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(57)【要約】
【課題】 入力された色彩および入力された色彩の配色
割合から連想される印象に合致した楽曲等を取得する。
【解決手段】 クエリ色彩ベクトル生成部が、所定の方
法により指定される1色以上の色彩および指定される色
彩の配色割合に対して、ユーザの所望するクエリ色彩ベ
クトルを作成する。また、単語色彩ベクトル生成部は、
予め登録された色彩と予め登録された単語との連想確率
を連想確率テーブルから読み出し、単語色彩ベクトルを
生成する。文章色彩ベクトル生成部は、所定の楽曲の歌
詞における単語の出現頻度を、出現頻度テーブルから読
み出し、生成された単語色彩ベクトルと単語の出現頻度
に基づいて、文章色彩ベクトルを生成する。ベクトル類
似度生成部は、生成されたクエリ色彩ベクトルと文章色
彩ベクトルのコサイン類似度を算出し、算出されたコサ
イン類似度に基づいて、候補曲リスト生成部が、楽曲の
リストを生成する。
【選択図】図3
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色彩ベクトルを生成
するクエリ色彩ベクトル算出手段と、
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語と
の連想確率を記憶する連想確率記憶手段と、
前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手段と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と、
前記出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベク
トル生成手段と、
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生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算
出手段と、
前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する文章リスト生成手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項２】
さらに、文章を形態素解析し、前記単語の出現頻度を計数する形態素解析手段を有し、
前記出現頻度記憶手段は、前記計数された所定文における前記単語の出現頻度を、前記
文章に対応させて記憶する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項３】
さらに、外部コーパスから前記プリミティブワード以外の単語である未知語を抽出し、
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前記未知語の前記プリミティブワードとの潜在的意味的類似度を算出する、潜在的意味解
析手段と、
前記未知語の前記プリミティブワードとの潜在的意味的類似度および前記プリミティブ
ワードの前記連想確率から前記未知語の前記連想確率を算出する未知語連想確率算出手段
とを有し、
前記連想確率記憶手段は、前記未知語である単語および前記算出された前記未知語であ
る単語の前記連想確率を記憶する、
請求項1または2に記載の情報処理装置。
【請求項４】
さらに、所定画像を指定される画像指定手段と、を有し、
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前記クエリ色彩ベクトル算出手段は、前記指定された所定画像に基づいて、その画像の
配色割合に基づき色彩ベクトルを生成する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の情報処理
装置。
【請求項５】
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語と
の連想確率を記憶する連想確率記憶手段と、
前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手段と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と、
前記出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベク
トル生成手段と、
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所定の方法により指定される文章に基づき、その指定された前記文章色彩ベクトルから
前記色彩のリストを生成する色彩リスト生成手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項６】
所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色彩ベクトルを生成
するクエリ色彩ベクトル算出手段と、
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語と
の連想確率を記憶する連想確率記憶手段と、
前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手段と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と、
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所定の単語を含む文章が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想起する確率を記
憶する単語影響度記憶手段と
前記出現頻度記憶手段および前記単語影響度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベ
クトルを合成する文章色彩ベクトル生成手段と、
生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算
出手段と、
前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する文章リスト生成手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項７】
所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色彩ベクトルを生成
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するクエリ色彩ベクトル算出工程と、
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語、および前記色彩と前記単語
との連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成工程と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶した出現頻度記憶手段に基づ
き、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベクトル生成工程と、
生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算
出工程と、
前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する文章リスト生成工程と、
を含む、色彩に基づいて文章リストを生成するための情報処理方法。
【請求項８】
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所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色彩ベクトルを生成
するクエリ色彩ベクトル算出工程と、
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語、および前記色彩と前記単語
との連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成工程と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と所定
の単語を含む文章が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想起する確率を記憶する
単語影響度記憶手段とに基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベクト
ル生成工程と、
生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算
出工程と、
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前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する文章リスト生成工程と、
を含む、色彩に基づいて文章リストを生成するための情報処理方法。
【請求項９】
コンピュータを、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色
彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出手段と、
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語と
の連想確率を記憶する連想確率記憶手段と、
前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手段と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と、
前記出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベク
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トル生成手段と、
生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算
出手段と、
前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する文章リスト生成手段として
機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
コンピュータを、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色
彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出手段と、
色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語と
の連想確率を記憶する連想確率記憶手段と、
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前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手段と、
複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と、
所定の単語を含む文章が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想起する確率を記
憶する単語影響度記憶手段と
前記出現頻度記憶手段および前記単語影響度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベ
クトルを合成する文章色彩ベクトル生成手段と、
生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算
出手段と、
前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する文章リスト生成手段として
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関し、特に、例えば、所
定の色または楽曲のうち、一方を入力することに対応して、他方を取得できるようにした
情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、MP3（MPEG Audio Layer‑3）等に代表されるオーディオデータ圧縮技術の普及に
より、例えば、携帯電話機等の携帯情報端末で楽曲（音声データ）の配信を受ける音楽配
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信サービスが一般に普及しつつある。
【０００３】
ユーザは、携帯情報端末で、音楽配信サービスによる音楽配信サーバ（音楽配信サイト
）にアクセスし、所望の楽曲を選択することで、楽曲の配信を受けることができる。
【０００４】
このような音楽配信サービスでは、非常に多くの楽曲が存在するため、楽曲のタイトル
やアーティスト名等の属性情報がわからないと、ユーザが所望する楽曲の音楽配信サービ
スを受けることは困難であった。
【０００５】
そこで、属性情報を入力する代わりに、ユーザが楽曲の一部分をハミングにより入力し
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、入力されたハミングの音程やリズムに類似する楽曲を検索するハミング検索システムが
提案されている。
【０００６】
また、予め、楽曲の印象を表す単語（感性語、自然言語）である印象語により、複数の
被験者の感性に基づいて楽曲を分類しておいた上で、例えば「楽しい」、「明るい」、「
より悲しい」、「割と明るい」等の印象語を入力することにより、その入力された印象語
または類似する印象語に対応付けられた楽曲を検索する印象語入力検索システムが提案さ
れている。
【０００７】
さらに、印象語に基づいて、暖色または寒色等の色を付加情報として、印象語に対応す
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る楽曲に設定し、この色により楽曲を検索する第1の色検索システムが存在する。また、
楽曲のテンポやリズム等の信号情報に基づいて色を付加情報として設定し、この色により
楽曲を検索する第2の色検索システムも存在する（例えば、特許文献1を参照）。
【０００８】
なお、楽曲の論評文等からの楽曲の特徴に対応する特徴量を演算し、検索条件として指
定された所定の楽曲と、その特徴量のベクトル距離が最小となる特徴量を有する楽曲を検
索する技術（例えば、特許文献2を参照）や、楽曲の歌詞に含まれる単語から、楽曲の雰
囲気と関連の深い情報空間に楽曲を配置し、その情報空間によりユーザによって指定され
た楽曲と類似する楽曲を提示する技術も存在する（例えば、特許文献3を参照）。
【０００９】
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ところで、上述のハミング検索システムでは、ハミングを行うユーザによっては、ハミ
ングの音程やリズム等が不正確である場合があり、結果的に、ユーザが所望する楽曲を検
索できないことがある。
【００１０】
また、複数の被験者を対象として本出願人が行った研究により、被験者は、楽曲を聴取
したときに印象語を連想するよりも、楽曲から得られる状況場面（例えば、海で泳いでい
る状況場面）を連想しやすく、連想される印象語は、連想される状況場面よりも、被験者
によってばらつきがあることがわかっている。
【００１１】
したがって、上述の印象語入力検索システム、および従来の第1の色検索システムでは
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、ユーザが所望する楽曲を検索できないことがある。
【００１２】
また、従来の第2の色検索システムでは、ユーザが連想する状況場面に応じた楽曲を検
索できないため、やはり、ユーザが所望する楽曲を検索できないことがある。
【００１３】
なお、本出願人が行った研究により、被験者は、楽曲から直接的に、色を連想するので
はなく、楽曲を聴取したときに、楽曲から得られる状況場面（例えば、海で泳いでいる状
況場面）を連想し、ほぼ一意に、その状況場面から得られる色（例えば、青色）を連想す
ることがわかっている。
【００１４】
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このような状況に鑑み、その状況場面を単語として含んでいる歌詞に着目して、ユーザ
が所望する楽曲を検索する技術が提案されている（例えば、特許文献4を参照）。この技
術は、ユーザが所望する色彩を入力することに対応して、入力された色彩から連想される
歌詞の楽曲等が取得されるようにするものである。また、この技術は、所定の楽曲等を入
力することに対応して、入力された楽曲等から連想される色彩が取得されるようにするも
のである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開2008−52737号公報

30

【特許文献２】特開2007−280342号公報
【特許文献３】特開2007−58884号公報
【特許文献４】特願2009−169571号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
上記特許文献4の技術では、データベース作成の基盤となる心理実験において使用され
ていない単語は、歌詞中に含まれていても、その単語の類似度は算出されない。そのため
、新楽曲および歌詞をシステムに登録する際に、心理実験において使用されている単語が
歌詞中にほとんど含まれていない歌詞に対しては、正確な類似度を算出できない問題があ
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った。上記特許文献4の技術では、この問題を解消するために、ユーザからのフィードバ
ック手段を設けることにより、データベースの修正を図る必要があった。
【００１７】
このような状況に鑑み、心理実験において使用されていない単語であっても、類似度を
算出できる技術に対する需要があった。
【００１８】
また、色彩に基づいて楽曲を選択するだけでなく、色彩に基づいて任意の文章を選択す
る技術に対する需要もある。さらに、色彩に基づいて任意の文章を選択するのとは逆に、
任意の文章から連想される色彩を選択する技術に対する需要もある。
【課題を解決するための手段】
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【００１９】
上記課題を解決するために、本発明では、色彩と結びつきのある単語（以下、プリミテ
ィブワードともいう）に着目し、その単語を用いて、各単語が提示されているときに、各
色彩が連想される確率を求める。そして、その確率に基づき、所定の色彩数の次元で構成
されるベクトル空間上における歌詞などの文章から連想される各色彩の連想確率を表現す
るベクトル（以下、単に、色彩ベクトルともいう）を生成する。そして、指定色の配色割
合を表現するベクトルとのベクトルの類似度の大きい順に処理対象となるデータのリスト
を提示することとした。
【００２０】
すなわち、本発明は、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき
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、色彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出手段と、色彩、色彩との相関のあるプ
リミティブワードである単語および前記色彩と前記単語との連想確率を記憶する連想確率
記憶手段と、前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成
手段と、複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段
と、前記出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベ
クトル生成手段と、生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を
算出する類似度算出手段と、前記算出された類似度に基づき前記文章のリストを生成する
文章リスト生成手段とを有する情報処理装置を提供する。
【００２１】
また、本発明は、さらに、文章を形態素解析し、前記単語の出現頻度を計数する形態素
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解析手段を有し、前記出現頻度記憶手段は、前記計数された所定文における前記単語の出
現頻度を、前記文章に対応させて記憶する、上記情報処理装置を提供する。
【００２２】
また、本発明は、さらに、外部コーパスから前記プリミティブワード以外の単語である
未知語を抽出し、前記未知語の前記原子語との潜在的意味的類似度を算出する、潜在的意
味解析手段と、前記未知語の前記プリミティブワードとの潜在的意味的類似度および前記
プリミティブワードの前記連想確率から前記未知語の前記連想確率を算出する未知語連想
確率算出手段とを有し、前記連想確率記憶手段は、前記未知語である単語および前記算出
された前記未知語である単語の前記連想確率を記憶する、上記情報処理装置を提供する。
【００２３】
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また、本発明は、さらに、所定画像を指定する画像指定手段を有し、前記クエリ色彩ベ
クトル算出手段は、前記指定された所定画像に基づいて、その画像の配色割合に基づき色
彩ベクトルを生成する、上記情報処理装置を提供する。
【００２４】
さらに、本発明は、色彩、色彩との相関のあるプリミティブワードである単語および前
記色彩と前記単語との連想確率を記憶する連想確率記憶手段と、前記連想確率から単語の
単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手段と、複数の単語を含む文章におけ
る前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と、前記出現頻度記憶手段に基づき、
複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベクトル生成手段と、所定の方法により
指定される文章に基づき、その指定された前記文章色彩ベクトルから前記色彩のリストを
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生成する色彩リスト生成手段とを有する情報処理装置を提供する。
【００２５】
さらに、本発明は、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、
色彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出手段と、色彩、色彩との相関のあるプリ
ミティブワードである単語および前記色彩と前記単語との連想確率を記憶する連想確率記
憶手段と、前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成手
段と、複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と
、所定の単語を含む文章が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想起する確率を記
憶する単語影響度記憶手段と前記出現頻度記憶手段および前記単語影響度記憶手段に基づ
き、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベクトル生成手段と、生成された前
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記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算出手段と、前記
算出された類似度に基づき前記文章（あるいは楽曲）のリストを生成する文章リスト生成
手段とを有する情報処理装置を提供する。
【００２６】
さらに、本発明は、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、
色彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出工程と、色彩、色彩との相関のあるプリ
ミティブワードである単語、および前記色彩と前記単語との連想確率から単語の単語色彩
ベクトルを生成する単語色彩ベクトル生成工程と、複数の単語を含む楽曲の歌詞における
前記単語の出現頻度を記憶した出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトル
を合成する文章色彩ベクトル生成工程と、生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩
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ベクトルとの類似度を算出する類似度算出工程と、前記算出された類似度に基づき前記楽
曲のリストを生成する文章リスト生成工程と、を含む、色彩に基づいて文章リストを生成
するための情報処理方法を提供する。
【００２７】
また、本発明は、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色割合に基づき、色
彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出工程と、色彩、色彩との相関のあるプリミ
ティブワードである単語、および前記色彩と前記単語との連想確率から単語の単語色彩ベ
クトルを生成する単語色彩ベクトル生成工程と、複数の単語を含む文章における前記単語
の出現頻度を記憶する出現頻度記憶手段と所定の単語を含む文章が提示されたときに、そ
の単語を用いて色彩を想起する確率を記憶する単語影響度記憶手段とに基づき、複数の前
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記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベクトル生成工程と、生成された前記クエリ色彩
ベクトルと前記文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度算出工程と、前記算出され
た類似度に基づき前記文章あるいは楽曲のリストを生成する文章リスト生成工程と、を含
む、色彩に基づいて文章リストを生成するための情報処理方法を提供する。
【００２８】
さらに、本発明は、コンピュータを、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配
色割合に基づき、色彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出手段と、色彩、色彩と
の相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語との連想確率を記
憶する連想確率記憶手段と、前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色
彩ベクトル生成手段と、複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出
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現頻度記憶手段と、前記出現頻度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成
する文章色彩ベクトル生成手段と、生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクト
ルとの類似度を算出する類似度算出手段と、前記算出された類似度に基づき前記文章のリ
ストを生成する文章リスト生成手段として機能させるためのプログラムを提供する。
【００２９】
また、本発明は、コンピュータを、所定の方法により指定される1色以上の色彩の配色
割合に基づき、色彩ベクトルを生成するクエリ色彩ベクトル算出手段と、色彩、色彩との
相関のあるプリミティブワードである単語および前記色彩と前記単語との連想確率を記憶
する連想確率記憶手段と、前記連想確率から単語の単語色彩ベクトルを生成する単語色彩
ベクトル生成手段と、複数の単語を含む文章における前記単語の出現頻度を記憶する出現
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頻度記憶手段と、所定の単語を含む文章が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想
起する確率を記憶する単語影響度記憶手段と、前記出現頻度記憶手段および前記単語影響
度記憶手段に基づき、複数の前記単語色彩ベクトルを合成する文章色彩ベクトル生成手段
と、生成された前記クエリ色彩ベクトルと文章色彩ベクトルとの類似度を算出する類似度
算出手段と、前記算出された類似度に基づき前記文章あるいは楽曲のリストを生成する文
章リスト生成手段として機能させるためのプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００３０】
本発明の第1の側面によれば、所定の方法により指定される指定色および指定色の配色
割合を入力することに応じて、入力された指定色および指定色の配色割合に合致した文章
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や楽曲等を取得することができ、従来の検索システムと比較して、検索する精度を向上さ
せることが可能となる。
【００３１】
また、色彩との相関のある単語を基に、色彩との相関のある単語と色彩との相関が未知
の単語との類似度を求めることにより、色彩との相関が未知の単語が多く含まれている歌
詞などの文章についても、入力された指定色に合致した文章等を取得することができ、検
索精度向上が図れる。
【００３２】
また、画像や動画像等を入力クエリとして使用することもできる。
【００３３】
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本発明の第2の側面によれば、ユーザにより指定された楽曲、または単なるテキスト情
報に基づいて、そのテキスト情報から連想される印象に合致した色彩のリストを生成する
ことができる。
【００３４】
また、ユーザから指定された文章や楽曲から連想される確率の高い色彩リストを生成す
るにあたり、予め生成記憶されている文章色彩ベクトルから算出できるので、本出願人に
よる先行技術文献の特許文献4よりも計算量が少なく、簡易な方法で生成できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】情報処理システムを示すブロック図である。
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【図２】操作画面の表示例を示す図である。
【図３】情報処理装置の第1の構成例を示すブロック図である。
【図４】候補曲リスト生成処理を説明するフローチャートである。
【図５】情報処理装置の第2の構成例を示すブロック図である。
【図６】情報処理装置の第3の構成例を示すブロック図である。
【図７】情報処理装置の第4の構成例を示すブロック図である。
【図８】情報処理装置の第5の構成例を示すブロック図である。
【図９】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図１０】索引語・文書行列を説明する図である。
【図１１】色彩テーブルの一例を示す図である。
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【図１２】単語テーブルの一例を示す図である。
【図１３】連想確率テーブルの一例を示す図である。
【図１４】出現頻度テーブルの一例を示す図である。
【図１５】単語色彩ベクトルテーブルの一例を示す図である。
【図１６】歌詞色彩ベクトルテーブルの一例を示す図である。
【図１７】候補曲リストの一例を示す図である。
【図１８】楽曲候補色彩リストおよびテキスト候補色リストの一例を示す図である。
【図１９】生成用データの一例を示す図である。
【図２０】情報処理装置の第6の構成例を示すブロック図である。
【図２１】情報処理装置の第7の構成例を示すブロック図である。

40

【図２２】情報処理装置の第8の構成例を示すブロック図である。
【図２３】情報処理装置の第9の構成例を示すブロック図である。
【図２４】情報処理装置の第10の構成例を示すブロック図である。
【図２５】単語影響度テーブルの一例を示す図である。
【図２６】生成用データの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００３７】
図1は、本発明の一実施の形態である情報処理装置1と、情報処理装置1を操作するため
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のユーザ端末2とから成る情報処理システムを示し、以下概要を説明する。また、本発明
の情報処理装置は、色彩に基づいて任意の文章情報を選択すること、また逆に任意の文章
情報から連想される色彩を選択することができるが、以下の説明においては、文字情報が
楽曲の歌詞である場合を例にして、色彩に基づいて文章（以下では、便宜上、楽曲ともい
う）を選択する情報処理装置の概要を説明する。本明細書において、文章情報には、任意
の歌詞、文章、および単語などの文章情報を含む。また、本明細書において、文章情報に
は、デキスト情報などのコンピュータで利用可能な任意の文字データを含む。
【００３８】
図1に示す情報処理システムでは、ユーザ端末2にてユーザにより指定色および指定色の
配色割合が指定されると、ユーザ端末2はその指定色を示す色ID(identification)と指定
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色の配色割合を情報処理装置1に供給し、情報処理装置1は、その指定色（を示す色ID）と
指定色の配色割合に基づき、ユーザに提示する楽曲の候補となる複数の候補曲（のタイト
ル等）を検索して、ユーザ端末2に供給する。さらにユーザ端末2にてユーザによるダウン
ロード要求等がされると、情報処理装置1は、所定の楽曲をユーザ端末2に供給する。
【００３９】
ユーザ端末2は、操作画面等を表示するLCD(Liquid Crystal Display)等の表示部2A、ユ
ーザによる各種情報の入力に用いられるマウス、キーボード等の入力部2Bにより構成され
る。
【００４０】
図2は、ユーザ端末2の表示部2Aに表示される操作画面の表示例を示している。
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【００４１】
図2を参照し、ユーザ端末2による各種情報の入力等操作方法について説明する。
【００４２】
この操作画面には、主に、ユーザの指定色の候補を表す複数の候補色を表示する候補色
エリア21、複数の候補色のうち、ユーザにより指定された指定色（本実施の形態では3色
）を表示する指定色エリア22、指定色を指定するときに操作されるラジオボタン24、指定
色を指定するときに操作されるクリアボタン25、指定色の配色割合を指定するときに操作
されるスライダ26、指定色に基づいて候補曲の検索を開始させるときに操作される検索ボ
タン27、検索により得られた複数の候補曲を表示する検索結果エリア23、および検索結果
エリア23に表示された複数の候補曲から、ユーザにより選択された候補曲をダウンロード
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するときに操作されるダウンロードボタン28が設けられている。本実施の形態では、候補
色エリア21の候補色は、35色としてある。
【００４３】
なお、図2においては、この操作画面の表示例は一例であって、配置、候補色数（後述
）、項目等は、適宜変更可能である。
【００４４】
候補色エリア21において、ユーザによる入力部2Bの操作により、その候補色エリア21に
表示される35色の候補色のうち、3色の指定色が指定されると、指定色エリア22において
、その3色の指定色が表示される。なお、ユーザは、3色の指定色として、同一色を重複し
て指定することが可能である。
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【００４５】
スライダ26において、ユーザによる入力部2Bの操作により、指定色の配色割合を指定す
ることが可能である。
【００４６】
ユーザによる入力部2Bの操作により、検索ボタン27が押下されると、指定色エリア22に
表示された3色の指定色を示す色ID（以下、単に、指定色ともいう）と指定色の配色割合
が、ユーザ端末2から情報処理装置1に送信される。
【００４７】
その3色の指定色および指定色の配色割合に基づき、情報処理装置1は、複数の候補曲を
検索し、検索結果をユーザ端末2に送信する。検索結果エリア23において、検索結果とし
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ての複数の候補曲が表示される。
【００４８】
ユーザによる入力部2Bの操作により、検索結果エリア23に表示された複数の候補曲のう
ちのいずれかが選択され、ダウンロードボタン28が押下されると、情報処理装置1からユ
ーザ端末2に対し、選択された候補曲がダウンロードされる。
【００４９】
本実施の形態においては、候補色を35色としたが、候補色の種類としては、事前の心理
実験との整合性がとれる種類であれば、34色以下、または36色以上を採用することが可能
である。なお、テーブル生成部52（後述）では、候補色の種類に応じた生成用データ（後
述）から、色彩テーブル301（後述）、単語テーブル302（後述）、連想確率テーブル303
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（後述）が生成される。
【００５０】
また、指定色を3色としたが、指定色の種類としては、候補色の種類を超えない限度で
、1色、2色、または4色以上を指定することが可能である。
【００５１】
ところで、本発明にかかる情報処理装置1は、歌詞と色彩との連想度に関する心理実験
の結果を利用するものである。そこで、まず心理実験につき以下詳述する。
【００５２】
本出願人は、所定の楽曲の歌詞を被験者が見たときに連想される色彩を、複数の被験者
に回答させる第1の心理実験を行った。そして、所定の楽曲の歌詞を見たときに連想され
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る色彩として、複数の被験者が、ほぼ同一の色彩を回答したとの実験結果が得られた。
【００５３】
第1の心理実験において、本出願人は、複数の被験者に対して、所定の楽曲の歌詞から
色彩を連想するときに、色彩の連想に影響を与えた語も回答させている。また、第1の心
理実験によって、本出願人は、複数の被験者が回答した、色彩の連想に影響を与えた語は
、特定の語に集中していることを確認した。
【００５４】
以降の説明において、便宜上、第1の心理実験で得られた色彩の連想に影響を与えたと
被験者が回答した語を、プリミティブワードと言うことにする。本出願人は、第１の心理
実験により、プリミティブワードの影響度（後述）を得た。
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【００５５】
また、本出願人は、複数の被験者に所定の楽曲を聴取させた上で、所定の楽曲から連想
される色彩を、被験者に回答させるとともに、所定の楽曲を聴取したことがあるか否かを
回答させる第2の心理実験を行った。また、第2の心理実験によって、本出願人は、被験者
が所定の楽曲を聴取したことがあるか否かに関わらず、所定の楽曲を聴取したときに連想
される色彩として、複数の被験者が、ほぼ同一の色彩を回答したとの実験結果を得た。
【００５６】
さらに、本出願人は、第1および第2の心理実験による実験結果を比較し、所定の楽曲の
歌詞を見たときに連想される色彩と、所定の楽曲を聴取したときに連想される色彩とは、
ほぼ同一の色彩となることを確認した。

40

【００５７】
本出願人は、第1および第2の心理実験による実験結果の比較結果から、第1の心理実験
で得た、それぞれのプリミティブワードを単独で見たときに連想される色彩を、複数の被
験者に回答させる第3の心理実験を行った。そして、第3の心理実験により、所定のプリミ
ティブワードを単独で見せたときに連想される所定の色彩の連想確率を得た。
【００５８】
次に、情報処理装置1の詳細について説明する。
【００５９】
図3は、図1の情報処理装置1の第1の構成例を示している。
【００６０】
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この情報処理装置1は、クエリ色彩ベクトル生成部31、単語色彩ベクトル生成部32、歌
詞色彩ベクトル生成部33、ベクトル類似度生成部34、候補曲リスト生成部35、楽曲配信部
36、およびデータベース37により構成される。
【００６１】
データベース37は、色彩テーブル301、単語テーブル302、連想確率テーブル303、単語
色彩ベクトルテーブル304、出現頻度テーブル305、歌詞色彩ベクトルテーブル306、楽曲
データテーブル307、および楽曲の音声データからなる。
【００６２】
色彩テーブル301は、複数の色彩と、複数の色彩に対応する識別番号とを記憶している
10

。
【００６３】
単語テーブル302は、複数の単語と、複数の単語に対応する識別番号と、記憶している
単語が、第１の心理実験で得られたプリミティブワードであるかを判断するための識別値
（後述）とを記憶している。ただし、複数の単語とは、第3の心理実験で使用したプリミ
ティブワードと、未知語（後述）の両方を含む。
【００６４】
連想確率テーブル303は、第3の心理実験結果から算出された、所定の単語が提示された
ときに連想される、所定の色彩の連想確率を記憶している。
【００６５】
単語色彩ベクトルテーブル304は、後述する単語色彩ベクトルのデータを記憶している

20

。
【００６６】
出現頻度テーブル305は、所定の楽曲の歌詞に含まれる、単語テーブルに記憶されてい
る単語の出現頻度を記憶している。
【００６７】
歌詞色彩ベクトルテーブル306は、後述する歌詞色彩ベクトルのデータを記憶している
。
【００６８】
楽曲データテーブル307は、ユーザに配信する複数の楽曲に対応する識別番号と、その
楽曲に関するタイトルおよび、アーティスト名等を記憶している。
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【００６９】
以降の説明において、色彩ベクトルとは、所定の色彩が連想される確率を表現するため
の、所定の色彩数の次元で構成されるベクトル空間上のベクトルを意味する。
【００７０】
クエリ色彩ベクトル生成部31は、ユーザ端末2から供給された3色の指定色および指定色
の配色割合に基づいて、ユーザの所望する色彩ベクトルとして、クエリ色彩ベクトルを生
成する。
【００７１】
単語色彩ベクトル生成部32は、単語テーブル302に記憶されている複数の単語と、色彩
テーブル301に記憶されている複数の色彩と、連想確率テーブル303に記憶されている、所

40

定の単語が提示されたときに連想される、所定の色彩の連想確率とを参照して、単語テー
ブル302に記憶されている複数の単語に対応する色彩ベクトルとしての単語色彩ベクトル
を生成し、単語色彩ベクトルテーブル304に記憶する。
【００７２】
単語色彩ベクトルテーブル304は、図15に示すように、ある単語に対応する色彩ベクト
ルの全ての要素の値が記憶され、また、その単語がプリミティブワードであるかどうかを
識別するためのプリミティブワード識別値が記憶されている。なお、図15において、プリ
ミティブワード識別値はtrueあるいはfalseという値を想定しているが、プリミティブワ
ードであるかどうかを識別できる値であれば、このような値に限定しない。
【００７３】
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歌詞色彩ベクトル生成部33は、単語色彩ベクトルテーブル304を読み出し、読み出され
た単語色彩ベクトルと、出現頻度テーブル305に記憶されている、楽曲データとして記憶
されている楽曲の歌詞に含まれる単語の出現頻度とを参照して、楽曲データテーブル307
に記憶されている楽曲の歌詞に対応する色彩ベクトルとしての歌詞色彩ベクトルを生成し
、歌詞色彩ベクトルテーブル306に記憶する。
【００７４】
ベクトル類似度生成部34は、楽曲データとして記憶されている楽曲毎に、歌詞色彩ベク
トル生成部33により生成された歌詞色彩ベクトルを、歌詞色彩ベクトルテーブル306から
読み出し、クエリ色彩ベクトル生成部31により生成されたクエリ色彩ベクトルと歌詞色彩
ベクトルとの類似度を生成する。

10

【００７５】
候補曲リスト生成部35は、ベクトル類似度生成部34により生成された類似度に基づいて
、複数の候補曲のリストを表す候補曲リスト(文章リスト)を生成する。
【００７６】
楽曲配信部36は、ユーザ端末2からの、楽曲をユーザ端末2にダウンロードするためのダ
ウンロード要求、またはユーザが楽曲をダウンロードする前などに楽曲を試聴するための
試聴要求に基づき、データベース37に記憶されている楽曲データテーブル307に基づいて
、ユーザの選択操作により選択された楽曲の音声データまたはその一部を読み出し、ユー
ザ端末2に供給する。
【００７７】

20

ただし、楽曲データテーブル307には、複数の楽曲（楽曲の音声データが記憶された場
所を示すアドレス）と、楽曲のタイトルIDとを結びつけたものが、リストとして登録され
ている。
【００７８】
なお、楽曲配信部36は、ユーザ端末2からのダウンロード要求が通知された場合、ユー
ザ端末2に対して、ダウンロード要求に対応する楽曲をダウンロードするために必要なユ
ーザIDとパスワードとを要求し、ユーザ端末2からのユーザIDとパスワードとに基づいて
、正当なアクセスであると判定したときに限り、ダウンロード要求に対応する楽曲を、ユ
ーザ端末2に供給することが可能である。
【００７９】

30

次に、図3および図11を参照して、クエリ色彩ベクトル生成部31によるクエリ色彩ベク
トルの生成方法を説明する。
【００８０】
図11は、データベース37に記憶されている色彩テーブル301の一例を示している。
【００８１】
色彩テーブル301には、C 色の候補色ci（を表すデータ）と、その候補色ciを一意に識
別する色IDが対応付けられている。なお、添え字iとしては、値 0 からC‑1までの自然数(
0を含む)が採用される。
【００８２】
クエリ色彩ベクトルv(q)は、式(1)に示すC 個の要素から構成されるベクトルである。

40

なお、式(1)に示すように、式(1)におけるv(q)の要素ei(q)の添え字iとしては、値 0 か
らC‑1までの自然数(0を含む)が採用される。
【００８３】
【数１】

【００８４】
ここで、式(1)におけるv(q)の要素ei(q)の値は、ユーザ端末2でユーザが指定した配色
において、候補色ciの占める配色割合とする。
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【００８５】
例えば、ユーザがユーザ端末2において、入力クエリとして、c0、 c1、 c2の3色を1：2
：7の配色割合で指定した場合、c0、 c1、 c2に対応するクエリ色彩ベクトルv(q)の要素e
0(q)、

e1(q)、 e2(q)の値は、e0(q) = 0.1、 e1(q) =

0.2、 e2(q) = 0.7となり、残りのv(q)の要素は0となる。
【００８６】
以上が、クエリ色彩ベクトルの生成方法である。
【００８７】
次に、図3、図12および図13を参照して、単語色彩ベクトル生成部32による単語色彩ベ
クトルの生成方法を説明する。

10

【００８８】
図12は、データベース37に記憶されている単語テーブル302の一例を示している。
【００８９】
図12に示すように、単語テーブル302には、W 種類の単語 wj （を表すデータ）と、そ
の単語wjを一意に識別する単語IDが対応付けられている。なお、添え字jとしては、値 0
からW‑1までの自然数(0を含む)が採用される。
【００９０】
また、図12に示すように、単語テーブル302には、単語がプリミティブワードであるか
を示す、プリミティブワード識別値も対応付けられている。ただし、以降では、便宜上、
プリミティブワードである場合はtrue、プリミティブワードでない場合はfalseの値をと

20

ることにする。
【００９１】
ただし、単語テーブル302に、初期段階として、記憶されている単語は、本出願人が行
った第1の心理実験によって得られたプリミティブワードである。
【００９２】
単語テーブル302は、後述の未知語情報推定部61によって、プリミティブワード以外の
単語を記憶することもできる。
【００９３】
また、図13は、データベース37に記憶されている連想確率テーブル303の一例を示して
いる。
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【００９４】
連想確率テーブル303には、候補色ciと単語wjの全ての組み合わせに対して、その連想
確率の度合いを表す連想確率p(ci￨wj)が対応付けられている。
【００９５】
ただし、ここで言う連想確率 p(ci￨wj)とは、単語wjが与えられたときに、候補色ciが
連想される連想確率である。
【００９６】
この連想確率p(ci￨wj)は、本出願人が行った第3の心理実験から得られたものである。
【００９７】
単語wjの単語色彩ベクトルv(wj)は、式(2)に示すC個の要素から構成されるベクトルで
ある。
【００９８】
ただし、式(2)におけるv(wj)の要素ei(wj)の添え字iとしては、値 0 からC‑1までの自
然数(0を含む)が採用される。
【００９９】
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【数２】

【０１００】
ここで、式(2)におけるv(wj)の要素ei(wj)の値は、単語wjが与えられたときに、候補色
ciが連想される確率である。

10

【０１０１】
したがって、式(3)に示すように、式(2)におけるei(wj)の値は、連想確率テーブル303
における、色彩IDがiかつ単語IDがjの連想確率p(ci￨wj)である。
【０１０２】
【数３】

【０１０３】
以上が、単語色彩ベクトルの生成方法である。
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【０１０４】
次に、図3、図14、図15、図16を参照して、歌詞色彩ベクトル生成部33による歌詞色彩
ベクトルの生成方法を説明する。
【０１０５】
図14は、データベース37に記憶されている出現頻度テーブル305の一例を示している。
【０１０６】
出現頻度テーブル305には、M種類の楽曲の歌詞lmを一意に識別する楽曲IDとW種類の単
語wjを一意に識別する単語IDが記憶されており、lm毎およびwj毎に、lmにおけるwjの出現
頻度f(lm,wj)が対応付けられている。
【０１０７】
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ただし、歌詞lmの添え字mの値としては0からM‑1までの自然数(0を含む)が採用され、単
語wjの添え字jの値としては0からW‑1までの自然数(0を含む)が採用される。
【０１０８】
図15は、データベース37に記憶されている単語色彩ベクトルテーブル304の一例を示し
ている。
【０１０９】
単語色彩ベクトルテーブル304には、W種類の単語wjを一意に識別する単語IDとC種類の
色彩ciを一意に識別する色彩IDが記憶されており、wj毎およびci毎に、wjの提示からのci
の想起確率p(ci￨wj)が対応付けられている。
【０１１０】

40

ただし、単語wjの添え字jの値としては0からW‑1までの自然数(0を含む)が採用され、色
彩ciの添え字iの値としては0からC‑1までの自然数（0を含む）が採用される。
【０１１１】
図16は、データベース37に記憶されている歌詞色彩ベクトルテーブル306の一例を示し
ている。
【０１１２】
歌詞色彩ベクトルテーブル306には、M種類の楽曲の歌詞lmを一意に識別する楽曲IDとC
種類の色彩ciを一意に識別する色彩IDが記憶されており、lm毎およびci毎に、lmの提示か
らのciの想起確率p(ci ￨ lm)が対応付けられている。
【０１１３】
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ただし、歌詞lmの添え字mの値としては0からM‑1までの自然数(0を含む)が採用され、色
彩ciの添え字iの値としては0からC‑1までの自然数（0を含む）が採用される。
【０１１４】
歌詞色彩ベクトル生成部33は、出現頻度テーブル305から出現頻度を読み出し、単語色
彩ベクトルテーブル304から単語色彩ベクトルを読み出し、式(4)によって、楽曲の歌詞lm
に対応する歌詞色彩ベクトルv(lm)を算出し、図16に示すように、v(lm) の全ての要素の
値を歌詞色彩ベクトルテーブル306に記憶する。
【０１１５】
【数４】
10

【０１１６】
ただし、式(4)において、P(lm)は、全てのプリミティブワードのうち歌詞lmに出現する
プリミティブワードの集合、f(lm,wj)はlmにおけるプリミティブワードwj∈P(lm)の出現
頻度、v(wj)はプリミティブワードwjの単語色彩ベクトルである。
【０１１７】
以上が、歌詞色彩ベクトルの生成方法である。
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【０１１８】
次に、図3を参照して、ベクトル類似度生成部34によるクエリ色彩ベクトルと歌詞色彩
ベクトルの類似度（以降、ベクトル類似度ともいう）の算出方法を説明する。
【０１１９】
ベクトル類似度生成部34は、歌詞色彩ベクトルテーブル306に記憶された歌詞色彩ベク
トルv(lm)毎に、v(lm)とクエリ色彩ベクトルv(q)のベクトル類似度Sim(v(lm),v(q))を算
出する。
【０１２０】
歌詞色彩ベクトルv(lm)とクエリ色彩ベクトルv(q)のベクトル類似度Sim(v(lm),v(q))は
、式(5)に示すように、v(lm)とv(q)とのコサイン類似度によって算出される。
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【０１２１】
【数５】

【０１２２】
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以上が、クエリ色彩ベクトルと歌詞色彩ベクトルの類似度の算出方法である。
【０１２３】
候補曲リスト生成部35は、図17に示すような、ベクトル類似度生成部34が算出したベク
トル類似度Sim(v(lm),v(q))が、例えば上位20位までの楽曲のタイトル（Sim(v(lm),v(q))
が、上位20位以内に含まれる楽曲のタイトル）をSim(v(lm),v(q))が大きい順序に並べら
れた候補曲リストを生成し、ユーザ端末2に送信する。
【０１２４】
なお、所定の楽曲の音声を聴取したときに連想される色彩と、所定の楽曲に対応する歌
詞を提示したときに連想される色彩とは、本出願人が複数の被験者を対象として行った、
前述の心理実験（第1および第2の心理実験）による実験結果から、ほぼ合致することが分
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かっている。
【０１２５】
したがって、上述した式(5)のベクトル類似度Sim(v(lm),v(q))とは、歌詞lmに対応する
楽曲の音声と、所定の指定色およびその指定色の配色割合（例えば、3色の指定色とその
指定色の配色割合）から算出されるクエリ色彩ベクトルとの類似度を表すものと言える。
【０１２６】
このため、ベクトル類似度Sim(v(lm), v(q))が大きい程に、歌詞lmに対応する楽曲を聴
取したときに得られる印象と、所定の指定色およびその指定色の配色割合を見たときに連
想される印象の合致の度合いが高いものとなる。
【０１２７】
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次に、図4のフローチャートを参照して、図3の情報処理装置1が行う候補曲リスト生成
処理を説明する。
【０１２８】
この候補曲リスト生成処理は、例えば、ユーザ端末2からクエリ色彩ベクトル生成部31
に対して、所定の指定色（の色彩ID）およびその指定色の配色割合が通知されたときに、
開始される。
【０１２９】
ただし、図3の情報処理装置1が行う候補曲リスト生成処理よりも前に、予め、単語色彩
ベクトル生成部32および歌詞色彩ベクトル生成部33によって、歌詞色彩ベクトルを表す情
報が、歌詞色彩ベクトルテーブル306に記憶されている。
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【０１３０】
ステップS1において、クエリ色彩ベクトル生成部31は、ユーザ端末2からの指定色およ
び指定色の配色割合に基づいて、クエリ色彩ベクトルv(q)を算出する。ただし、クエリ色
彩ベクトルv(q)の生成方法は、クエリ色彩ベクトル生成部31の詳細説明のとおりである。
【０１３１】
ステップS2において、ベクトル類似度生成部34は、歌詞色彩ベクトルテーブル306から
、歌詞色彩ベクトルを読み出す。
【０１３２】
ステップS3において、ベクトル類似度生成部34は、クエリ色彩ベクトル生成部31によっ
て算出されたクエリ色彩ベクトルと、ステップS2で読み出した全ての楽曲の歌詞色彩ベク

30

トルとの類似度を算出する。ただし、ベクトル類似度生成部34における類似度の算出方法
は、ベクトル類似度生成部34の詳細説明のとおりである。
【０１３３】
ステップS4において、候補曲リスト生成部35は、図17に示すように、ベクトル類似度生
成部34が算出したベクトル類似度が、例えば上位20位までの楽曲のタイトルを、ベクトル
類似度が大きい順序で並べられた候補曲リストを生成し、ユーザ端末2に送信する。これ
により、ユーザ端末2の表示部2Aは、候補曲リスト生成部35から受信した候補曲リストを
操作画面の検索結果エリア23に表示する。
【０１３４】
以上で、候補曲リスト生成処理は終了される。
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【０１３５】
候補曲リスト生成処理では、例えば、ユーザは、その日の気分に応じて指定色およびそ
の配色割合を指定するだけで、指定された割合の指定色から連想される楽曲が並べられた
候補曲リストを取得することができる。このため、ユーザは、その日の気分に応じて、い
わばゲーム感覚で指定色を指定することで、どのような楽曲が取得されるかを楽しむこと
ができる。
【０１３６】
図5は、図1の情報処理装置1の第2の構成例を示している。
【０１３７】
なお、図中、図3に示された第1の構成例に対応する部分については同一の符号を付して
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あり、以下、その説明は適宜省略する。
【０１３８】
すなわち、情報処理装置1の第2の構成例は、第1の構成例（図3）に対して、新たに形態
素解析部51およびテーブル生成部52が設けられたものであり、これにより、情報処理装置
1に提供される新たな楽曲の歌詞を解析し、その楽曲を新たに情報処理装置1での検索対象
とすることができる。
【０１３９】
形態素解析部51には、データベース37に記憶される複数の楽曲の歌詞すべてが供給され
る。
【０１４０】

10

形態素解析部51は、形態素解析部51に供給された歌詞lmを名詞等の品詞に分割する形態
素解析を行い、その結果得られた、歌詞lmにおける単語wjの出現頻度f(lm, wj)を算出し
、算出されたf(lm,
wj)を新たに出現頻度テーブル305に供給し記憶させる。
【０１４１】
テーブル生成部52には、色彩テーブル301乃至連想確率テーブル303を生成するための生
成用データとして、予め行われた第3の心理実験による実験結果が供給される。
【０１４２】
すなわち、生成用データは、図19に示すように、所定の単語を被験者に提示したときに
所定の色彩を連想した被験者の人数で構成されるデータである。

20

【０１４３】
ただし、図19において、n(ci, wj)は単語wjを提示したときに色彩ciを連想した被験者
の人数を表す。
【０１４４】
テーブル生成部52は、供給された生成用データに基づいて、色彩テーブル301乃至連想
確率テーブル303に関するデータを生成し、データベース37に供給して、記憶させる。
【０１４５】
したがって、本出願人が行った第3の心理実験と同様の実験結果を生成用データとして
テーブル生成部52に供給することで、テーブル生成部52によって、色彩テーブル301乃至
連想確率テーブル303に関するデータを追加あるいは更新することができる。

30

【０１４６】
図6は、図1の情報処理装置1の第3の構成例を示している。
【０１４７】
なお、図中、図5に示された第2の構成例に対応する部分については同一の符号を付して
あり、以下、その説明は適宜省略する。
【０１４８】
すなわち、情報処理装置1の第3の構成例は、第2の構成例（図5）に対して、新たに、未
知語情報推定部61が設けられたものである。
【０１４９】
なお、以降の説明において、便宜上、コーパス（後述）に含まれる単語のうち、プリミ

40

ティブワード以外の語を未知語と表記する。
【０１５０】
未知語情報推定部61は、与えられたコーパスから大量の未知語を抽出し、潜在的意味解
析(以後、LSAと表記する)を用いて、プリミティブワード以外の大量の未知語に関する単
語色彩ベクトルを推定し、未知語および推定した未知語の色彩ベクトルを、新しく追加デ
ータとして、単語テーブル302と単語色彩ベクトルテーブル304に供給し、記憶させるもの
である。
【０１５１】
LSAとは、コーパスを用いて、図10に示すような、コーパスに含まれる文書毎の索引語
の出現回数で構成される索引語・文書行列Dを作成し、Dを特異値分解することによって意
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味空間を作成し、作成された意味空間上の索引語ベクトルを用いて、索引語どうしの類似
度を得る手法である。
【０１５２】
LSAは、Dの特異値分解に基づき、Dを構成する索引語ベクトルを、k次元の意味空間にお
ける索引語ベクトルに圧縮する技術である。
【０１５３】
ただし、Dを構成する文書ベクトルの総数をNとすると、kの値には1からNまでの任意の
自然数が採用される。
【０１５４】
LSAを用いることで、潜在的な意味の類似性に基づいて表現された索引語ベクトルを扱

10

うことができるようになる。
【０１５５】
次に、図6を参照して、未知語情報推定部61による未知語の色彩ベクトルの推定方法を
説明する。
【０１５６】
情報処理装置1の第1の構成例および情報処理装置1の第2の構成例では、歌詞色彩ベクト
ル生成部33に供給される単語色彩ベクトルは、第3の心理実験において使用されたプリミ
ティブワードに関する単語色彩ベクトルのみに限定されるため、歌詞色彩ベクトル生成部
33が使用できる単語色彩ベクトルの総数は非常に少ないという問題点が挙げられる。
20

【０１５７】
未知語情報推定部61は、コーパスから大量の未知語を抽出し、LSAを用いて、第3の心理
実験において使用されなかった大量の未知語に関する色彩ベクトルを推定し、それらの未
知語および推定されたそれらの未知語の色彩ベクトルを、単語テーブル302と単語色彩ベ
クトルテーブル304に供給することで、この問題点を解決する。
【０１５８】
未知語情報推定部61は、単語色彩ベクトルテーブル304に記憶されているプリミティブ
ワードの単語色彩ベクトルとLSAによって得られたプリミティブワードと未知語の類似度
を用いて、コーパスに出現する未知語に関する単語色彩ベクトルを推定する。
【０１５９】
まず、未知語情報推定部61は、コーパスを形態素解析し、索引語・文書行列Dを作成し

30

た後、LSAによって、Dを構成するa番目の索引語ベクトルに対応する索引語waに関する、k
次元の意味空間上の索引語ベクトルv(wa)

(k)

を算出する。

【０１６０】
ただし、Dを構成する索引語ベクトルの総数をLとし、aの値には 0 からL ‑1までの自然
数が採用される。
【０１６１】
未知語情報推定部61は、索引語・文書行列Dを構成する全ての索引語に対応するk次元の
意味空間上の索引語ベクトルを算出した後、算出された索引語waに対応するk次元の意味
空間上の索引語ベクトルv(wa)(k)を用いて、式(6)に示すように、v(wa)(k)と索引語wbに
対応するk次元の意味空間上の索引語ベクトルv(wb)(k)のコサイン類似度Sim(v(wa)(k),v(
(k)

wb)

)を算出する。

【０１６２】
ただし、索引語wbは、索引語waと同様に、索引語・文書行列Dを構成するb番目の索引語ベ
クトルに対応する索引語であり、bの値には0からL‑1までの自然数が採用される。
【０１６３】
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【数６】

【０１６４】
未知語情報推定部61は、式(6)に基づいて、コーパス中に出現する全ての索引語ベクト

10

ルどうしのコサイン類似度を算出する。
【０１６５】
未知語情報推定部61は、式(7)に示すように、算出されたコサイン類似度とプリミティ
ブワードの単語色彩ベクトルを用いて、未知語wxの単語色彩ベクトルv(wx)を算出する。
【０１６６】
ただし、未知語wxは索引語・文書行列Dを構成するx番目の索引語ベクトルに対応する索
引語であり、xの値には0 からL‑1までの自然数が採用される。
【０１６７】
【数７】
20

【０１６８】
ただし、式(7)において、Pは全てのプリミティブワードの集合、v(wj)はプリミティブ

30

ワードwj∈Pの単語色彩ベクトル、Sim(wx,wj)は未知語wxとwjのコサイン類似度、P(wx,θ
)はwjのうちSim(wx,wj)が閾値θ以上であるものの集合である。
【０１６９】
未知語情報推定部61は、式(7)に基づいて算出された各未知語に関する単語色彩ベクト
ルを単語色彩ベクトルテーブル304に供給し、記憶させる。
【０１７０】
そして、未知語情報推定部61は、未知語を新たなデータとして単語テーブル302に供給
し、記憶させる。
【０１７１】
ただし、このとき、未知語情報推定部61は、未知語のプリミティブワード識別値をfals
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eとして記憶させることで、歌詞色彩ベクトル生成部33に対して、プリミティブワードと
未知語の識別を可能にしておく。
【０１７２】
また、未知語情報推定部61の処理において、類似度としてコサイン類似度を採用したが
、類似度としては、コサイン類似度に限定しない。
【０１７３】
以上で、未知語情報推定処理は終了される。
【０１７４】
次に、図6を参照して、歌詞色彩ベクトル生成部33による、歌詞色彩ベクトルの生成方
法を説明する。
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【０１７５】
歌詞色彩ベクトル生成部33は、出現頻度テーブル305から出現頻度を読み出し、単語色
彩ベクトルテーブル304から単語色彩ベクトルを読み出し、楽曲の歌詞lmに対応する歌詞
色彩ベクトルv(lm)を算出し、図16に示すように、v(lm)の全ての要素の値を歌詞色彩ベク
トルテーブル306に記憶する。
【０１７６】
ただし、歌詞色彩ベクトル生成部33は、楽曲の歌詞lmに対応する色彩ベクトルv(lm)の
算出において、プリミティブワード識別値を読み取ることに基づき、プリミティブワード
のみの単語色彩ベクトルを使用するか、プリミティブワードと未知語の両方の単語色彩ベ
クトルを使用するかに関して、自由に選択することができる。

10

【０１７７】
すなわち、歌詞色彩ベクトル生成部33は、プリミティブワードのみの単語色彩ベクトル
を使用する場合、式（8）によって楽曲の歌詞lmに対応する色彩ベクトルv(lm)を算出し、
プリミティブワードと未知語の両方の単語色彩ベクトルを使用する場合、式（9）によっ
てv(lm)を算出する。
【０１７８】
【数８】

20

【０１７９】
【数９】

30

【０１８０】
ただし、式（8）および式（9）において、P(lm)は全てのプリミティブワードのうち歌
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詞lmに出現するプリミティブワードの集合、f(lm,wj)はlmにおけるプリミティブワードwj
∈P(lm)の出現頻度、v(wj)はプリミティブワードwjの単語色彩ベクトル、U(lm)は全ての
未知語のうちlmに出現する未知語の集合、f(lm,wx)はlmにおける未知語wx∈U(lm)の出現
頻度、v(wx)は未知語wxの単語色彩ベクトルである。
【０１８１】
図7は、図1の情報処理装置1の第4の構成例を示している。
【０１８２】
なお、図中、図6に示された第3の構成例に対応する部分については同一の符号を付して
あり、以下、その説明は適宜省略する。
【０１８３】
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すなわち、情報処理装置1の第4の構成例は、第3の構成例（図6）に対して、新たに、楽
曲色彩リスト生成部71が設けられたものであり、第1乃至第3の構成例に示す、第1の側面
とは異なり、ユーザが楽曲を指定し、その指定された楽曲から連想される確率の高い色彩
のリスト（以降、楽曲色彩リストともいう）を生成する、第2の側面を有する。
【０１８４】
楽曲色彩リスト生成部71を設けることにより、情報処理装置1は、図18に示すような、
所定の楽曲から連想される確率の高い順に並べられた色彩のリストを生成し、生成された
色彩のリストを、ユーザ端末2に送信する。
【０１８５】
次に、図7を参照して、楽曲色彩リスト生成部71による楽曲色彩リストの生成方法を説

10

明する。
【０１８６】
楽曲色彩リスト生成部71は、ユーザ端末2で、ユーザから、所定の楽曲に対する楽曲色
彩リスト生成要求を受信した場合、歌詞色彩ベクトルテーブル306から、所定の楽曲に対
応する歌詞の歌詞色彩ベクトルデータを読み込む。
【０１８７】
楽曲色彩リスト生成部71は、歌詞色彩ベクトルテーブル306から読み込んだ、所定の楽
曲に対応する歌詞色彩ベクトルに基づいて、図18に示すような、当該歌詞色彩ベクトルに
おける要素が大きい値を持つ順に、それらの要素に対応する色彩を並べた楽曲色彩リスト
を生成し、ユーザ端末2に送信する。

20

【０１８８】
ユーザ端末2は、楽曲色彩リスト生成部71が送信した楽曲色彩リストに従って、ユーザ
に色彩を提示する。
【０１８９】
なお、ユーザ端末2においては、例えば、楽曲配信部36からダウンロードした楽曲の音
声が、図示せぬスピーカから出力されるとともに、楽曲色彩リスト生成部71から取得した
、楽曲色彩リストの上位色を基調とした画像が、スピーカから出力される音声のリズム等
に対応して、表示部2Aに表示させることも可能である。
【０１９０】
以上で、楽曲色彩リスト生成処理は終了される。
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【０１９１】
楽曲色彩リスト生成部71による、楽曲色彩リスト生成処理では、ユーザが、選択した楽
曲のイメージに合致する色を、図18に示すような、楽曲色彩リストとして取得することが
できる。また、第4の構成例による色彩リスト生成処理は、ユーザから指定された楽曲か
ら連想される確率の高い色彩のリストを生成するにあたり、予め生成し記憶されている歌
詞色彩ベクトルを用いて生成できるので、本出願人による先行技術文献の特許文献4より
も計算量が少なく、簡易な方法で生成できる利点がある。
【０１９２】
また、楽曲色彩リスト生成部71によって、ユーザは、ユーザにより選択された楽曲のイ
メージに合致した色として、どのような色が取得されるかをゲーム感覚で楽しむことがで

40

きる。このため、例えば、いわゆるカラオケ等で、ユーザが選択した楽曲が音声として出
力されるとともに、その楽曲のイメージに合致した色の照明光を照らすこと等ができる。
したがって、ユーザは、カラオケ等をより楽しむことができる。
【０１９３】
例えば、図3に示される情報処理装置1の第1の構成例において、ユーザの指定操作によ
り指定色が指定され、指定された指定色および指定色の配色割合に基づいて、クエリ色彩
ベクトルを生成し、そのクエリ色彩ベクトルと歌詞色彩ベクトルとの類似度に基づいて、
候補曲リストを生成することとしたが、指定色および指定色の配色割合を指定する指定方
法は、これに限定されない。すなわち、例えば、画像を撮影可能なカメラ付きの携帯電話
機等により、ユーザが撮影した画像を構成する複数の色のうち、最も使用頻度が高い3色
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の色彩および配色割合を、指定色および指定色の配色割合として指定することが可能であ
る。
【０１９４】
この場合、ユーザは、いわばゲーム感覚で、撮影した画像から候補曲リストを取得する
ことができるため、ユーザが撮影した画像から、どのような候補曲が取得されるかを楽し
むことができる。
【０１９５】
また、指定方法としては、ユーザが撮影した画像に基づいて指定色および指定色の配色
割合を指定する他、ユーザに、複数の画像を提示して選択させ、選択された画像に基づい
て指定色および指定色の配色割合を指定するようにしてもよい。

10

【０１９６】
さらに、ユーザが撮影した画像の他、ユーザが撮影した動画像に基づいて指定色を指定
することが可能である。すなわち、例えば、ユーザが撮影した動画像を構成する複数の色
彩のうち、最も使用頻度が高い3色の色彩および配色割合を、指定色および指定色の配色
割合として指定するようにしてもよい。
【０１９７】
その他、例えば、ユーザが撮影した動画像を構成する複数の画像毎に、最も使用頻度が
高い3色の色彩を抽出しておき、抽出された3色の色彩および配色割合を、指定色および指
定色の配色割合として指定することが可能である。
【０１９８】

20

また、指定方法としては、ユーザが撮影した動画像に基づいて指定色および指定色の配
色割合を指定する他、ユーザに、複数の動画像を提示して選択させ、選択された動画像に
基づいて指定色および指定色の配色割合を指定するようにしてもよい。
【０１９９】
ただし、上述の説明において、指定色を3色としたが、指定色の数としては、候補色の
色数を超えない限度で、1色、2色、または4色以上を指定することが可能である。
【０２００】
図8は、図1の情報処理装置1の第5の構成例を示している。
【０２０１】
なお、図中、図7に示された第4の構成例に対応する部分については同一の符号を付して

30

あり、以下、その説明は適宜省略する。
【０２０２】
すなわち、情報処理装置1の第5の構成例は、第4の構成例（図7）に対して、新たに、テ
キスト色彩リスト生成部81が設けられたものである。
【０２０３】
テキスト色彩リスト生成部81を設けることにより、情報処理装置1は、図18に示すよう
な、ユーザ端末2から送信されたテキスト情報から連想される確率の高い順に色彩を並べ
た色彩リスト（以降、テキスト色彩リストともいう）を生成し、生成されたテキスト色彩
リストを、ユーザ端末2に送信するものであり、第4の構成例に示す第2の側面とは異なり
、ユーザが指定する情報を楽曲に限定せず、テキスト情報全般に対して、指定されたテキ

40

スト情報から連想される確率の高い色彩リストを生成する、第3の側面を有する。
【０２０４】
次に、図8を参照して、テキスト色彩リスト生成部81によるテキスト色彩リスト生成方
法を説明する。
【０２０５】
テキスト色彩リスト生成部81は、ユーザ端末2からテキスト色彩リスト生成要求とテキ
スト色彩リスト生成対象となるテキスト情報を受信すると、単語色彩ベクトルテーブル30
4から単語色彩ベクトルのデータを読み込む。
【０２０６】
テキスト色彩リスト生成部81は、ユーザ端末2から受信したテキスト情報tを形態素解析
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し、tに含まれる、情報処理装置1が利用できる単語wj毎の出現頻度f(t, wj)を算出する。
ただし、この出現頻度の算出処理に関しては、プリミティブワードに関する処理だけでな
く、未知語情報推定部61によって、新たに利用可能になった未知語に関する同様の処理も
含まれる。
【０２０７】
テキスト色彩リスト生成部81は、情報処理装置1が利用できる全ての単語に対して、各
単語の出現頻度を算出した後、テキスト情報tに含まれる各単語の出現頻度と単語色彩ベ
クトルテーブル304から読み込んだ単語色彩ベクトルを用いて、tに対応する色彩ベクトル
v(t)を算出する。
【０２０８】

10

ただし、テキスト色彩リスト生成部81は、テキスト情報tに対応する色彩ベクトルv(t)
の算出において、プリミティブワード識別値を読み取ることに基づき、プリミティブワー
ドのみの単語色彩ベクトルを使用するか、プリミティブワードと未知語の両方の単語色彩
ベクトルを使用するかに関して、自由に選択することができる。
【０２０９】
すなわち、テキスト色彩リスト生成部81は、プリミティブワードのみの単語色彩ベクト
ルを使用する場合、式（10）によってテキスト情報tに対応する色彩ベクトルv(t)を算出
し、プリミティブワードと未知語の両方の単語色彩ベクトルを使用する場合、式（11）に
よってv(t)を算出する。
【０２１０】
【数１０】

【０２１１】
【数１１】

20

30

40

【０２１２】
ただし、式（10）および式（11）において、P(t)は全てのプリミティブワードのうちテ
キスト情報tに出現するプリミティブワードの集合、f(t,wj)はtにおけるプリミティブワ
ードwj∈P(t)の出現頻度、v(wj)はプリミティブワードwjの単語色彩ベクトル、U(t)は全
ての未知語のうちテキスト情報tに出現する未知語の集合、f(t,wx)はtにおける未知語wx
∈U(t)の出現頻度、v(wx)は未知語wxの単語色彩ベクトルである。
【０２１３】
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テキスト色彩リスト生成部81は、図18に示すように、式（10）および式（11）に基づい
て算出されたテキスト情報tに対応する色彩ベクトルv(t)に関して、要素が大きい値を持
つ順に色彩を並べたテキスト色彩リストを生成し、ユーザ端末2に送信する。
【０２１４】
ユーザ端末2は、図18に示すような、テキスト色彩リスト生成部81が送信したテキスト
色彩リストに従って、ユーザに色彩を提示する。
【０２１５】
以上で、テキスト色彩リスト生成処理は終了される。
【０２１６】
したがって、情報処理装置1の第5の構成例によって実現される、テキスト色彩リスト生

10

成処理は、例えば、コンピュータ端末上に表示されるテキスト情報に対して、テキスト情
報の内容に合致した色彩に基づき、コンピュータ端末の表示部の背景色を、自動的に変更
する等にも、使用することができる。あるいは、前記テキスト色彩リスト生成処理は、プ
レゼンテーションソフト等により作成されたスライドのテキスト情報の内容に合致したス
ライド背景色を推薦する等にも使用することができる。あるいは、前記テキスト色彩リス
ト生成処理は、ブログ等や電子書籍等のテキスト情報の内容に合致した装飾のための色彩
を推薦する等にも使用することができる。あるいは、前記テキスト色彩リスト生成処理は
、テキスト情報の内容に合致した色彩の電子付箋を用いる等にも使用することができる。
【０２１７】
すなわち、情報処理装置1の第5の構成例によって実現される、テキスト色彩リスト生成

20

処理は、テキスト情報と色彩を結びつける目的のあらゆる分野において使用することがで
きる。
【０２１８】
また、情報処理装置1の第4の構成例では、歌詞色彩ベクトルテーブル306および楽曲デ
ータテーブル307に記憶されている、所定の楽曲に関する楽曲色彩リストしか生成できな
いが、情報処理装置1の第5の構成例では、テキスト情報あるいは歌詞情報さえあれば、ど
のようなテキストあるいは楽曲に対しても、文章色彩リストを生成することができる。
【０２１９】
次に、情報処理装置1において、上記のような手順に加えて、さらに単語影響度を考慮
してクエリとして与えられた色彩およびその配色割合からクエリに類似した色彩ベクトル

30

を持つ楽曲または文章のリストを提示する情報処理装置1の第6の構成例について説明する
。
【０２２０】
上述のとおり、本出願人は、第1の心理実験により、所定の単語の影響度を得た。影響
度とは、所定の単語を含む文章が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想起する確
率を示す。例えば、「雪が降る日」というテキスト情報から想起される色彩を選択させ、
その際の色彩選択に影響を受けた単語を回答させるという課題において、被験者が「雪」
を回答する確率が0.95、「降る」を回答する確率が0.05、「日」を回答する確率が0とい
うことが起きるとする。このように、人がテキスト全体から何らかの色彩を想起する場合
に、単語ごとに色彩想起への影響の与えやすさが異なることを考慮し、心理実験によって

40

「影響度」を得て、この影響度を計算に入れている。
【０２２１】
図20は、図1の情報処理装置1において単語影響度を考慮した第6の構成例を示している
。
【０２２２】
この情報処理装置1は、クエリ色彩ベクトル生成部31、単語色彩ベクトル生成部32、歌
詞色彩ベクトル生成部33、ベクトル類似度生成部34、候補曲リスト生成部35、楽曲配信部
36、およびデータベース37により構成される。
【０２２３】
データベース37は、色彩テーブル301、単語テーブル302、連想確率テーブル303、単語
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色彩ベクトルテーブル304、単語影響度テーブル308、出現頻度テーブル305、歌詞色彩ベ
クトルテーブル306、楽曲データテーブル307、および楽曲の音声データからなる。
【０２２４】
単語影響度テーブル308は、第1の心理実験結果から算出された所定の単語を含む文章あ
るいは歌詞が提示されたときに、その単語を用いて色彩を想起する確率を記憶している。
【０２２５】
データベース37の残りのテーブルは、上記したとおりである。
【０２２６】
歌詞色彩ベクトル生成部33は、単語影響度テーブル308と単語色彩ベクトルテーブル304
を読み出し、読み出された単語影響度と、単語色彩ベクトルと、出現頻度テーブル305に

10

記憶されている、楽曲データとして記憶されている楽曲の歌詞に含まれる単語の出現頻度
を参照して、楽曲データテーブル307に記憶されている楽曲の歌詞に対応する色彩ベクト
ルとしての歌詞色彩ベクトルを生成し、歌詞色彩ベクトルテーブル306に記憶する。
【０２２７】
クエリ色彩ベクトル生成部31は、上記のとおりにクエリ色彩ベクトルを生成する。また
、単語色彩ベクトル生成部32は、上記のとおりに単語色彩ベクトルを生成し、単語色彩ベ
クトルテーブル304に記憶する。また、ベクトル類似度生成部34は、上記のとおりにクエ
リ色彩ベクトルと歌詞色彩ベクトルの類似度を生成する。また、候補曲リスト生成部35は
、上記のとおりに候補曲リスト(楽曲リスト)を生成する。また、楽曲配信部36は、上記の
とおりに機能する。
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【０２２８】
また、クエリ色彩ベクトル生成部31によるクエリ色彩ベクトルの生成方法および単語色
彩ベクトル生成部32による単語色彩ベクトルの生成方法も、上記のとおりである。
【０２２９】
次に、図20および図14、図15、図16、図25を参照して、歌詞色彩ベクトル生成部33によ
る歌詞色彩ベクトルの生成方法を説明する。
【０２３０】
図14は、データベース37に記憶されている出現頻度テーブル305の一例を示している。
【０２３１】
出現頻度テーブル305には、M種類の楽曲の歌詞lmを一意に識別する楽曲IDとW種類の単
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語wjを一意に識別する単語IDが記憶されており、lm毎およびwj毎に、lmにおけるwjの出現
頻度f(lm, wj)が対応付けられている。
【０２３２】
ただし、歌詞lmの添え字mの値としては0からM‑1までの自然数(0を含む)が採用され、単
語wjの添え字jの値としては0からW‑1までの自然数(0を含む)が採用される。
【０２３３】
図25は、データベース37に記憶されている単語影響度テーブル308の一例を示している
。
【０２３４】
単語影響度テーブル308には、W種類の単語wjを一意に識別する単語IDが記憶されており

40

、wj毎に、wjの単語影響度I(wj)が対応付けられている。
【０２３５】
ただし、単語wjの添え字jの値としては0からW‑1までの自然数(0を含む)が採用される。
【０２３６】
ここで、単語影響度とは、所定の単語を含む歌詞が提示されたときに、その単語を用い
て色彩を想起する確率を意味する。
【０２３７】
すなわち、単語wjの影響度I(wj)の値は、wjを含む歌詞が提示されたときに、wjを用い
て色彩を想起する確率であり、I(wj)の値は、本出願人が行った、第1の心理実験から得ら
れたものである。
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【０２３８】
具体的には、単語wjの影響度I(wj)の値は、本出願人が行った、第1の心理実験において
、単語wjを含む歌詞に対応する楽曲に関して、ある楽曲を提示された被験者のうち、その
楽曲の歌詞の提示から色彩を想起する際に単語wjに影響を受けたと回答した被験者の割合
の、楽曲1曲あたりの平均値である。
【０２３９】
図15は、データベース37に記憶されている単語色彩ベクトルテーブル304の一例を示し
ている。
【０２４０】
単語色彩ベクトルテーブル304には、W種類の単語wjを一意に識別する単語IDとC種類の

10

色彩ciを一意に識別する色彩IDが記憶されており、wj毎およびci毎に、wjの提示からのci
の想起確率p(ci￨wj)が対応付けられている。
【０２４１】
ただし、単語wjの添え字jの値としては0からW‑1までの自然数(0を含む)が採用され、色彩
ciの添え字iの値としては0からC‑1までの自然数（0を含む）が採用される。
【０２４２】
図16は、データベース37に記憶されている歌詞色彩ベクトルテーブル306の一例を示し
ている。
【０２４３】
歌詞色彩ベクトルテーブル306には、M種類の楽曲の歌詞lmを一意に識別する楽曲IDとC

20

種類の色彩ciを一意に識別する色彩IDが記憶されており、lm毎およびci毎に、lmの提示か
らのciの想起確率p(ci￨lm)が対応付けられている。
【０２４４】
ただし、歌詞lmの添え字mの値としては0からM‑1までの自然数(0を含む)が採用され、色
彩ciの添え字iの値としては0からC‑1までの自然数（0を含む）が採用される。
【０２４５】
歌詞色彩ベクトル生成部33は、単語影響度テーブル308から単語影響度を読み出し、出
現頻度テーブル305から出現頻度を読み出し、単語色彩ベクトルテーブル304から単語色彩
ベクトルを読み出し、式(12)によって、楽曲の歌詞lmに対応する歌詞色彩ベクトルv(lm)
を算出し、図16に示すように、v(lm)の全ての要素の値を歌詞色彩ベクトルテーブル306に
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記憶する。
【０２４６】
【数１２】

40
【０２４７】
ただし、式(12)において、P(lm)は、全てのプリミティブワードのうち歌詞lmに出現す
るプリミティブワードの集合、f(lm,wj)はlmにおけるプリミティブワードwj∈P(lm)の出
現頻度、I(wj)はプリミティブワードwjの影響度、v(wj)はプリミティブワードwjの単語色
彩ベクトルである。
【０２４８】
以上が、歌詞色彩ベクトルの生成方法である。
【０２４９】
図20の情報処理装置1が行う候補曲リスト生成は、上述のとおり図4のフローチャートに
従って処理される。
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【０２５０】
図21は、図1の情報処理装置1において影響度を考慮した第7の構成例を示している。
【０２５１】
なお、図中、図20に示された第6の構成例に対応する部分については同一の符号を付し
てあり、以下、その説明は適宜省略する。
【０２５２】
すなわち、情報処理装置1の第7の構成例は、第6の構成例（図20）に対して、新たに形
態素解析部51およびテーブル生成部52が設けられたものであり、これにより、情報処理装
置1に提供される新たな楽曲の歌詞を解析し、その楽曲を新たに情報処理装置1での検索対
象とすることができる。

10

【０２５３】
形態素解析部51には、データベース37に記憶される複数の楽曲の歌詞すべてが供給され
る。
【０２５４】
形態素解析部51は、形態素解析部51に供給された歌詞lmを名詞等の品詞に分割する形態
素解析を行い、その結果得られた、歌詞lmにおける単語wjの出現頻度f(lm,wj)を算出し、
算出されたf(lm,
wj)を新たに出現頻度テーブル305に供給し記憶させる。
【０２５５】
テーブル生成部52には、色彩テーブル301乃至連想確率テーブル303および単語影響度テ
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ーブル308を生成するための生成用データとして、予め行われた第1および第3の心理実験
による実験結果が供給される。
【０２５６】
すなわち、生成用データは、図26に示すように、所定の単語の影響度と、所定の単語を
被験者に提示したときに所定の色彩を連想した被験者の人数で構成されるデータである。
【０２５７】
ただし、図26において、I(wj)は単語wjの影響度を表し、n(ci,wj)は単語wjを提示した
ときに色彩ciを連想した被験者の人数を表す。
【０２５８】
テーブル生成部52は、供給された生成用データに基づいて、色彩テーブル301乃至連想
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確率テーブル303および単語影響度テーブル308に関するデータを生成し、データベース37
に供給して、記憶させる。
【０２５９】
したがって、本出願人が行った第1および第3の心理実験と同様の実験結果を生成用デー
タとしてテーブル生成部52に供給することで、テーブル生成部52によって、色彩テーブル
301乃至連想確率テーブル303および単語影響度テーブル308に関するデータを追加あるい
は更新することができる。
【０２６０】
図22は、図1の情報処理装置1において影響度を考慮した第8の構成例を示している。
【０２６１】
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なお、図中、図21に示された第7の構成例に対応する部分については同一の符号を付し
てあり、以下、その説明は適宜省略する。
【０２６２】
すなわち、情報処理装置1の第8の構成例は、第7の構成例（図21）に対して、新たに未
知語情報推定部61が設けられたものである。
【０２６３】
なお、以降の説明において、便宜上、コーパス（後述）に含まれる単語のうち、プリミ
ティブワード以外の語を未知語と表記する。
【０２６４】
未知語情報推定部61は、与えられたコーパスから大量の未知語を抽出し、潜在的意味解
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析(以後、LSAと表記する)を用いて、プリミティブワード以外の大量の未知語に関する単
語影響度と単語色彩ベクトルを推定し、未知語および推定した未知語の影響度と色彩ベク
トルを、新しく追加データとして、単語テーブル302と単語影響度テーブル308と単語色彩
ベクトルテーブル304に供給し、記憶させるものである。
【０２６５】
LSAの説明に関しては、上記に記載しているため省略する。
【０２６６】
次に、図22を参照して、未知語情報推定部61による未知語の影響度と色彩ベクトルの推
定方法を説明する。
10

【０２６７】
情報処理装置1の第6の構成例および情報処理装置1の第7の構成例では、歌詞色彩ベクト
ル生成部33に供給される単語影響度と単語色彩ベクトルは、第3の心理実験において使用
されたプリミティブワードに関する単語影響度と単語色彩ベクトルのみに限定されるため
、歌詞色彩ベクトル生成部33が使用できる単語色彩ベクトルの総数は非常に少ないという
問題点が挙げられる。
【０２６８】
未知語情報推定部61は、コーパスから大量の未知語を抽出し、LSAを用いて、第3の心理
実験において使用されなかった大量の未知語に関する影響度と色彩ベクトルを推定し、そ
れらの未知語および推定されたそれらの未知語の影響度と色彩ベクトルを、単語テーブル
302と単語影響度テーブル308と単語色彩ベクトルテーブル304に供給することで、この問

20

題点を解決する。
【０２６９】
未知語情報推定部61は、単語影響度テーブル308に記憶されているプリミティブワード
の単語影響度と単語色彩ベクトルテーブル304に記憶されているプリミティブワードの単
語色彩ベクトルとLSAによって得られたプリミティブワードと未知語の類似度を用いて、
コーパスに出現する未知語に関する単語影響度と単語色彩ベクトルを推定する。
【０２７０】
まず、未知語情報推定部61は、コーパスを形態素解析し、索引語・文書行列Dを作成し
た後、LSAによって、Dを構成するa番目の索引語ベクトルに対応する索引語waに関する、k
次元の意味空間上の索引語ベクトルv(wa)

(k)

を算出する。

30

【０２７１】
ただし、Dを構成する索引語ベクトルの総数をLとし、aの値には 0 からL ‑1までの自然
数が採用される。
【０２７２】
未知語情報推定部61は、索引語・文書行列Dを構成する全ての索引語に対応するk次元の
意味空間上の索引語ベクトルを算出した後、算出された索引語waに対応するk次元の意味
空間上の索引語ベクトルv(wa)(k)を用いて、式(13)に示すように、v(wa)(k)と索引語wbに
対応するk次元の意味空間上の索引語ベクトルv(wb)(k)のコサイン類似度Sim(v(wa)(k),v(
wb)(k))を算出する。
【０２７３】
ただし、索引語wbは、索引語waと同様に、索引語・文書行列Dを構成するb番目の索引語ベ
クトルに対応する索引語であり、bの値には0からL‑1までの自然数が採用される。
【０２７４】
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【数１３】

【０２７５】
未知語情報推定部61は、式(13)に基づいて、コーパス中に出現する全ての索引語ベクト

10

ルどうしのコサイン類似度を算出する。
【０２７６】
未知語情報推定部61は、式(14)に示すように、算出されたコサイン類似度とプリミティ
ブワードの単語影響度とプリミティブワードの単語色彩ベクトルを用いて、未知語wxの単
語影響度I(wx)と単語色彩ベクトルv(wx)を算出する。
【０２７７】
ただし、未知語wxは索引語・文書行列Dを構成するx番目の索引語ベクトルに対応する索
引語であり、xの値には0からL‑1までの自然数が採用される。
【０２７８】
【数１４】

20

30

【０２７９】
ただし、式(14)において、Pは全てのプリミティブワードの集合、I(wj)はプリミティブ
ワードwj∈Pの単語影響度、v(wj)はwjの単語色彩ベクトル、Sim(wx,wj)は未知語wxとwjの
コサイン類似度、P(wx,θ)はwjのうちSim(wx,wj)が閾値θ以上であるものの集合である。
【０２８０】
未知語情報推定部61は、式(14)に基づいて算出された各未知語に関する単語影響度を単
語影響度テーブル308に供給し、記憶させる。
【０２８１】

40

未知語情報推定部61は、式(14)に基づいて算出された各未知語に関する単語色彩ベクト
ルを単語色彩ベクトルテーブル304に供給し、記憶させる。
【０２８２】
そして、未知語情報推定部61は、未知語を新たなデータとして単語テーブル302に供給
し、記憶させる。
【０２８３】
ただし、このとき、未知語情報推定部61は、未知語のプリミティブワード識別値をfals
eとして記憶させることで、歌詞色彩ベクトル生成部33に対して、プリミティブワードと
未知語の識別を可能にしておく。
【０２８４】
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また、未知語情報推定部61の処理において、類似度としてコサイン類似度を採用したが
、類似度としては、コサイン類似度に限定しない。
【０２８５】
以上で、未知語情報推定処理は終了される。
【０２８６】
次に、図22を参照して、歌詞色彩ベクトル生成部33による、歌詞色彩ベクトルの生成方
法を説明する。
【０２８７】
歌詞色彩ベクトル生成部33は、単語影響度テーブル308から単語影響度を読み出し、出
現頻度テーブル305から出現頻度を読み出し、単語色彩ベクトルテーブル304から単語色彩

10

ベクトルを読み出し、楽曲の歌詞lmに対応する歌詞色彩ベクトルv(lm)を算出し、図16に
示すように、v(lm)の全ての要素の値を歌詞色彩ベクトルテーブル306に記憶する。
【０２８８】
ただし、歌詞色彩ベクトル生成部33は、楽曲の歌詞lmに対応する色彩ベクトルv(lm)の
算出において、プリミティブワード識別値を読み取ることに基づき、プリミティブワード
のみの単語影響度と単語色彩ベクトルを使用するか、プリミティブワードと未知語の両方
の単語影響度と単語色彩ベクトルを使用するかに関して、自由に選択することができる。
【０２８９】
すなわち、歌詞色彩ベクトル生成部33は、プリミティブワードのみの単語影響度と単語
色彩ベクトルを使用する場合、式（15）によって楽曲の歌詞lmに対応する色彩ベクトルv(
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lm)を算出し、プリミティブワードと未知語の両方の単語影響度と単語色彩ベクトルを使
用する場合、式（16）によってv(lm)を算出する。
【０２９０】
【数１５】

30
【０２９１】
【数１６】

40

【０２９２】
ただし、式（15）および式（16）において、P(lm)は全てのプリミティブワードのうち
歌詞lmに出現するプリミティブワードの集合、f(lm,wj)はlmにおけるプリミティブワード
wj∈P(lm)の出現頻度、I(wj)はプリミティブワードwjの単語影響度、v(wj)はプリミティ
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ブワードwjの単語色彩ベクトル、U(lm)は全ての未知語のうちlmに出現する未知語の集合
、f(lm,wx)はlmにおける未知語wx∈U(lm)の出現頻度、I(wx)は未知語wxの単語影響度、v(
wx)は未知語wxの単語色彩ベクトルである。
【０２９３】
図23は、図1の情報処理装置1において影響度を考慮した第9の構成例を示している。図2
3に示された第9の構成例は、上記第8の構成例のように単語影響度が考慮されることを除
き、上記第4の構成例（図7）と同一であり、その説明は適宜省略する。
【０２９４】
図24は、図1の情報処理装置1において単語影響度を考慮した第10の構成例を示している
10

。
【０２９５】
なお、図中、図23に示された第9の構成例に対応する部分については同一の符号を付し
てあり、以下、その説明は適宜省略する。
【０２９６】
すなわち、情報処理装置1の第10の構成例は、第9の構成例（図23）に対して、新たにテ
キスト色彩リスト生成部81が設けられたものである。
【０２９７】
テキスト色彩リスト生成部81を設けることにより、情報処理装置1は、図18に示すよう
な、ユーザ端末2から送信されたテキスト情報から連想される確率の高い順に色彩を並べ
た色彩リスト（以降、テキスト色彩リストともいう）を生成し、生成されたテキスト色彩
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リストを、ユーザ端末2に送信するものであり、第4の構成例に示す第2の側面とは異なり
、ユーザが指定する情報を楽曲に限定せず、テキスト情報全般に対して、指定されたテキ
スト情報から連想される確率の高い色彩リストを生成する、第3の側面を有する。
【０２９８】
次に、図24を参照して、テキスト色彩リスト生成部81によるテキスト色彩リスト生成方
法を説明する。
【０２９９】
テキスト色彩リスト生成部81は、ユーザ端末2からテキスト色彩リスト生成要求とテキ
スト色彩リスト生成対象となるテキスト情報を受信すると、単語影響度テーブル308から
単語影響度を読み込み、単語色彩ベクトルテーブル304から単語色彩ベクトルのデータを

30

読み込む。
【０３００】
テキスト色彩リスト生成部81は、ユーザ端末2から受信したテキスト情報tを形態素解析
し、tに含まれる、情報処理装置1が利用できる単語wj毎の出現頻度f(t, wj)を算出する。
ただし、この出現頻度の算出処理に関しては、プリミティブワードに関する処理だけでな
く、未知語情報推定部61によって、新たに利用可能になった未知語に関する同様の処理も
含まれる。
【０３０１】
テキスト色彩リスト生成部81は、情報処理装置1が利用できる全ての単語に対して、各
単語の出現頻度を算出した後、テキスト情報tに含まれる各単語の出現頻度と単語影響度

40

テーブル308から読み込んだ単語影響度と単語色彩ベクトルテーブル304から読み込んだ単
語色彩ベクトルを用いて、tに対応する色彩ベクトルv(t)を算出する。
【０３０２】
ただし、テキスト色彩リスト生成部81は、テキスト情報tに対応する色彩ベクトルv(t)
の算出において、プリミティブワード識別値を読み取ることに基づき、プリミティブワー
ドのみの単語影響度と単語色彩ベクトルを使用するか、プリミティブワードと未知語の両
方の単語影響度と単語色彩ベクトルを使用するかに関して、自由に選択することができる
。
【０３０３】
すなわち、テキスト色彩リスト生成部81は、プリミティブワードのみの単語影響度と単
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語色彩ベクトルを使用する場合、式（17）によってテキスト情報tに対応する色彩ベクト
ルv(t)を算出し、プリミティブワードと未知語の両方の単語影響度と単語色彩ベクトルを
使用する場合、式（18）によってv(t)を算出する。
【０３０４】
【数１７】

10

【０３０５】
【数１８】
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【０３０６】
ただし、式（17）および式（18）において、P(t)は全てのプリミティブワードのうちテ
キスト情報tに出現するプリミティブワードの集合、f(t,wj)はtにおけるプリミティブワ

30

ードwj∈P(t)の出現頻度、I(wj)はプリミティブワードwjの単語影響度、v(wj)はプリミテ
ィブワードwjの単語色彩ベクトル、U(t)は全ての未知語のうちテキスト情報tに出現する
未知語の集合、f(t,wx)はtにおける未知語wx∈U(t)の出現頻度、I(wx)は未知語wxの単語
影響度、v(wx)は未知語wxの単語色彩ベクトルである。
【０３０７】
テキスト色彩リスト生成部81は、図18に示すように、式（17）および式（18）に基づい
て算出されたテキスト情報tに対応する色彩ベクトルv(t)に関して、要素が大きい値を持
つ順に色彩を並べたテキスト色彩リストを生成し、ユーザ端末2に送信する。
【０３０８】
ユーザ端末2は、図18に示すような、テキスト色彩リスト生成部81が送信したテキスト
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色彩リストに従って、ユーザに色彩を提示する。
【０３０９】
以上で、テキスト色彩リスト生成処理は終了される。
【０３１０】
なお、図24に示す第10の構成例に関する応用分野や利点については、情報処理装置1の
第5の構成例に関する説明において述べた通りであり、その説明は適宜省略する。
【０３１１】
本発明に関する全ての説明において、それぞれの添え字が意味する概念を一意に決定で
きる値であれば、添え字の値として採用した数値は、それぞれの添え字が使用される説明
文で採用した値に限定しない。
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【０３１２】
上記の工程による色彩に基づいて文章リストを生成するための情報処理方法および文章
に基づいて色彩を提示するための情報処理方法、すなわち、上述した一連の処理は、専用
のハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエアにより実行させることも
できる。上述した一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエ
アを構成するプログラムが、いわゆる組み込み型のコンピュータまたは各種のプログラム
をインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナ
ルコンピュータ等に、記録媒体からインストールされる。
【０３１３】
したがって、本発明は、コンピュータに上述した一連の処理を実行させるために、コンピ
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ュータを上記した各手段として機能させるためのプログラムを提供する。
【０３１４】
図9は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータの構成例を示し
ている。なお、コンピュータの構成例は、これに限定されず、適宜、変更が可能である。
【０３１５】
CPU（Central Processing Unit）901は、ROM（Read Only Memory）902、または記憶部9
08に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM（Random Access Mem
ory）903には、CPU901が実行するプログラムやデータ等が適宜記憶される。これらのCPU9
01、ROM902、およびRAM903は、バス904により相互に接続されている。
【０３１６】

20

CPU901にはまた、バス904を介して入出力インタフェース905が接続されている。入出力
インタフェース905には、キーボード、マウス、マイクロホン等よりなる入力部906、ディ
スプレイ、スピーカ等よりなる出力部907が接続されている。CPU901は、入力部906から入
力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして、CPU901は、処理の結果を出力部
907に出力する。
【０３１７】
入出力インタフェース905に接続されている記憶部908は、例えばハードディスクからな
り、CPU 901が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部909は、インターネ
ットやローカルエリアネットワーク等のネットワークを介して外部の装置と通信する。
【０３１８】
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また、通信部909を介してプログラムを取得し、記憶部908に記憶してもよい。
【０３１９】
入出力インタフェース905に接続されているドライブ910は、磁気ディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ等のリムーバブルメディア911が装着されたとき
、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータ等を取得する。取得された
プログラムやデータは、必要に応じて記憶部908に転送され、記憶される。
【０３２０】
コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを記録（記憶）する記録媒体は、図9に示すように、磁気ディスク（フレキシブル
ディスクを含む）、光ディスク（CD‑ROM（Compact Disc‑ReadOnly Memory）、DVD（Digit

40

al Versatile Disc）を含む）、光磁気ディスク（MD（Mini‑Disc）を含む）、もしくは半
導体メモリ等よりなるパッケージメディアであるリムーバブルメディア911、または、プ
ログラムが一時的もしくは永続的に格納されるROM902や、記憶部908を構成するハードデ
ィスク等により構成される。記録媒体へのプログラムの記録は、必要に応じてルータ、モ
デム等のインタフェースである通信部909を介して、ローカルエリアネットワーク、イン
ターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行われる
。
【０３２１】
なお、記録媒体に記録されるプログラムは、上述した一連の処理をコンピュータに実行
させるものであれば、どのようなプログラミング言語で記述されていてもよい。すなわち
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、例えば、記録媒体に記録されるプログラムは、JAVA（登録商標）言語、C言語、C++、C
＃、Visual Basic、アセンブリ言語等の様々なプログラミング言語により記述されたもの
であってもよい。
【０３２２】
また、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０３２３】
さらに、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表
10

すものである。
【０３２４】
なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０３２５】
1

情報処理装置、2

指定色エリア、23
ダ、27

ユーザ端末、2A

検索ボタン、28

候補曲リスト生成部、36
テーブル、306

連想確率テーブル、304
形態素解析部、52

色彩リスト生成部、81
4

バス、905

単語影響

未知語情報推定部、71
CPU、902

入力部、907

リムーバブルメディア、S 1

ROM、903

出力部、908

ドライブ、911

テップ、S 2

歌詞色彩ベクトルデータ読み出しステップ、S 3

単

出現頻度

楽曲データテーブル、308

テキスト色彩リスト生成部、901

候補曲リスト生成ステップ

単

色彩テーブル、302

単語色彩ベクトルテーブル、305

通信部、910
ップ、S 4

スライ

ベクトル類似度生成部、35

データベース、301

テーブル生成部、61

入出力インタフェース、906

候補色エリア、22

クリアボタン、26

クエリ色彩ベクトル生成部、32

歌詞色彩ベクトル生成部、34
楽曲配信部、37

歌詞色彩ベクトルテーブル、307

度テーブル、51

入力部、21

ラジオボタン、25

ダウンロードボタン、31

語色彩ベクトル生成部、33
語テーブル、303

表示部、2B

検索結果エリア、24

楽曲

RAM、90

記憶部、909

クエリ色彩ベクトル生成ス
ベクトル類似度算出ステ
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