

驚き 675 -
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6. 考察  

表 3 の各感情の感情表現について考察する．  

 「驚き」に関する感情表現 

「驚き」で注目すべき感情表現は「アメリカ」や

「トランプ」である．これは去年のアメリカの大

統領選挙において，大多数の予想に反してトラン

プ氏が当選したことによるものであると思われ

る．クラウドソーシングを用いて構築することで

時事的な単語を補うことが可能である．  

 「楽しい」に関する感情表現 

「楽しい」の感情表現にはお正月やクリスマスの

休日に家族や友達と過ごしたであろうと思われ

る単語が多く含まれている．これはクラウドソー

シングを行った時期が 2016 年の 12 月末であった

ことに起因していると思われる．  

 「不安」に関する感情表現 

「不安」の感情表現には試験や就職活動に関する

単語が多く含まれている．クラウドワーカーが学

生の場合は「試験」や「受験」の結果に最も不安

を感じたと推測できる．また，「就職」に関して

は現在の若者が就職に対して大きな不安感を抱

いていることを示唆しており，現在の日本の現状
3とも一致する．  

 「嫌悪感」に関する感情表現 

「嫌悪感」には「セクハラ」や「痴漢」など実際

に嫌悪感を覚える単語が含まれている．また，「男」

や「おじさん」という単語が含まれることから，

回答者に女性が多い可能性を示唆しており，性別

によるバイアスを防ぐ処置が必要である．  

 「悲しい」に関する感情表現 

「悲しい」には「亡くなる」や「死」といった人

やペットの生死に関する単語が多く含まれてい

る．一見ポジティブな意味を表す「大好き」とい

う単語が含まれるが，これは「大好きな〇〇〇が

亡くなったとき」といった回答が多いためである． 

 「信頼感」に関する感情表現 

「信頼感」には「助ける」や「支える」といった

助け合いに関する単語が多く含まれている．  

 「怒り」に関する感情表現 

「怒り」には「裏切り」や「騙す」といった不誠

実な単語が多く含まれている．また，回答には不

倫に関するものが多く，「驚き」の感情表現と同

様に時事的な単語まで補っている．  

7. まとめ  

本稿ではクラウドソーシングによる感情表現辞書の構

築の可能性を示すことができた．  

                                                                 
3 ht tp: //www.sanke i.co m/econo my/news/160627/pr l1606270057 -n1.ht ml 

ただし，サンプリング時期に依存した結果がみられ

るため，今後，定期的に複数回の採取の必要性が明ら

かとなった．本リソースが，今後の日本語感情分析に

貢献することを祈念している．  
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表 3 構築した感情表現辞書の一部． *は LIWC に近い概念の英語が含まれる単語を示す．  

括弧内はスコアを示す．それぞれ 1-20 位，  100-120 位，  200-220 位の単語スコアから抜粋  

 

 

怒り* (5.18) 不安* (6.85) 嫌悪 (5.55) くれる (8.22) クリスマス (5.72) 亡くなる (7.46) 驚く (5.44)

理不尽 (4.93) 受験 (5.91) 痴漢 (3.72) 助ける (6.26) 忘年会* (5.59) 死 (6.81) 宝くじ (5.12)

湧く (4.22) 発表 (5.82) 電車 (3.54) 困る (5.62) 楽しい* (5.57) 死ぬ (5.77) 当選 (4.59)

れる (3.74) どう (5.45) セクハラ (3.43) 信頼 (4.91) 正月 (5.42) 飼う (5.44) 当たる (4.39)

騙す* (3.17) 就職 (5.21) 悪口 (3.16) 相談 (4.70) お正月 (5.37) 祖母 (5.44) 解散 (3.99)

つかれる (3.10) 入試 (4.59) 不倫 (3.07) 支える (4.64) 過ごせる (4.86) 悲しい* (5.38) 大統領 (3.91)

裏切り (3.06) 結果 (4.46) 座る (2.96) 親身 (4.58) 帰省 (4.80) ペット (5.16) トランプ (3.88)

裏切る* (3.02) 将来 (4.42) 男 (2.93) 励ます (4.15) 久しぶり (4.78) 祖父 (5.10) 芸能人 (3.54)

喧嘩* (2.96) 試験 (4.38) 嫌 (2.91) もらう (4.09) 初詣 (4.64) 愛犬 (4.98) 懸賞 (3.22)

盗む (2.83) 検査 (3.79) 平気 (2.86) 手伝う (3.73) 遊ぶ* (4.62) 他界 (4.89) アメリカ (3.19)

られる (2.82) 大学 (3.71) 男性 (2.84) 優しい (3.72) 温泉 (4.58) 大好き (4.47) 偶然 (3.14)
扱い (2.72) 無事 (3.66) 人 (2.78) 味方 (3.63) 旅行 (4.57) おじいちゃん (4.32) 結婚 (3.02)

破る* (2.66) 活動 (3.59) 態度 (2.73) フォロー (3.53) 過ごす (4.47) ばあちゃん (4.22) 津波 (2.88)

お前 (2.66) 迷子 (3.58) 抱く (2.72) アドバイス (3.42) 飲む (4.30) 亡くす (4.12) 受かる (2.74)
浮気 (2.64) 手術 (3.45) おじさん (2.66) かばう (3.42) 買い物 (4.25) 別れる (4.10) 誕生 (2.48)
怒る (2.51) 決まる (3.43) 隣 (2.60) 悩み (3.42) 会 (4.21) 犬 (4.09) 妊娠 (2.46)

暴言* (2.49) 面接 (3.38) 発言 (2.60) 愛情 (3.42) 面白い* (4.17) 失恋 (3.93) 成長 (2.34)

責任 (2.47) なかなか (3.36) 女性 (2.59) 落ち込む (3.42) 家族 (4.14) 別れ (3.78) 婚 (2.32)

詐欺* (2.44) これから (3.22) 感 (2.56) 守る (3.32) 食べる (4.10) しまう (3.57) 大震災 (2.26)

嘘* (2.40) 出産 (3.19) 韓国 (2.50) どんな (3.27) 集まる (4.09) 死去 (3.54) 同級生 (2.13)

否定 (1.12) 予定 (1.30) うそ (1.17) 必要 (1.20) 行う (1.10) 好き (1.10) 朝 (0.91)

義理 (1.12) 不良 (1.30) ママ (1.17) いろいろ (1.20) 誕生 (1.09) 帰る (1.09) 知人 (0.91)
姑 (1.11) テスト (1.24) すぎる (1.16) 得る (1.20) 時間 (1.07) 向かう (1.08) 弟 (0.91)
自身 (1.11) お金 (1.20) 会社 (1.15) 成功 (1.20) 仲間 (1.06) 難病 (1.08) 家 (0.89)
給料 (1.11) なくなる (1.20) 者 (1.14) 行動 (1.19) ネット (1.05) 事故 (1.07) っ子 (0.89)
くる (1.08) あと (1.20) 知り合い (1.14) チーム (1.17) できる (1.05) 日 (1.05) なる (0.87)
指導 (1.08) 会社 (1.18) 続ける (1.13) やる (1.17) 好き (1.03) 時 (1.01) とき (0.87)
注意 (1.08) 日 (1.18) 員 (1.12) 大変 (1.17) 親戚 (0.98) 今 (1.01) みる (0.86)
夫 (1.07) 費 (1.17) 店員 (1.12) 認める (1.17) 達 (0.93) まだ (1.00) 近所 (0.85)
結婚式 (1.07) 無くなる (1.17) 義理 (1.12) 良い (1.16) 出来る (0.93) 原因 (1.00) 世の中 (0.84)
問題 (1.07) 直後 (1.17) 差別 (1.11) 頑張る (1.15) 地元 (0.92) トイレ (1.00) 企業 (0.84)
内 (1.07) がん (1.17) つかれる (1.10) 的 (1.14) 無い (0.92) 余命 (0.99) 選ぶ (0.84)
テロ (1.06) 待ち (1.17) 時 (1.09) ところ (1.14) 事 (0.89) 半年 (0.99) 社内 (0.84)
つく (1.05) いく (1.16) ある (1.08) 旦那 (1.13) 日 (0.88) 前 (0.99) 待ち (0.84)
動物 (1.05) 中 (1.15) 違う (1.08) 為 (1.12) 合う (0.85) 代 (0.99) 勉強 (0.84)
人 (1.05) 職 (1.15) 度 (1.05) 約束 (1.11) 全員 (0.84) 万 (0.99) 転勤 (0.84)
さ (1.04) 数 (1.14) ない (1.05) 変わる (1.10) 部屋 (0.84) それ (0.96) テレビ (0.84)
ある (1.04) 子供 (1.13) 意見 (1.05) 無い (1.09) 親しい (0.84) 元気 (0.95) 出る (0.82)
貸す (1.03) わかる (1.11) 方 (1.05) 新人 (1.08) 迎える (0.84) 頑張る (0.95) 友達 (0.81)
すぎる (1.02) する (1.11) お金 (1.04) 指導 (1.08) 東京 (0.81) 入る (0.94) 不倫 (0.81)

母親 (0.00) 生まれる (0.64) 家 (0.63) たち (0.63) ママ (0.29) 弟 (0.64) 倒れる (0.51)

働く (0.67) 分かる (0.64) ところ (0.62) すべて (0.62) 呼ぶ (0.29) 生まれる (0.64) 来る (0.51)
発覚 (0.67) 入る (0.64) 関わる (0.62) 迷う (0.62) か月 (0.29) 受験 (0.64) チケット (0.50)
戻る (0.67) 際 (0.63) 携帯 (0.62) 状況 (0.62) 両親 (0.28) 悪い (0.63) 難病 (0.50)
家 (0.67) 交通 (0.62) せる (0.61) 進む (0.62) 妹 (0.27) 子 (0.63) 長女 (0.50)
知人 (0.67) 状況 (0.62) 夫 (0.61) 好き (0.62) 姉 (0.27) よう (0.63) 救急 (0.50)
いきなり (0.66) 決める (0.62) 毎日 (0.60) 嫁 (0.62) 健康 (0.27) いく (0.63) 高い (0.50)
殺人 (0.66) 警察 (0.62) 覚える (0.60) 一番 (0.62) いる (0.27) 中学 (0.62) 一番 (0.50)
犯罪 (0.66) センター (0.62) 父親 (0.60) 経験 (0.62) 犬 (0.27) 長い (0.62) 大きい (0.49)
事故 (0.66) 止まる (0.62) そう (0.60) 信用 (0.62) 高い (0.26) 中 (0.62) 道 (0.49)
そう (0.66) 地 (0.62) わかる (0.60) 覚える (0.60) 上がる (0.26) 止まる (0.62) れる (0.49)
兄 (0.66) 親 (0.62) 先輩 (0.59) みんな (0.60) はず (0.26) 小さい (0.62) 忘れる (0.48)
性 (0.65) いる (0.62) 最も (0.58) 受ける (0.60) 話す (0.26) すべて (0.62) もの (0.48)
意見 (0.65) やめる (0.62) 傷つける (0.58) 父 (0.59) 朝 (0.26) 行く (0.62) 母 (0.47)
弟 (0.64) ない (0.61) 動物 (0.58) 連れる (0.58) 回 (0.26) 経験 (0.62) 気づく (0.46)
財布 (0.64) 全く (0.60) 姿 (0.58) 思いつく (0.58) 高校 (0.26) 信用 (0.62) 時期 (0.46)
気 (0.64) 二 (0.60) 時代 (0.57) 達 (0.57) 彼女 (0.25) 学校 (0.60) 性 (0.46)
最も (0.62) ため (0.60) 良い (0.57) 体調 (0.57) 夜 (0.25) 続ける (0.60) 後 (0.46)
報告 (0.62) 父 (0.59) ん (0.56) 電話 (0.56) とき (0.25) 姉 (0.59) 翌日 (0.46)
意味 (0.62) 家 (0.59) 周り (0.56) もの (0.56) 電話 (0.24) 欲しい (0.58) 余命 (0.46)

楽しい (重み) 悲しい (重み) 驚き (重み)怒り (重み) 不安 (重み) 嫌悪感 (重み) 信頼感 (重み)
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