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(57)【要約】
【課題】客観的育児語使用傾向測定方法の確実な発展に
寄与する映像のデータ構造、映像を見た人の発話文を用
いて育児語の使用傾向を測定する育児語使用傾向測定装
置を提供する。
【解決手段】映像のデータ構造は、被調査者の育児語の
使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装
置により提示される。データ構造は、少なくとも１個か
つ１種類の動作主体と、動作主体の少なくとも１個かつ
１種類の動作とを映像提示装置を介して提示するための
１つ以上の映像データと、映像データの識別情報と、識
別情報が示す映像データに含まれる動作主体を育児語で
表したものと、識別情報が示す映像データに含まれる動
作主体の動作を育児語で表したものとの組合せを含むタ
ーゲット語リストとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被調査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提
示される映像のデータ構造であって、
少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１種類の
動作とを前記映像提示装置を介して提示するための１つ以上の映像データと、
映像データの識別情報と、前記識別情報が示す映像データに含まれる動作主体を育児語
で表したものと、前記識別情報が示す映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で表
したものとの組合せを含むターゲット語リストとを含む、
データ構造。
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【請求項２】
被調査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提
示される映像のデータ構造であって、
少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１種類の
動作とを前記映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、
前記動作主体の動作は自動詞であり、
前記動作主体及び前記動作主体の動作は育児語で表されるものである、
データ構造。
【請求項３】
被調査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提
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示される映像のデータ構造であって、
少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１種類の
動作とを前記映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、
前記動作主体の動作は他動詞であり、
前記映像データは、前記動作主体の動作の対象となる少なくとも１個かつ１種類の受動
対象を前記映像提示装置を介して提示するためのものであり、
前記動作主体、前記動作主体の動作及び受動対象は育児語で表されるものである、
データ構造。
【請求項４】
被調査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提
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示される映像のデータ構造であって、
少なくとも１個かつ１種類の受動対象と、前記受動対象に対する少なくとも１個かつ１
種類の動作とを前記映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、
前記受動対象の質感は育児語で表されるものであり、前記受動対象に対する動作は前記
受動対象の質感を際立たせるものである、
データ構造。
【請求項５】
被調査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提
示される映像のデータ構造であって、
少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１種類の
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動作とを前記映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、
前記動作主体の表情は育児語で表されるものであり、前記動作主体の動作は育児語で表
されるものであって感情表現である、
データ構造。
【請求項６】
請求項１から請求項３及び請求項５の何れかのデータ構造であって、
前記動作主体の動作は、育児語で表される１種類の動作のみである、
データ構造。
【請求項７】
少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１種類の
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動作とを提示するための１つ以上の映像データを記憶した動画データセット記憶部と、
映像データの識別情報と、前記識別情報が示す映像データに含まれる動作主体を育児語
で表したものと、前記識別情報が示す映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で表
したものとの組合せを含むターゲット語リストを記憶したターゲット語リスト記憶部と、
前記動画データセット記憶部に記憶された映像データに対応して発せられる被調査者の
発話から得られる発話文と、その映像データに対応するターゲット語リストとから、前記
発話文に含まれる育児語に特有の特徴に基づいて育児語の使用傾向を求める育児語発話解
析部と、を含む、
育児語使用傾向測定装置。
【請求項８】
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請求項１のデータ構造であって、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの識別情報と、前記動作主体を育児語で表
したものと、前記動作主体を成人語で表したものと、前記動作主体の動作を育児語で表し
たものと、前記動作主体の動作を成人語で表したものとの組合せを含む、
データ構造。
【請求項９】
請求項７の育児語使用傾向測定装置であって、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの識別情報と、前記動作主体を育児語で表
したものと、前記動作主体を成人語で表したものと、前記動作主体の動作を育児語で表し
たものと、前記動作主体の動作を成人語で表したものとの組合せを含む、
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育児語使用傾向測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、被調査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装
置により提示される映像のデータ構造、及び、映像を見た人の発話文を用いて育児語の使
用傾向を測定する育児語使用傾向測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
育児語とは、養育者などが幼い子どもに向けて発する特別な語彙形式のことを言い、擬
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音語、擬態語、音韻反復、接尾辞付加（さん、ちゃん）などの形態的特徴を持った語があ
る。例えば、犬に対する「ワンワン」や、車に対する「ブッブー」は育児語の代表例であ
る。従来、こうした育児語の使用傾向は、質問紙にある語彙リストに対しどんな語を子ど
もに与えているかを、養育者が１つずつ回答するという形式で測定されていた（非特許文
献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】村瀬俊樹、小椋たみ子、山下由紀恵、「養育者における育児語使用傾向
の構造と育児語使用を規定する要因」、島根大学法文学部紀要社会文化学科編、2007年、
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Vol.4、pp.17‑30
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし、非特許文献１の方法では、リストにある語彙に対し自分が普段どんな語彙を使
用しているか（つまり育児語の有無）を振り返って回答するため、(1)実際にそのような
発話がなされているか確認がとれない点、(2)回答者によってその判断が揺らぐ可能性が
高い点、(3)項や助詞の脱落による語彙以外の側面からの育児語使用傾向が測定できない
点などが、問題点として挙げられる。
【０００５】
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これらの問題点を解決する方法として以下のような方法が考えられる。子どもに語りか
ける状況を実際に作り出し、その際に発話される内容を解析して得点化する。この方法で
は、タブレットPCなどの情報端末を用いてその画面上に動画（以下「映像」ともいう）を
提示する。動画には、育児語で表される動物や乗り物（以下「動作主体」ともいう）など
を登場させて、育児語で表される動作を動作主体に演じさせる。ここで重要なポイントと
なるのは、画面上に動作を動画として提示することにより、育児語が発話されやすくなり
、紙の絵本のような静止画を使うより、育児語の発話を促進する環境を提供できる点であ
る。こうした動画を提示しながら動画内容を子どもに説明するように養育者などに指示す
ると、彼らは考える間もなく発話が促される。その結果、日常生活で語りかける場面とよ
く似たスタイルで子どもに語りかける可能性が高くなり、現実の発話に近いスタイルを測
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定することができる。このようにして発話された内容に対し、動画ごとにあらかじめ決め
ておいた得点化方式（1.物体に対する育児語の有無、2.動作に対する育児語の有無、3.ガ
格やヲ格の有無など）に基づいて育児語の使用傾向の推定を行う。こうした動画を約10種
類ほど提示し、様々なアクション事象に対する発話を記録し、推定することにより、被調
査者ごとの育児語の使用傾向を包括的に且つ高精度で測定することが可能となる。
【０００６】
上述の手法（以下、「客観的育児語使用傾向測定方法」ともいう）は、育児語の使用傾
向を測定するものの中で最もよい技術と考えられるが、こうした手法を更に洗練させて高
精度な測定を可能にし、確実な技術としていくためには、どんなタイプの映像が育児語を
使用する能力を高精度に測定できるかを正確に把握し、映像デザインの構成要素（例えば
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、動作主体/述語/受動対象など）をどう設計するかが重要となってくる。
【０００７】
本発明は、客観的育児語使用傾向測定方法の確実な発展に寄与する映像のデータ構造、
映像を見た人の発話文を用いて育児語の使用傾向を測定する育児語使用傾向測定装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様によれば、映像のデータ構造は、被調査
者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提示される
。データ構造は、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、動作主体の少なくとも１個か
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つ１種類の動作とを映像提示装置を介して提示するための１つ以上の映像データと、映像
データの識別情報と、識別情報が示す映像データに含まれる動作主体を育児語で表したも
のと、識別情報が示す映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で表したものとの組
合せを含むターゲット語リストとを含む。
【０００９】
上記の課題を解決するために、本発明の他の態様によれば、映像のデータ構造は、被調
査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提示され
る。映像のデータ構造は、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、動作主体の少なくと
も１個かつ１種類の動作とを映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、動
作主体の動作は自動詞であり、動作主体及び動作主体の動作は育児語で表されるものであ
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る。
【００１０】
上記の課題を解決するために、本発明の他の態様によれば、映像のデータ構造は、被調
査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提示され
る。映像のデータ構造は、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、動作主体の少なくと
も１個かつ１種類の動作とを映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、動
作主体の動作は他動詞であり、映像データは、動作主体の動作の対象となる少なくとも１
個かつ１種類の受動対象を映像提示装置を介して提示するためのものであり、動作主体、
動作主体の動作及び受動対象は育児語で表されるものである。
【００１１】

50

(5)

JP 2016‑114882 A 2016.6.23

上記の課題を解決するために、本発明の他の態様によれば、映像のデータ構造は、被調
査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提示され
る。映像のデータ構造は、少なくとも１個かつ１種類の受動対象と、受動対象に対する少
なくとも１個かつ１種類の動作とを映像提示装置を介して提示するための映像データを含
み、受動対象の質感は育児語で表されるものであり、受動対象に対する動作は受動対象の
質感を際立たせるものである。
【００１２】
上記の課題を解決するために、本発明の他の態様によれば、映像のデータ構造は、被調
査者の育児語の使用傾向を測定するために、映像を提示する映像提示装置により提示され
る。映像のデータ構造は、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、動作主体の少なくと
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も１個かつ１種類の動作とを映像提示装置を介して提示するための映像データを含み、動
作主体の表情は育児語で表されるものであり、動作主体の動作は育児語で表されるもので
あって感情表現である。
【００１３】
上記の課題を解決するために、本発明の他の態様によれば、育児語使用傾向測定装置は
、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、動作主体の少なくとも１個かつ１種類の動作
とを提示するための１つ以上の映像データを記憶した動画データセット記憶部と、映像デ
ータの識別情報と、識別情報が示す映像データに含まれる動作主体を育児語で表したもの
と、識別情報が示す映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で表したものとの組合
せを含むターゲット語リストを記憶したターゲット語リスト記憶部と、映像データに対応
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して発せられる被調査者の発話から得られる発話文と、その映像データに対応するターゲ
ット語リストとから、発話文に含まれる育児語に特有の特徴に基づいて育児語の使用傾向
を求める育児語発話解析部と、を含む。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の映像のデータ構造によれば、被調査者の発する育児語をコントロールすること
ができ、客観的育児語使用傾向測定方法の確実な発展に寄与することができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】育児語の使用傾向を測定する際に提示する映像の構成要素の例を示す図。
【図２】動作（自動詞）タイプの映像の例を示す図。
【図３】動作（他動詞）タイプの映像の例を示す図。
【図４】質感タイプの映像の例を示す図。
【図５】感情タイプの映像の例を示す図。
【図６】感覚タイプの映像の例を示す図。
【図７】第一実施形態に係る育児語使用傾向測定装置の機能ブロック図。
【図８】第一実施形態に係る育児語使用傾向測定装置の処理フローの例を示す図。
【図９】ターゲット語リストの例を示す図。
【図１０】育児語発話解析部の処理フローの例を示す図。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施形態について、説明する。なお、以下の説明に用いる図面では、同
じ機能を持つ構成部や同じ処理を行うステップには同一の符号を記し、重複説明を省略す
る。
【００１７】
＜第一実施形態のポイント＞
本実施形態では、まずタブレットPCのような情報端末を用いてその画面上に動画を提示
し、被調査者（以下「養育者」ともいう）に見てもらう。このときに動画の内容を子ども
に説明する(語りかける)ように、養育者に指示し、その様子をタブレットやPCに備わる(
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もしくは接続した)ビデオカメラとマイクロフォンで、収録（録画及び録音）し、記憶媒
体に記録する。記録された発話は、計算機上で既存の音声認識アプリケーション等を利用
することにより自動的にテキスト化する。動画ごとにあらかじめ決めておいた得点化方式
に基づいてアルゴリズムを実行し、育児語使用傾向の推定を計算機上で実行する。
【００１８】
上記の育児語使用傾向測定装置で実行する際の動画については、図１にある映像の構成
要素を考慮し設計した。この映像のデータ構造が本実施形態のポイントである。映像は、
幅広い育児語使用傾向を測定するために、(1)動作（自動詞）、(2)動作（他動詞）、(3)
質感、(4)感情、(5)感覚の５タイプを設定した。それらのタイプごとに複数個の動画を設
定した。図１の例では、タイプごとに3個〜5個の動画を設定した。こうした動画セットは
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、育児語になりやすい語彙を考慮して設計され、測定を実施する際には、一人の被調査者
に対して、これらの各タイプから複数個抽出して実施するとよい。これは、各個人の育児
語使用傾向が、事物や動作のタイプによって大きく左右される傾向にあるので、異なるタ
イプの動画を使用する方が望ましいからである。
【００１９】
各動画に対する発話は、育児語の有無などによって得点化する。自動詞系の動画は、行
為者（以下「動作主体」ともいう）と述語とのそれぞれに対し、育児語あるいは成人語を
使用したかにより集計する。一方、他動詞系の動画は、動作主体と受動者（以下「受動対
象」ともいう）、述語の3要素それぞれに対し、育児語あるいは成人語を使用したかによ
り集計する。述語としては、動詞（自動詞、他動詞）、形容詞、形容動詞等を用いること
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ができる。以下、タイプごとに一例をあげる。
【００２０】
(1)動作（自動詞）タイプ
映像内容１：ブタが 坂を ゴロゴロっと 転がっていく（図２参照）
述語：転がる(成人語)、ゴロゴロ(育児語)
動作主体：豚(成人語)、ブーブー(育児語)
受動対象：なし
【００２１】
なお、動作主体は、少なくとも１個、かつ、少なくとも１種類の物体（人を含む動物や
植物、無生物など）からなる。ただし、動作主体として育児語で表されるものを用いる。
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養育者の発する育児語をある程度絞り込むために、動作主体は１種類の物体からなるもの
とすることが望ましい。また、養育者の発する育児語を絞り込むという観点から、養育者
に対してこちらの意図しない特徴に目がいかないようにコントロールすることが望ましい
。この観点から物体の表情や形状は変化しないものとし、物体を分かりやすく単純化、デ
フォルメすることが望ましい。
【００２２】
述語は、動作主体の動作を表し、自動詞である。少なくとも１個、かつ、少なくとも１
種類の動作からなる。ただし、述語として育児語で表されるものを用いる。養育者の発す
る育児語をある程度絞り込むために、述語は１種類の動作からなるもの（その他の動作を
含まないもの）とすることが望ましい。

40

【００２３】
また、動きに伴う背景の動きがあってもよいが、養育者の発する育児語を絞り込むとい
う観点から、背景は、動作主体や、動作主体の動作への注目を妨げない単純化したものが
望ましい。例えば、ありきたりな単一の色で配色する等とする。なお、動作主体や、動作
主体の動作を認識しやくするための背景が存在する場合には、そのような背景とすること
が望ましい。例えば、図２では、豚が転がっていることを分かりやすくするために、二色
の単純な配色で坂を表している。背景の特徴に関しては、以下のタイプにおいても同様の
である。
【００２４】
(2)動作(他動詞)タイプ
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映像内容８：男の子がライオン をコチョコチョしてくすぐっている（図３参照）
述語：くすぐる（成人語）、こちょこちょ（育児語）
動作主体：男の子（成人語）、にーに（育児語）
受動対象：ライオン（成人語）、 がおー（育児語）
【００２５】
動作主体は、(1)動作(自動詞)タイプで説明した特徴を備える。
【００２６】
述語は、動作主体の動作を表し、他動詞である。少なくとも１個、かつ、少なくとも１
種類の動作からなる。ただし、述語として育児語で表されるものを用いる。養育者の発す
る育児語をある程度絞り込むために、述語は１種類の動作からなるもの（その他の動作を
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含まないもの）とすることが望ましい。
【００２７】
受動対象は、少なくとも１個、かつ、少なくとも１種類の物体（人を含む動物や植物、
無生物など）からなる。ただし、受動対象として育児語で表されるものを用いる。養育者
の発する育児語をある程度絞り込むために、受動対象は１種類の物体からなるものとする
ことが望ましい。また、養育者の発する育児語を絞り込むという観点から、養育者に対し
てこちらの意図しない特徴に目がいかないようにコントロールすることが望ましい。この
観点から物体の表情や形状は変化しないものとし、物体を分かりやすく単純化、デフォル
メすることが望ましい。ただし、受動対象は、他動詞を認識しやすくするための動きや変
化があってもよい。
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【００２８】
(3)質感タイプ
映像内容９：男の子がトゲトゲの栗を素手で拾って落とす（図４参照）
述語：痛い（成人語）、ちくちく（育児語）
動作主体：男の子（成人語）、 にーに（育児語）
受動対象：くり（成人語）、とげとげ（育児語）
【００２９】
受動対象は、少なくとも１個、かつ、少なくとも１種類の物体（人を含む動物や植物、
無生物など）からなり、育児語で表される質感を持つ。育児語で表される質感とは、例え
ば、オノマトペ（擬音語、擬声語、擬態語を含む）で表されるものなどである。質感タイ
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プの場合、受動対象自体が育児語化されているか否かをターゲットとせず、受動対象の持
つ質感が育児語化されているか否かをターゲットとしている。養育者の発する育児語をあ
る程度絞り込むために、受動対象は１種類の質感を持つものとすることが望ましい。また
、養育者の発する育児語を絞り込むという観点から、養育者に対してこちらの意図しない
特徴に目がいかないようにコントロールすることが望ましい。この観点から、物体を分か
りやすく単純化、デフォルメすることが望ましい。
【００３０】
動作主体は、少なくとも１個、かつ、少なくとも１種類の物体（人を含む動物や植物、
無生物など）からなる。動作主体として育児語で表されるものであることが望ましい。動
作主体として育児語で表されるものを用いた場合（動作主体が育児語化されているか否か
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をターゲットとする場合）には、養育者の発する育児語をある程度絞り込むために、動作
主体は１種類の物体からなるものとすることが望ましい。また、養育者の発する育児語を
絞り込むという観点から、養育者に対してこちらの意図しない特徴に目がいかないように
、物体を分かりやすく単純化、デフォルメすることが望ましい。
【００３１】
述語は、動作主体の動作を表し、受動対象に対する動作であって、受動対象の質感を際
立たせる動き／表情である。質感タイプの場合、述語自体は育児語で表される必要はない
。
【００３２】
(4)感情タイプ
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エンエンと 泣いている（図５参照）

述語：泣く（成人語）、えんえん（育児語）
動作主体：うさぎ（成人語）、 ぴょんさん（育児語）
【００３３】
なお、動作主体は、少なくとも１個、かつ、少なくとも１種類の物体（人を含む動物や
植物、無生物など）からなる。ただし、動作主体として育児語で表される表情を持つもの
を用いる。養育者の発する育児語をある程度絞り込むために、動作主体は１種類の物体か
らなるものとすることが望ましい。
【００３４】
述語は、行為者の動作である感情表現を表す。少なくとも１個、かつ、少なくとも１種
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類の感情表現からなる。ただし、述語として育児語で表されるものを用いる。養育者の発
する育児語をある程度絞り込むために、述語は１種類の感情表現からなるもの（育児語化
されているか否かをターゲットとする、１種類の感情表現以外を含まないもの）とするこ
とが望ましい。ただし、感情表現の要因となる動きや感情表現に伴う動きがあってもよい
。例えば、図５では、ウサギが泣くという動作（感情表現）に注意を引くために、その要
因となる転ぶという動作を、感情表現の前に提示している。
【００３５】
(5)感覚タイプ
映像内容１８：納豆を混ぜて箸を上に持ち上げてネバネバをアピール（図６参照）
述語：混ぜる（成人語）、ぐるぐる（育児語）
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動作主体：箸（成人語）
受動対象：納豆（成人語）、ねばねば（育児語）
【００３６】
感覚タイプにおける「感覚」とは、動作主体若しくは動作主体の動作、または、受動対
象若しくは受動対象に対する動作に対して、映像の視聴者が抱く感覚であって、その感覚
が育児語で表されるものである。
【００３７】
動作主体または受動対象は、少なくとも１個、かつ、少なくとも１種類の物体（人を含
む動物や植物、無生物など）からなり、映像の視聴者に対して、育児語で表される感覚を
想起させるものである。育児語で表される感覚とは、例えば、オノマトペ（擬音語、擬声
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語、擬態語を含む）で表されるものなどである。
【００３８】
感覚タイプの場合、動作主体自体または受動対象自体が育児語化されているか否かをタ
ーゲットとせず、動作主体または受動対象の想起させる感覚が育児語化されているか否か
をターゲットとしている。養育者の発する育児語をある程度絞り込むために、想起させる
感覚は１種類の感覚であることが望ましい。また、養育者の発する育児語を絞り込むとい
う観点から、養育者に対してこちらの意図しない特徴に目がいかないようにコントロール
することが望ましい。この観点から物体を分かりやすく単純化、デフォルメすることが望
ましい。
【００３９】
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図６の例では、動作主体は箸（成人語）であり、「お箸さん」等を育児語と想定するこ
とはできるが、必ずしも動作主体を育児語で表す必要はない。同様に、必ずしも受動対象
を育児語で表す必要はない。
【００４０】
述語は、動作主体の動作を表し、受動対象に対する動作であって、動作主体または受動
対象の想起させる感覚を際立たせるものである。感覚タイプの場合、述語自体は育児語で
表される必要はない。
【００４１】
(6)映像のポイント
このように、述語と動作主体、受動対象などに対して成人語と育児語が併存する映像を
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設定するところが本実施形態の重要な点であり、今回の提案ではより具体的に詳細な映像
デザインを考慮している。
【００４２】
なお、映像は、必ずしも上述の5つのタイプのうちの1つに分類される必要はなく、1つ
の映像が2つのタイプに分類されてもよい。例えば、図６の映像（映像内容１８：納豆を
混ぜて箸を上に持ち上げてネバネバをアピール）を感覚タイプに分類するとともに、質感
タイプに分類してもよい。
【００４３】
＜第一実施形態に係る育児語使用傾向測定装置１００＞
図７は第一実施形態に係る育児語使用傾向測定装置１００の機能ブロック図を、図８は
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その処理フローを示す。
【００４４】
本発明の第一実施形態に係る育児語使用傾向測定装置１００は、ＣＰＵとＲＡＭと後述
する育児語使用傾向測定処理ルーチンを実行するためのプログラムや各種データを記憶し
たＲＯＭと、を含むコンピュータで構成することが出来る。例えば、育児語使用傾向測定
装置１００は、動画をインターフェースに提示できる装置と、音声及び映像の記録が可能
な装置を同時に備えるデバイス(タブレットやラップトップPCと、その関連機器)である。
この育児語使用傾向測定装置１００は、入力部１０と、演算部２０と、表示部４０と、出
力部５０とを含む。演算部２０は、動画データセット記憶部２２と、動画刺激提示部２４
と、対応付け部２５と、発話記録部２６と、音声認識部２８と、形態素解析部３０と、タ
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ーゲット文抽出部３４と、ターゲット語リスト記憶部３２と、育児語発話解析部３６と、
測定値生成部３８とを含む。
【００４５】
＜動画データセット記憶部２２、動画刺激提示部２４及び表示部４０＞
動画刺激提示部２４は、動画データセット記憶部２２に記憶されている動画を一つずつ
選択し、表示部４０により、選択した動画を表示させ、被調査者に提示する（Ｓ１）。ま
た、動画刺激提示部２４は、選択した動画に付加されている識別情報を対応付け部２５に
出力する。例えば、動画刺激提示部２４は別途入力される、動画の指定情報により、指定
された動画を選択する。例えば、動画刺激提示部２４は動画データセット記憶部２２に記
憶されている動画を、所定の個数分ランダムに選択する。
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【００４６】
また、例えば、表示部４０はディスプレイやタッチパネルからなる。
【００４７】
動画データセット記憶部２２には、複数の動画が記憶されている。なお、動画を識別す
るために、動画の各々には識別情報（例えば「Ｎｏ．○○」といった番号）が付加されて
いる。動画データセット記憶部２２に記憶されている動画は、上述の(1)動作（自動詞）
、(2)動作（他動詞）、(3)質感、(4)感情、(5)感覚の５タイプの動画である。
【００４８】
＜入力部１０、対応付け部２５及び発話記録部２６＞
予め、被調査者に対して、提示された動画の説明を子ども向けに行うように指示してお
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く。
【００４９】
入力部１０は、動画刺激提示部２４により選択され表示部４０で被測定者に提示される
動画の各々に対応して発せられる被調査者の音声発話信号（以下「ユーザ発話」ともいう
）を取得し（Ｓ２）、当該音声発話信号をアナログ−ディジタル変換により、音声発話デ
ィジタル信号に変換して対応付け部２５に出力する。例えば、入力部１０はマイクロホン
からなる。なお、子どもがそばにいる状況であれば、膝に座らせ、一緒に動画を見ながら
発話してもらう方が育児向けの自然な発話がより期待できるので良い。ただし、子どもが
そばにいなくても実施は十分可能であることは、本方式の強みでもある。
【００５０】
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対応付け部２５は、入力部１０から入力されたユーザ発話の各々と、入力部１０から入
力されたユーザ発話に対応する動画について動画刺激提示部２４から入力された識別情報
の各々とを対応付け（Ｓ３）、発話記録部２６に記録する。ユーザ発話に識別情報を付加
することで、動画データセット記憶部２２に記録されたどの動画に対して発話されたユー
ザ発話であるかを特定することができる。
【００５１】
発話記録部２６は、対応付け部２５から入力された動画の識別情報が付加されたユーザ
発話の各々の音声情報を記録している。
【００５２】
＜音声認識部２８及び形態素解析部３０＞
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音声認識部２８は、発話記録部２６に記録されている動画の識別情報が付加されたユー
ザ発話の各々の音声発話ディジタル信号を取得し、音声認識処理を行って（Ｓ４）、音声
発話ディジタル信号の各々をテキスト化し、動画の識別情報が付加された、テキスト化さ
れたユーザ発話である発話テキストを出力する。
【００５３】
形態素解析部３０は、音声認識部２８から入力される発話テキストの各々について品詞
単位での分割、品詞付与、及び、文分割の形態素解析処理をし（Ｓ５）、形態素解析結果
をターゲット文抽出部３４に出力する。なお、推定の厳密化を伴う場合は、形態素解析部
３０のプロセスの後に、人による音声認識及び品詞付与の確認・修正を行うフェーズを入
れても良い。
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【００５４】
＜ターゲット文抽出部３４及びターゲット語リスト記憶部３２＞
ターゲット文抽出部３４は、形態素解析部３０からの形態素解析結果を入力とし、動画
刺激提示部２４により選択され表示部４０で被測定者に実際に提示した動画に関連する発
話を抽出する処理を計算機上で実行する。これは、計算機上にあらかじめ記憶したターゲ
ット語リストを参照してそれとのマッチングを取ることにより、リストと同じ語があれば
、評価対象としてその文にタグを付ける。このタグをつけた文を「ターゲット文」として
設定し、計算機上で処理を進める。具体的には以下のように処理を行う。
【００５５】
ターゲット文抽出部３４は、発話テキストの各々の形態素解析処理結果と、ターゲット

30

語リスト記憶部３２に記憶されているターゲット語リストとに基づいて、発話テキストか
ら、ターゲット文を抽出し（Ｓ６）、育児語発話解析部３６に出力する。具体的には、発
話テキストの各々について、当該発話テキストに含まれる語のうち少なくとも１つの語と
、ターゲット語リスト記憶部３２に記憶されているターゲット語リストのうち、当該発話
テキストに付加されている動画の識別情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する主語、
述語、及び目的語の育児語及び成人語の少なくとも１つの語とが一致する場合、当該発話
テキストに評価対象とするタグ付けを行うと共に、当該一致する語を含む文を、ターゲッ
ト文として抽出する。
【００５６】
ターゲット語リスト記憶部３２は、例えば図９に示すように、提示される１つ以上の動
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画の各々について、動画の識別情報と、当該動画が表す動作主体を示す主語の育児語及び
成人語と、当該動画が表す動作を示す述語の育児語及び成人語と、当該動画が表す動作の
対象である受動対象を示す目的語の育児語及び成人語とを対応付けたターゲット語リスト
を記憶している。また、ターゲット語リスト記憶部３２は、ターゲット語リストのうち、
主語の育児語及び成人語に対応するリストを動作主体リストとして記憶し、述語の育児語
及び成人語に対応するリストを述語の育児語成人語リストとして記憶し、目的語の育児語
及び成人語に対応するリストを受動対象の育児語成人語リストとして記憶している。なお
、ターゲット語リストの「Ｎｏ．」は、動画の識別情報の番号と同一の番号とする。別の
言い方をすると、ターゲット語リストは、映像データの識別情報と、動作主体を成人語で
表したものと育児語で表したものと、動作主体の動作を成人語で表したものと育児語で表
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したものと、受動対象を成人語で表したものと育児語で表したものの組合せを含む。
【００５７】
また、第一実施形態において、述語は、動詞（自動詞、他動詞）及び形容詞、形容動詞
とする。
【００５８】
なお、動画には、必ずしも目的語が存在しない場合（述語が自動詞の場合等、図９のＮ
ｏ．１やＮｏ．５参照）がある。また、主語に対応する育児語が存在しない場合(図９の
Ｎｏ．１８参照)がある。その場合には、空欄としておけばよい。
【００５９】
ターゲット語リストは、動画ごとにあらかじめ発話される可能性の高い動作主体、述語

10

、受動対象をリスト化し、記憶しておけばよい。また、実際に被調査者に動画を見せて、
収録した発話から育児語を抽出してリスト化してもよい。映像のデータ構造は、前述のよ
うに、(1)動作（自動詞）、(2)動作（他動詞）、(3)質感、(4)感情、(5)感覚の５タイプ
に分類されるように構成するため、動作主体、述語、受動対象に対して育児語が想定され
ているが、実際の発話データを元にターゲット語リストを設計することで、より精度の高
いものとなる。前述の通り、本実施形態のポイントは、映像のデータ構造そのものである
が、このターゲット語リストをその一部として含んでもよい。
【００６０】
＜育児語発話解析部３６＞
育児語発話解析部３６は、一連の得点化方式に基づくアルゴリズムを実行することによ

20

り、ターゲット文に対する育児語使用傾向を数値化し、推定する。具体的には以下のよう
に処理を行う。
【００６１】
育児語発話解析部３６は、入力された発話テキスト（より詳しく言うと、入力部１０を
介して入力された音声発話信号から得られる発話テキストから抽出されたターゲット文）
と、その形態素解析処理結果と、表示部４０で表示される動画に対応するターゲット語リ
ストとから、発話テキストに含まれる育児語に特有の特徴に基づいて、育児語の使用傾向
を求め（Ｓ７）、測定値生成部３８に出力する。
【００６２】
育児語発話解析部３６は、特徴検出部３６２と、スコア算出部３６４とを含んで構成さ

30

れる。育児語発話解析部３６の処理内容を図１０を用いて説明する。
【００６３】
特徴検出部３６２は、ターゲット文抽出部３４において抽出されたターゲット文を入力
とし、ターゲット文の各々について、当該ターゲット文の形態素解析処理結果と、ターゲ
ット語リスト記憶部３２に記憶されているターゲット語リストとに基づいて、育児語に特
有の特徴の有無を検出する。育児語に特有の特徴とは、動作主体を指し示す主語の育児語
の存在と、動作主体を指し示す主語に助詞が付随されていないことと、動作に対応する述
語の育児語の存在と、動作に対応する述語の育児語に述部語尾が付随されていないことと
、受動対象を指し示す目的語の育児語の存在と、受動対象を指し示す目的語に助詞が付随
されていないこと、などである。特徴検出部３６２で、これら全ての育児語に特有の特徴

40

の有無を検出してもよいが、これら特徴のうち、当該発話テキストに付加されている動画
の識別情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する特徴の有無を判定する方がのぞましい
。例えば、(1)動作（自動詞）の動画に対応する特徴であれば、動作主体を指し示す主語
の育児語の存在と、動作主体を指し示す主語に助詞が付随されていないことと、動作に対
応する述語の育児語の存在と、動作に対応する述語の育児語に述部語尾が付随されていな
いこと、が該当する。対応する特徴については、動画や動画のタイプごとに予め定めて識
別番号と紐づけておくものとする。
【００６４】
スコア算出部３６４は、ターゲット文の各々について、特徴検出部３６２における検出
結果に基づいて、育児語の使用傾向を表すスコアを算出する。具体的には、動作主体を指
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し示す主語の育児語の存在が検出された場合、主語に助詞が付随されていないことが検出
された場合、動作に対応する述語の育児語の存在が検出された場合、及び述部語尾が付随
されていないことが検出された場合、受動対象を指し示す目的語の育児語の存在が検出さ
れた場合、受動対象を指し示す目的語に助詞が付随されていないことが検出された場合の
各々を、１点の加算対象とし、ターゲット文についてポイントを付与することにより、当
該ターゲット文に対するスコアが算出される。
【００６５】
（動作主体に関する特徴）
ここで、動作主体を指し示す主語の育児語の存在を検出する方法及びポイント付与につ
いて説明する。動画ごとのターゲット語リストの下位レイヤーにリスト化された動作主体

10

リストとのマッチングを取ることにより決定する。具体的には、まず、ターゲット文に含
まれる語の各々について、ターゲット語リストに含まれる動作主体リストのうち、当該タ
ーゲット文に付加されている動画の識別情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する主語
の育児語及び成人語の少なくとも１つと一致するかを判定し、ターゲット文に含まれる語
の少なくとも１つについて一致すると判定された場合には、当該ターゲット文に動作主体
を指し示す主語が有ると判定し（Ｓ７ａ）、以下のＳ７ｂ〜Ｓ７ｅの処理を行う。一方、
ターゲット文に含まれる語の全てについて一致しない場合には、当該ターゲット文に動作
主体を指し示す主語が無いと判定し、以下のＳ７ｂ〜Ｓ７ｅの処理を省略する。
【００６６】
なお、ターゲット文に含まれる語の複数について一致すると判定された場合、一致した

20

語の各々をターゲット文の主語と認定する。また、主語の育児語又は成人語と一致する語
が連続して繰り返して出現している場合には、当該連続する範囲を１つの動作主体を指し
示す主語とする。例えば、「ブーブーブーブー」は育児語「ブーブー」が連続して出現し
ているため、当該「ブーブーブーブー」を１つの動作主体を指し示す主語とする。また、
「ワンワンだよ」、「にゃんにゃんや」などの「だ」や「や」などのコピュラが育児語又
は成人語に付加されている場合は、例外的に動作主体を指し示す主語としない。
【００６７】
次に、動作主体リストに該当する語があった場合、それが育児語化しているかどうかを
「動画ごとのターゲット語リスト」の下位レイヤーにある「動作主体リスト」とのマッチ
ングをとることにより決定する。具体的には、動作主体を指し示す主語があると判定され

30

たターゲット文について、当該ターゲット文の動作主体を指し示す主語の各々が、当該動
作主体を指し示す主語と、ターゲット語リストに含まれる動作主体リストのうち、当該タ
ーゲット文に付加されている動画の識別情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する主語
の育児語のうち少なくとも１つと一致するか判定する（Ｓ７ｂ）。一致する場合には、当
該ターゲット文の動作主体を指し示す主語の育児語が存在することを検出する。ここで、
育児語化している場合はポイントを付与（例えば1点を付与）し（Ｓ７ｃ）、育児語化し
ていない場合（つまり成人語が発話されている場合）はポイントを付与しない（例えば0
点とする）。例えば、犬という対象に対し「ワンワン」「ワンちゃん」は育児語とする。
接頭辞、接尾辞などの付加による部分的な育児語化（「イヌさん」「お犬」など）は、成
人語とみなす場合が多い。但し、場合によっては重み付けをし、0.5前後の中間的な値を
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付与してもよい。なお、「ワンワンだよ」「にゅんにゃんや」などの「だ」や「や」など
のコピュラが付く場合は、例外的に動作主体を指し示す主語としないので、ポイントを付
与せず0点とする。
【００６８】
次に、動作主体の育児語化の有無に関係なく次の段階では、主語への助詞の付随がある
かどうかを決定する。動作主体を指し示す主語に助詞が付随していないことを検出する方
法について説明する。動作主体を指し示す主語があると判定されたターゲット文について
、当該ターゲット文の動作主体を指し示す主語に助詞が付随しているかを判定し（Ｓ７ｄ
）、助詞が付随していない場合には、ポイントを付与（例えば1点を付与）し（Ｓ７ｅ）
、助詞が付随している場合には、ポイントを付与しない（例えば0点とする）。第一実施
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形態においては、ガ格の有無を判定し、ガ格が有る場合は助詞が付随していると判定し、
ガ格がない場合は助詞が付随していないと判定する。場合によっては、トピックを示すハ
格がない場合にも0.5前後の中間的な値でポイントを付与してもよい。日本語では、発話
が育児語化及び口語化する場合に助詞が脱落する場合が多いので、文法的な点からも育児
語使用を考慮できる工夫をした方がのぞましい。
【００６９】
（述語に関する特徴）
次に、動作に対応する述語の育児語の存在、及び述部語尾が付随されていないことを検
出する方法及びポイント付与について説明する。本実施形態では、述語は、動詞及び形容
詞とする。ターゲット文の中から、動作に対応する述語の有無を決定し、述語がある場合

10

は、次のステップで述語の育児語化を決定する。具体的には、まず、ターゲット文に含ま
れる語の各々について、ターゲット語リストに含まれる述語の育児語成人語リストのうち
、当該ターゲット文に付加されている動画の識別情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応
する述語の育児語及び成人語の少なくとも１つの語と一致するかを判定し、ターゲット文
に含まれる語の少なくとも１つについて一致すると判定された場合には、当該ターゲット
文に動作に対応する述語が有ると判定し（Ｓ７ｈ）、以下のＳ７ｉ〜Ｓ７ｌ（ローマ字の
エル）の処理を行う。一方、ターゲット文に含まれる語の全てについて一致しないと判定
された場合には、当該ターゲット文に動作に対応する述語が無いと判定し、以下のＳ７ｉ
〜Ｓ７ｌの処理を省略する。
【００７０】

20

なお、ターゲット文に含まれる語の複数について一致すると判定された場合、一致した
語の各々をターゲット文の述語と認定する。また、述語の育児語又は成人語と一致する語
が連続して繰り返して出現している場合には、当該連続する範囲を１つの動作に対応する
述語とする。例えば、「ゴロゴロゴロゴロ」は育児語「ゴロゴロ」が連続して出現してい
るため、当該「ゴロゴロゴロゴロ」を１つの動作に対応する述語とする。
【００７１】
次に、動作に対応する述語が有ると判定されたターゲット文について、当該ターゲット
文の述語の各々が、述語の育児語成人語リストのうち、当該ターゲット文に付加されてい
る動画の識別情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する述語の育児語の少なくとも１つ
とが一致するかを判定し（Ｓ７ｉ）、一致する場合には、当該ターゲット文に育児語の述

30

語が含まれているとし、当該ターゲット文の動作に対応する述語の育児語の存在を検出す
る。ここで、述語が育児語化している場合はポイントを付与（例えば1点を付与）し（Ｓ
７ｊ）、育児語化していない場合（つまり成人語が発話されている場合）はポイントを付
与しない（例えば0点とする）。例えば、跳躍に関する事象の場合は、「ピョンピョンし
てる」なら１点、「跳んでいる」「跳ねている」なら0点とすればよい。なお、当該ター
ゲット文に育児語の述語が含まれていない場合、以下のＳ７ｊ〜Ｓ７ｌの処理を省略する
。
【００７２】
さらに、述語が育児語化している場合、当該ターゲット文に含まれている述語の育児語
に、「してる」、「する」、「だ」、「や」、「だよ」などの述部語尾が付随しているか

40

否か判定し（Ｓ７ｋ）、述部語尾が付随していない場合には、当該ターゲット文の動作に
対応する述語の育児語に述部語尾が付随していないことを検出する。述語語尾が付随して
いない場合には、ポイントを付与（例えば1点を付与）し（Ｓ７ｌ）、述語語尾が付随し
ている場合には、ポイントを付与しない（例えば0点とする）。例えば、「ピョンピョン
」だけなら更に１点追加し、「ピョンピョンする」「ピョンピョンや」の場合は０点とす
る。
【００７３】
（受動対象に関する特徴）
ここで、受動対象を指し示す目的語の育児語の存在を検出する方法及びポイント付与に
ついて説明する。具体的には、まず、ターゲット文に含まれる語の各々について、ターゲ
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ット語リストに含まれる受動対象の育児語成人語リストのうち、当該ターゲット文に付加
されている動画の識別番号情報と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する目的語の育児語及
び成人語の少なくとも１つと一致するかを判定し、ターゲット文に含まれる語の少なくと
も１つについて一致すると判定された場合には、当該ターゲット文に、受動対象を指し示
す目的語が有ると判定し（Ｓ７ｏ）、以下のＳ７ｐ〜Ｓ７ｓの処理を行う。一方、ターゲ
ット文に含まれる語の全てについて一致しない場合には、当該ターゲット文に、受動対象
を指し示す目的語が無いと判定し、以下のＳ７ｐ〜Ｓ７ｓの処理を省略する。
【００７４】
なお、ターゲット語リストのうち、当該ターゲット文に付加されている動画の識別情報
と一致する「Ｎｏ．」の動画に対応する目的語の育児語及び成人語が空欄となっている場

10

合には、当該ターゲット文に受動対象を指し示す目的語が無いと判定し、以下のＳ７ｐ〜
Ｓ７ｓの処理を省略する。
【００７５】
なお、ターゲット文に含まれる語の複数について一致すると判定された場合、一致した
語の各々をターゲット文の目的語と認定する。また、目的語の育児語又は成人語と一致す
る語が連続して繰り返して出現している場合には、当該連続する範囲を１つの目的語とす
る。
【００７６】
次に、受動対象を指し示す目的語があると決定されたターゲット文について、当該ター
ゲット文の目的語の各々が、当該目的語と、ターゲット語リストに含まれる受動対象の育
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児語成人語リストのうち、当該ターゲット文に付加されている動画の識別番号情報と一致
する「Ｎｏ．」の動画に対応する目的語の育児語のうち少なくとも１つと一致するか判定
する（Ｓ７ｐ）。一致する場合には、当該ターゲット文の目的語の育児語が存在すること
を検出する。ここで、育児語化している場合はポイントを付与（例えば1点を付与）し（
Ｓ７ｑ）、育児語化していない場合（つまり成人語が発話されている場合）はポイントを
付与しない（例えば0点とする）。接頭辞、接尾辞などの付加による部分的な育児語化に
ついては、動作主体の場合と同様とすればよい。
【００７７】
次に、目的語に助詞が付随していないことを検出する方法について説明する。目的語が
あると判定されたターゲット文について、当該ターゲット文の目的語に助詞が付随してい
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るか判定し（Ｓ７ｒ）、助詞が付随していない場合には、ポイントを付与（例えば1点を
付与）し（Ｓ７ｓ）、助詞が付随している場合には、ポイントを付与しない（例えば0点
とする）。本実施形態においては、ヲ格の有無を判定し、ヲ格が有る場合は助詞が付随し
ていると判定し、ヲ格がない場合は助詞が付随していないと判定する。動作主体の場合と
同様に、日本語では、発話が育児語化及び口語化する場合に助詞が脱落する場合が多いの
で、文法的な点からも育児語使用を考慮できる工夫をした方がのぞましい。
【００７８】
＜測定値生成部３８及び出力部５０＞
測定値生成部３８は、提示した動画の各々について、スコア算出部３６４から入力され
た当該動画に対応するターゲット文のポイントに基づいて、当該動画に対する育児語使用

40

傾向スコアを算出する（Ｓ８）。具体的には、動画に対応するターゲット文が１文である
場合には、スコア算出部３６４により算出されたポイントを合算して、当該動画に対する
育児語使用傾向スコアとする。動画に対応するターゲット文が複数の文である場合には、
スコア算出部３６４により算出された各ターゲット文のポイントを合算したものの平均を
、当該動画に対する育児語使用傾向スコアとして算出する。また、測定値生成部３８は、
提示した動画の各々に対して算出された育児語使用傾向スコアの合計を、測定値として算
出する。被測定者について算出された動画の各々に対する育児語使用傾向スコア、及び測
定値が、出力部５０により出力される。出力部５０は、例えば、ディスプレイやタッチパ
ネル、プリンタ等からなる。
【００７９】
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実際に実施する場合には、一人の被調査者に対して、１つの動画ではなく、複数の動画
を提示する。これは、各個人の育児語使用傾向が、事物や動作のタイプによって大きく左
右される傾向にあるので、異なるタイプの動画を使用する方が望ましい。また、上で紹介
した得点の重みは、0および1に設定するだけでなく、実際の発話頻度データなどに基づい
て任意に設定してもよい。いずれにせよ、こうした得点化方式により、各個人の育児語使
用傾向が簡易的に且つ高精度で測定できる。
【００８０】
＜効果＞
本実施形態で説明した映像のデータ構造を利用すれば、被調査者の発する育児語をコン
トロールすることができ、客観的育児語使用傾向測定方法の確実な発展に寄与することが
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できる。養育者などの大人の育児語使用傾向を容易に且つ高精度に測定することが可能と
なる。これにより、例えば、地方自治体や医療機関（産婦人科や小児科）などでの養育者
向けの育児教室などで、子どもへの語りかけをレクチャーする場合に、その個人ごとの特
徴分析が、物理的及び時間的拘束条件もなく容易に実施可能になる。また言語発達に遅れ
のある子どもに対して養育者がどのような点を意識して発話すればよいかに関して気づき
の情報を与えることも可能になる。さらに、幼稚園教諭や保育士、及びそれらを目指す学
生などの人材育成及びスキルアップ指導場面においても、発話の質に関する定量的評価は
有用であり、本発明を利用することができる。母子間コミュニケーションを実証的に研究
している発達心理学の分野では、参考文献１にあるように、養育者のコミュニケーション
の質が幼児の語彙発達に影響を及ぼすことを実証しており、この点を考慮すると、本発明
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による養育者発話傾向の測定技術は、育児支援及び発達支援という点で重要な意義を持つ
。また本発明で注目している育児語使用傾向については子どもの成長に応じて変化してい
くものであり、成長に応じた育児語使用及びバランスが重要となる。その際に、その時点
での発話の仕方が養育者ごとに客観的に分析できる。
（参考文献１） Carpenter, M., Nagel, K., & Tomasello, M.（1998）. Social cogniti
on, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age. Mo
nograph of the Society for Research in Child Development, 63 (4, No.255).
【００８１】
＜変形例＞
本実施形態では、映像のタイプを5つのタイプに分類しているが、上述のタイプ分けと
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は異なる基準で映像のタイプを分けてもよい。例えば、以下の3つのタイプに分けてもよ
い。
【００８２】
(I)動作主体と、動作とを含むもの
この場合、動作主体は、(1)動作(自動詞)タイプ、(3)質感タイプ、(4)感情タイプ、若
しくは(5)感覚タイプで説明した動作主体と同様の特徴を持つ。例えば、図２の豚や図５
のうさぎ等である。
【００８３】
(II)動作主体と、受動対象と、動作とを含むもの
この場合、動作主体は、(1)動作(自動詞)タイプ、(3)質感タイプ、(4)感情タイプ、ま
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たは、(5)感覚タイプで説明した動作主体と同様の特徴を持つ。また、受動対象は、(2)動
作（他動詞）タイプ、(3)質感タイプ、または、(5)感覚タイプで説明した受動対象と同様
の特徴を持つ。例えば、図３の男の子（動作主体）とライオン（受動対象）等である。
【００８４】
(III)オノマトペで表される形容詞や形容動詞を含むもの。
【００８５】
この場合、動作主体または受動対象は、(3)質感タイプで説明した受動対象、または、(
5)感覚タイプで説明した動作主体または受動対象と同様の特徴を持つ。例えば、図４の栗
（受動対象）や図６の納豆（受動対象）等である。
【００８６】
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なお、育児語の有無だけを考慮し、文法的な点からの育児語使用を考慮しない場合には
、主語付随助詞、目的語付随助詞、述語語尾の有無を調べる必要はなく、図１０のＳ７ｄ
，Ｓ７ｅ，Ｓ７ｋ，Ｓ７ｌ，Ｓ７ｒ，Ｓ７ｓを省略してもよい。その場合、ターゲット語
リストには、映像データの識別情報と、動作主体を育児語で表したものと、動作主体の動
作を育児語で表したものと、受動対象を育児語で表したものの組合せを含めばよい。つま
り、動作主体、動作主体の動作及び受動対象を成人語で表したものは必要に応じてリスト
に追加すればよく、必ずしも必須の項目ではない。また、受動対象を育児語で表したもの
を含まない映像だけを用意する場合には、受動対象を育児語及び成人語で表したものを必
ずしもリストの項目として挙げなくともよい。
【００８７】

10

本実施形態では、ある映像データに対応するターゲット語リスト（図９に示す１行分の
データに相当）を用いて、その映像データに対応する発話文に対する育児語使用傾向を数
値化し、推定している。しかし、ターゲット語リストは必ずしもある映像にデータに対応
するように構成しなくともよい。例えば、ターゲット語リストとして、想定される全ての
育児語の集合を用意し、ある映像データに対応する発話文に、その育児語の集合に含まれ
る育児語がどの程度含まれるかに基づき、育児語使用傾向を数値化し、推定してもよい。
この場合、映像データと成人語及び育児語とを対応付ける必要がないため、動作主体を示
す主語の育児語及び成人語と、述語の育児語及び成人語と、動作の対象である受動対象を
示す目的語の育児語及び成人語とを、それぞれ対応付けずにターゲット語リストとして用
いればよい。また、動作主体と受動対象とを区別せずに名詞とし、名詞の成人語及び育児
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語をターゲット語リストとして用いてもよい。
【００８８】
本発明は上記の実施形態及び変形例に限定されるものではない。例えば、上述の各種の
処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず、処理を実行する装置の処理能力あ
るいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行されてもよい。その他、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲で適宜変更が可能である。
【００８９】
＜プログラム及び記録媒体＞
また、上記の実施形態及び変形例で説明した各装置における各種の処理機能をコンピュ
ータによって実現してもよい。その場合、各装置が有すべき機能の処理内容はプログラム
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によって記述される。そして、このプログラムをコンピュータで実行することにより、上
記各装置における各種の処理機能がコンピュータ上で実現される。
【００９０】
この処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録
しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、例えば、磁気
記録装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等どのようなものでもよい。
【００９１】
また、このプログラムの流通は、例えば、そのプログラムを記録したＤＶＤ、ＣＤ−Ｒ
ＯＭ等の可搬型記録媒体を販売、譲渡、貸与等することによって行う。さらに、このプロ
グラムをサーバコンピュータの記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバ
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コンピュータから他のコンピュータにそのプログラムを転送することにより、このプログ
ラムを流通させてもよい。
【００９２】
このようなプログラムを実行するコンピュータは、例えば、まず、可搬型記録媒体に記
録されたプログラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、一旦、自
己の記憶部に格納する。そして、処理の実行時、このコンピュータは、自己の記憶部に格
納されたプログラムを読み取り、読み取ったプログラムに従った処理を実行する。また、
このプログラムの別の実施形態として、コンピュータが可搬型記録媒体から直接プログラ
ムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することとしてもよい。さらに、この
コンピュータにサーバコンピュータからプログラムが転送されるたびに、逐次、受け取っ
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たプログラムに従った処理を実行することとしてもよい。また、サーバコンピュータから
、このコンピュータへのプログラムの転送は行わず、その実行指示と結果取得のみによっ
て処理機能を実現する、いわゆるＡＳＰ（Application Service Provider）型のサービス
によって、上述の処理を実行する構成としてもよい。なお、プログラムには、電子計算機
による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの（コンピュータに対する直
接の指令ではないがコンピュータの処理を規定する性質を有するデータ等）を含むものと
する。
【００９３】
また、コンピュータ上で所定のプログラムを実行させることにより、各装置を構成する
こととしたが、これらの処理内容の少なくとも一部をハードウェア的に実現することとし
てもよい。

【図１】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月22日(2016.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを被調
査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲット
語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、発話
文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析部と
、を含む、
育児語使用傾向測定装置のためのデータ構造であって、
前記動画刺激提示部が提示するために動画データセット記憶部に記憶するための、１つ
以上の、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１
種類の動作とを含む映像データと、
前記ターゲット語リスト記憶部に記憶するための、前記映像データの各々についての、
該映像データの識別情報と、該映像データに含まれる動作主体を育児語で表したものと、
該映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で表したものとの組合せ、を含むターゲ
ット語リストと、を含む、
データ構造。
【請求項２】
動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを被調
査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲット
語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、発話
文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析部と
、を含む、
育児語使用傾向測定装置のためのデータ構造であって、
前記動画刺激提示部が提示するために動画データセット記憶部に記憶するための、１つ
以上の、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１
種類の動作とを含む映像データと、
前記ターゲット語リスト記憶部に記憶するためのターゲット語リストと、を含み、
前記動作主体の動作は自動詞であり、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる動作主体を育児語で表したものと、該映像データに含まれ
る動作主体の動作を育児語で表したものとの組合せ、を含む、
データ構造。
【請求項３】
動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを被調
査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲット
語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、発話
文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析部と
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、を含む、
育児語使用傾向測定装置のためのデータ構造であって、
前記動画刺激提示部が提示するために動画データセット記憶部に記憶するための、１つ
以上の、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１
種類の動作とを含む映像データと、
前記ターゲット語リスト記憶部に記憶するためのターゲット語リストと、を含み、
前記動作主体の動作は他動詞であり、
前記映像データは、前記動作主体の動作の対象となる少なくとも１個かつ１種類の受動
対象を含むものであり、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる動作主体を育児語で表したものと、該映像データに含まれ
る動作主体の動作を育児語で表したものと、該映像データに含まれる受動対象を育児語で
表したものとの組合せ、を含む、
データ構造。
【請求項４】
動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを被調
査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲット
語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、発話
文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析部と
、を含む、
育児語使用傾向測定装置のためのデータ構造であって、
前記動画刺激提示部が提示するために動画データセット記憶部に記憶するための、１つ
以上の、少なくとも１個かつ１種類の受動対象と、前記受動対象に対する少なくとも１個
かつ１種類の動作とを含む映像データと、
前記ターゲット語リスト記憶部に記憶するためのターゲット語リストと、を含み、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる受動対象の質感を育児語で表したものとの組合せ、を含み
、
前記受動対象に対する動作は前記受動対象の質感を際立たせるものである、
データ構造。
【請求項５】
動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを被調
査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲット
語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、発話
文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析部と
、を含む、
育児語使用傾向測定装置のためのデータ構造であって、
前記動画刺激提示部が提示するために動画データセット記憶部に記憶するための、１つ
以上の、少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１
種類の動作とを含む映像データと、
前記ターゲット語リスト記憶部に記憶するためのターゲット語リストと、を含み、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる動作主体の表情を育児語で表したものと、該映像データに
含まれる動作主体の動作を育児語で表したものとの組合せ、を含み、
前記動作主体の動作は育児語で表されるものであって感情表現である、
データ構造。
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【請求項６】
請求項１から請求項３及び請求項５の何れかのデータ構造であって、
前記動作主体の動作は、育児語で表される１種類の動作のみである、
データ構造。
【請求項７】
少なくとも１個かつ１種類の動作主体と、前記動作主体の少なくとも１個かつ１種類の
動作とを含む映像データを１つ以上記憶した動画データセット記憶部と、
前記映像データの各々についての、該映像データの識別情報と、該映像データに含まれ
る動作主体を育児語で表したものと、該映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で
表したものとの組合せ、を含むターゲット語リストを記憶したターゲット語リスト記憶部
と、
前記動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを
被調査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、前記ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲ
ット語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、
発話文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析
部と、を含む、
育児語使用傾向測定装置。
【請求項８】
少なくとも１個かつ１種類の受動対象と、前記受動対象に対する少なくとも１個かつ１
種類の動作とを含む映像データを１つ以上記憶した動画データセット記憶部と、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる受動対象の質感を育児語で表したものとの組合せ、を含む
ターゲット語リストを記憶したターゲット語リスト記憶部と、
前記動画データセット記憶部に記憶された映像データのうちの選択された映像データを
被調査者に提示する動画刺激提示部と、
前記動画刺激提示部が提示した各々の映像データに対応して発せられた被調査者の発話
から得られた発話文各々についての、前記ターゲット語リスト記憶部に記憶されたターゲ
ット語リストのうち発話文に対応する映像データに対応する組合せに含まれる育児語の、
発話文中での存在に基づいて、前記被調査者の育児語の使用傾向を求める育児語発話解析
部と、を含み、
前記受動対象に対する動作は前記受動対象の質感を際立たせるものである、
育児語使用傾向測定装置。
【請求項９】
請求項１のデータ構造であって、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる動作主体を育児語で表したものと、該映像データに含まれ
る動作主体を成人語で表したものと、該映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で
表したものと、該映像データに含まれる動作主体の動作を成人語で表したものとの組合せ
、を含む、
データ構造。
【請求項１０】
請求項７の育児語使用傾向測定装置であって、
前記ターゲット語リストは、前記映像データの各々についての、該映像データの識別情
報と、該映像データに含まれる動作主体を育児語で表したものと、該映像データに含まれ
る動作主体を成人語で表したものと、該映像データに含まれる動作主体の動作を育児語で
表したものと、該映像データに含まれる動作主体の動作を成人語で表したものとの組合せ
、を含む、
育児語使用傾向測定装置。
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