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Abstract:  Mental State Transition Network which consists of mental states connected one another is a 
basic concept of approximating to human psychological and mental responses. It can represent transition 
from an emotional state to other one with stimulus by calculating Emotion Generating Calculations 
method. However, this method ignores most of emotions except for an emotion which has the strongest 
effect in spite that EGC can calculate intensities of 20 emotions in parallel. Furthermore, grouping of the 
emotions may be different among agents. In this paper, we propose a method to classify emotions 
calculated by EGC using Self Organizing Map. Mental state transits based on the group of emotions on 
the map. For example, a set of emotions in a group transits the mental state ``happy,'' and negative 
mental state is enfeebled. 
 

１. はじめに 

 昨今，研究対象として『心』への意識が高まって

おり，情報工学だけでなく，心理学[1][2][3]や人間

工学[4][5]，大脳生理学[6][7]など多くの分野で『心』

へのアプローチが行われている．これまで心や感情

といったものはあいまいでとらえどころが無く，研

究の対象とはなり得ないと言われていた．しかし，

測定機器や手法の発展や，シミュレーションを行う

コンピュータの進化など[8]により，近年ようやく心

の働きを科学的にとらえようという機運が高まって

いる．愛，憎しみ，勇気，恐れ，喜び，悲しみ，快，

嫌悪などの感情は，心理学的でかつ生理学的なもの

である．心の働きにおける感情の役割は，哲学的

[9][10]，心理学的な観点[11]からだけでなく，学習

や認知的な観点[12][13][14]からも分析されている． 

我々の研究グループでは，発話内容から相手の感

情を理解したり，コンピュータエージェント自身に

生起させた感情を機械学習によって合成した表情画

像として表出したりするといった研究をしている

[15][16][17]．情緒計算手法(EGC)は，エージェント

の嗜好情報に基づいて入力事象がエージェントにと

って快か不快かを判別し，その強度を算出する[16]．

算出された快／不快は感情誘発条件理論[18]に基い

た分類規則によって 20 種類の感情に分類される

[17]．算出された感情はエージェントの心的状態に

影響を与える．我々は，人間の心的状態を表すモデ

ルとして任が提案している心的状態遷移ネットワー

ク（MSTN）[19]に基づき，EGC によって算出され

た感情を入力としてエージェントの心的状態を遷移

させる手法を提案した[20]． 

しかし，エージェントの心的状態を計算する際，

いくつかの感情は一つのグループにまとめて処

理される．さらに，心的状態の遷移は も強度の

高い情緒のみを参照して行われている．EGC は

複数の情緒を並行して計算できるが，この手法で

はその大部分が無視されている．本来，人間の気

分の遷移においては強い情緒だけでなく，弱い情

緒も影響している．しかし，それをルールベース

で処理することは困難である． 

そこで本研究では，心的状態遷移過程において複

数の生起情緒を考慮できるように，入力となる情緒

を多次元ベクトルとして自己組織化マップ（SOM）

による学習を行い，生成されたマップをもとに気分

の遷移が可能かについて検討する．SOM は教師信

号無しで多次元ベクトルを学習し，それらを 2 次元

マップ上でいくつかのグループにクラスタリングす

る．本研究では，素性として EGC 出力（20 種類の

情緒），単語マッチングの結果（8 種類の情緒），お

よび現在の心的状態のタイプ（7 種類）を用いる． 

本稿では，2 章で EGC による情緒計算と MSTN

を用いた心的状態遷移手法について説明する．3 章

では入力された感情ベクトルを SOM によって分類
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する手法について述べる．4 章ではシナリオ内の登

場人物の生起情緒から，本手法によってどのように

心的状態が遷移するかの実験を行う．5 章でまとめ

と今後の課題について述べる． 

 

２．感情処理の手法 

2.1. 情緒計算手法 

情緒計算手法では，エージェントが認識した事象

（出来事）の内容に対してエージェント自身が感じ

ている情緒を計算する．計算には発話事象中の格要

素に対して発話者があらかじめ持っている好感度を

用いる．そしてこれらの好感度を情緒計算手法に適

用することで，快／不快を判別する[15][16]． 

さらに，生起した快／不快を，入力事象の状況（他

者の視点，生起する時間，予測していたか否か，行

為者）を考慮して，20 種類の情緒に分類する[15][17]． 

20 種類の情緒は，以下のように分類されている．“幸

福”群に「喜び，悲しみ」，“他者の運命”群に「嬉

しい，ほくそえむ，憤慨，気の毒」，“将来的”群に

「望み，恐れ」，“確認”群に「満足，安堵，恐れて

いた通り，失望」，“帰属”群に「誇り，賞賛，羞恥，

叱責」，“幸福／帰属”群に「感謝，怒り，自己満足，

自責の念」がある．各情緒群には，図 1 のような依

存関係がある．なお，図中の A（B）は“B が A に対

して持っている好感度”を表す． 

 

2.2. 心的状態遷移ネットワーク 

任ら[17]は人間の感情はいくつかの状態に位置し，

情報処理過程に対応するいくつかの離散的状態の間

を遷移すると仮定し，これを“心的状態”と呼んで

いる．人間の心的状態は，ある条件で，一つの状態

から別の状態へ遷移することができる．状態間の遷

移は同じ確率ではないが，外界の要因を無視すると

一定の期待値が存在する．人間がある感情状態にあ

る時，外部刺激および内的思考の推移により感情エ

ネルギーがある一定の閾値を越えた場合に，他の感

情状態に遷移する，感情エネルギーに基づく“心的

状態遷移ネットワーク”モデルを考案した． 

我々は，エージェントの感情を表現するために心

的状態遷移ネットワークを用いて気分を遷移させる．

情緒計算手法で生起した情緒がどの気分に対して遷

移の影響を持つかを表すため，28 種類の情緒を 9グ

ループに分類し（表 2），各情緒グループごとに心的

状態遷移ネットワークの遷移先を変える（図 2）[20]． 

 
図 1 生起情緒の依存関係 

 

図 2 心的状態遷移ネットワーク 

 
表 1 心的状態遷移ネットワークの遷移コスト 

next

current
happy quiet sad 

sur- 

prise 
angry fear

dis- 

gust

happy 0.421 0.362 0.061 0.060 0.027 0.034 0.032

quiet 0.213 0.059 0.090 0.055 0.039 0.051 0.042

sad 0.084 0.296 0.320 0.058 0.108 0.064 0.068

surprise 0.190 0.264 0.091 0.243 0.086 0.076 0.048

angry 0.056 0.262 0.123 0.075 0.293 0.069 0.121

fear 0.050 0.244 0.137 0.101 0.096 0.279 0.092

disgust 0.047 0.252 0.092 0.056 0.164 0.075 0.313
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表 2 生起情緒の分類 

番号 情緒 

① 
ほくそ笑む，望み，満足，安堵，誇り，

賞賛，好き，感謝，自己満足，愛，照れ

② 喜び，嬉しい 

③ 気の毒な，羞恥，自責の念 

④ 恐れていた通りの，失望，悲しみ 

⑤ 苦しみ，困惑 

⑥ 嫌い，憎しみ 

⑦ 憤慨，叱責，怒り 

⑧ 恐れ 

⑨ 驚き 

 

気分の遷移先は以下の式によって計算される．質

問文に対して生起する各情緒の強さを
ie で表し，情

緒グループ①から⑨の強さe ～e を以下のように

大値から求める． 

驚き

自責の念羞恥気の毒な

嬉しい喜び

照れ望みほくそ笑む

ee

eeee

eee

eeee
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さ ら に ， e ～e か ら ， 感 情 ベ ク ト ル

},,,,{ 9321 eeeee   を得る．また，現在の気分
curS で

情緒グループ i (1≦i ≦9)の情緒が生起したときの

遷移先を ),( iSnext cur
とおくと， 

)2(91,
)),(,(

maxarg 







 i

iSnextSstco

e
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i

式(2)の emo が求められ， ),( emoSnext cur
から次の気

分が算出される． 

 

2.3. MSTN モデルの実行例 

以下に「ロミオはジュリエットと付き合う」とい

う入力事例に対してジュリエットの立場から提案手

法を適用した例を示す． 

 

入力事象への因果関係適用: 

「ロミオはジュリエットと付き合っている」 

  →「ロミオはジュリエットと結婚するだろう」

  →「両親は結婚に反対するだろう」 

 

快／不快の判別: 

事象：ロミオはジュリエットと付き合う 
述語 (P) = “付き合う” : +0.6 

主体 (S) = “ロミオ” : +0.9 

相互作用の相手 (OM) = “ジュリエット” : +1.0 

快

快／不快判別

   )6.0,0.1,9.0(

),,(



 POMS fff  

多様な情緒の生起: 

「ロミオはジュリエットと付き合う」 

(1) “快”が生起している 

→ “喜び”が生起 

(2)動作主は“ロミオ” ＆ 

“ジュリエット”にとっての事象 = “快” 

→ “ロミオ”に対して“賞賛”が生起 
(3) “喜び”が生起 & “賞賛”が生起 

→ “ロミオ”に対して“感謝”が生起 

「ロミオはジュリエットと結婚するだろう」 

     →喜び，望み 

「両親は結婚に反対するだろう」 

     →苦しみ，恐れ 

気分状態の遷移: 

現在の気分状態 → “平常” 

10.1,10.1,47.1,47.1 8521  eeee  
次の気分状態 → “喜び” 

物理的事象への影響: 

ジュリエットは笑顔になる 

 

 図 3 に心の階層モデル[21]に基づくシミュレーシ

ョン結果を示す．P1 は「ロミオはジュリエットと付

き合う」，P2 は「ロミオはジュリエットと結婚する

だろう」，P3 は「両親は結婚に反対するだろう」，

P4 は「ジュリエットは笑顔になる」を表している． 

 
図 3 シミュレーション結果 

 

３. SOM を用いた感情ベクトルの分類 

3.1. 自己組織化マップ(SOM) 

 基本的な自己組織化マップ(Self Organizing Map: 
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SOM)[6]は，図 4のようなニューラルネットワークの

二次元配列として視覚化できる．そしてそのノード

は，さまざまな入力信号パターンやパターンのクラ

スを順番に割り振られている．学習プロセスは競合

的で教師無しである． 

 

 

図 4 自己組織化マップの概略図 

 

 各入力に対応して，勝者ノードと呼ばれるマップ

ノードが一つだけ活性化される．マップは処理ユニ

ットの一様な格子分布からなる．いくつかの多属性

的な情報（特性ベクトル）のモデルは，各ユニット

と結び付けられている．このマップは，モデル内の

限定集合を使って，全ての有用な情報を も良い精

度で表現しようとする．またモデルはグリッド上に

配置されているため，類似したモデルは互いに接近

しており，類似していないモデルは互いに離れてい

る． 

 通常，連続的な繰り返しプロセスはモデルベクト

ルに適合するように実行される． nは入力信号の数

を表す．入力ベクトル x は全てのモデルベクトル

 tim と比較され，マップ上の 適合ユニット（勝者

ユニット）が同定される．各入力サンプル

 nxxx ,,, 21 x に対して，まず勝者（ 適合）イン

デックス c が以下の条件で同定される． 

ici mxmx  ,                     (1) 

 その後，全てのモデルベクトル，あるいはノード c

周辺に配置されたノードに属するモデルベクトルの

部分集合は，時間 t において以下のように更新され

る． 

          
   







)2(1

1

otherwisett

tNifortthtt

ii

ciciii

mm

mxmm

ここで，  cih は近傍関数であり，マップ格子上の i

番目と c 番目のノード間の距離の単調減少関数とな

っている．  tNc は，マップ配列内の勝者を中心と

した近傍を指定する．このプロセスは何度も繰り返

される． 

 学習プロセスの 初の時点では，近傍半径は大き

い．そして学習が収束状態になるにつれ，近傍半径

は小さくなる．すなわち，近傍半径がより小さくな

れば，マップ内のモデルベクトルの局所的修正もよ

り明確になってくる．  cih も学習の間減少する．本

論文では，より滑らかな近傍カーネルを実現するた

め，  cih をガウス関数で表す． 










 


)(2

||||
exp)(

2

2

t

rr
th ic

ci 
                 (3) 

  t は学習率係数を表し，パラメータ  t はカー

ネルの幅を定義する．すなわち，後者は cN の半径に

相当する．  t と  t の両方は時間の単調減少関数

である． 

 

3.2. SOM の素性 

 SOM への入力データは多次元ベクトルである．本

提案手法では，各次元の値は各生起情緒の強度に対

応している．MSTN を用いた心的状態遷移手法は，遷

移先を生起情緒と現在の心的状態から計算する．こ

の手法では 28 種類の入力情緒を想定しているが，嫌

悪や驚きなど，いくつかの情緒は EGC では計算でき

ない．そこで本研究では，それらの情緒を入力事象

に対する単語とマッチングすることにより算出する．

表 3に SOM に与える素性の一覧を示す．20 種類の情

緒が EGC により算出され，8 種類の情緒が単語とマ

ッチングすることにより算出される． 

 さらに，同じ生起情緒からでも現在の心的状態に

よっては異なる心的状態に遷移する場合がある．例

えば弱い喜びは平常から喜びへと心的状態を遷移さ

せるが，悲しみ状態からはいきなり喜びへと遷移せ

ず，悲しみが弱められることにより平常状態へと遷

移する．このことより現在の心的状態も入力情報と

して扱う必要がある．本研究では，7 つの心的状態

それぞれを別の素性とし，現在の心的状態に対応す

る素性の値を 1，その他の心的状態の素性の値を 0

として SOM に学習させる．  

 図 5 に入力ベクトルの例を示す．この例は，「も
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し見つかれば，ロミオはジュリエットの親類に殺

されるだろう」という入力事象に対する入力ベク

トルである．この事象は，EGC により気の毒と

恐れ，単語のマッチングにより嫌いの情緒を生起

している．また，現在の心理状態は驚きである．

この状態で心的状態遷移手法を適用すると，心理

状態は悲しみに遷移する．ラベルは，現在の心理

状態＋遷移先の心理状態＋入力事象の番号から

なる．Q，H，Su，F，Sa，A，D の記号はそれ

ぞれ，平常，喜び，驚き，恐れ，悲しみ，怒り，

嫌悪を表している． 

表 3 SOM の素性 

グループ 素性 
EGC 出力 ほくそ笑む，望み，満足，安堵，誇り，賞

賛，感謝，喜び，嬉しい，気の毒，羞恥，

自責の念，恐れていた通り，失望，苦しみ，

憤慨，叱責，怒り，恐れ 
単 語 マ ッ

チング 
好き，愛，照れ，悲しみ，困惑，嫌い，憎

しみ，驚き 
心的状態 平常，喜び，驚き，恐れ，嫌悪，怒り，悲

しみ 

 

図 5    入力データの例 

 

４．実験結果 

 本実験では，“ロミオとジュリエット[22]”に含

まれる事象のうちEGCが情緒を生起した31事象

を入力として，時系列順に心的状態遷移手法に適

用した．なお，気分はシーンが切り替わるごとに

“平常”にリセットされている．実験に使用した

SOM のサイズは 15×15 で，学習回数は 10,000

回である．  

結果を図 6 に示す．マップ中央に驚きへと遷移

する 2 つの感情ベクトルを含む領域がある．左下

には，喜びへと遷移する感情ベクトルの領域が明

確に見てとれる．また，右上には恐れに遷移する

領域がある．この領域にある喜びから平常に遷移

する感情ベクトルは，恐れ感情が喜び感情を弱め

たことを意味する．右下にも，悲しみを弱める感

情ベクトルの領域が存在する． 

 
図 6  SOM の出力結果 

 

５. おわりに 

 本論文では，エージェントに生起した複数の情緒

の影響を考慮して心的状態遷移を行うため，SOMに

よる入力データの分類を行った．素性としては，28

種類の生起情緒の強度，7 つの心的状態を用いた．

情緒強度は EGC により算出した． 

 SOM による学習を行った結果，入力ベクトルは

喜びや恐れに関連するものなど，いくつかの領域に

分かれた．また，恐れが喜びを打ち消すようなデー

タも恐れの領域に分類された． 

 しかし今回実験に用いたデータは 31 個と少な

かったため，今後はデータを増やしてさらなる検

証を行う予定である．また本手法の適用対象とし

て，物語のシナリオだけでなく，メンタルケアに

関する事例についても実験を行う予定である． 
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