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Abstract—Recently, preference information is 
often utilized in the field of information 
recommendation, human-computer interaction, 
and so on. We previously proposed a method to 
learn object’s preference from grammatical 
feature of utterance. However, it is difficult to 
collect such type of utterance enough because the 
method requires strict structure of grammar. In 
this paper, we suggest a new method to learn 
object’s preference by calculating speaker’s 
emotion based on acoustic features.  

I.  はじめに 

現在，よりよい情報推薦やヒューマンコンピ
ュータインタラクションの実現のため，ユーザ
の嗜好情報の活用に注目が集まっている．しか
し世の中に数限りなく存在する事物に対して嗜
好情報をあらかじめ付与することは困難である．
そのため，学習によって嗜好情報を獲得する手
法として，Web 上に大量に存在する文書（ビッ
グデータ）から統計的に計算する手法や，
Wikipedia や Wordnet などのシソーラスから同
義・反義関係を抽出して計算する手法[1]などが
提案されている．しかし，事物に対する嗜好は
個人ごとに大きく異なるため，統計的手法を用
いた場合，そのような個性は埋没してしまう．
また，新しい事物の概念も次々と生まれている
ため，語義や関係性を完全に定義したシソーラ
スを用いた手法も適用が難しい． 
このような状況でも，人間同士のコミュニケ

ーションでは，相手の嗜好を学習することが可
能である．特に，自然言語対話は嗜好を推測す
る重要な情報を提供している．我々は，相手の
発話内容を解析し，その文法的特徴や既知の好
感度データを用いて，相手の新しい嗜好情報を
学習することを目的として研究を進めている．
事物の好感度を学習する手法として，我々は，
ユーザ自身による好き／嫌いの表明を検出する
手法，好感度変化条件を用いる手法，不快な事
象中に現れるものの好感度を下げる手法，情緒
計算手法[2, 3]と現在の感情から逆算する手法の
4 つを提案している[3]．このうち“情緒計算手
法と現在の感情から逆算する手法”について，
「…なので嬉しい」といった形式の発話から原
因節に対する発話者の生起感情を抽出し，情緒

計算手法を用いて逆算することで原因節に含ま
れる好感度未定義語の好感度を計算する手法を
提案している[4]． 
しかし実際の発話においては感情の表出は

「嬉しい」のような言葉による直接的な表明だ
けではなく，表情，声の調子，態度など様々な
非言語的情報からも推測が可能である．そこで
本研究では発話者の感情状態を音響的特徴から
推測し，情緒計算手法と推測した感情から逆算
する手法を提案する． 
本章以降，2 章では情緒計算手法，3 章では現

在の感情から好感度未定義語の好感度を逆算す
る手法についてそれぞれ説明する．4 章では音
声分析結果から推測した快不快を用いて好感度
を推定する手法について説明する．そして 5 章
で本手法をシミュレーションした結果を示す． 

II. 情緒計算手法 

A. 情緒計算の流れ 

人間の情緒には，喜び，悲しみ，怒り，期待
など様々なものがあるが，これらの情緒を分類
する際に最もよく使われる因子の一つとして，
快－不快が挙げられる[5, 6]．そこで我々は，相
手の好き嫌いに関する情報から事象が相手にと
って快／不快／どちらでもない，であるかを計
算する手法を提案した[2, 3]．この手法では，ま
ず相手発話に対して形態素解析，構文解析を行
い，その結果から発話事象の格フレーム表現を
生成する．そして，その格要素に対してエージ
ェントの持つ好感度を割り当て，その値を情緒
計算手法に適用することで，情緒値を算出する． 

B. 好感度 

情緒計算手法では，格要素について相手が思
っている好き／嫌いの度合を好感度という形で
持たせ，この値を情緒計算手法に適用すること
で情緒を計算する．好感度は，自分の好きな対
象に対して正，嫌いな対象に対して負の値を持
つ．どちらでもなければ好感度は 0 である．好
感度の値は[-1.0, 1.0]の実数で表される． 
好感度の値は，本手法の応用先において表れ

た対話事例に頻出する語のうち，情緒生起に関
わる可能性があるものを対象とする．強度は，
質問紙調査の結果から一対比較データの重みを
求め，この重みに AHP の手法を適用することで
求める． 



C. 入力事象に対する快／不快の計算 

情緒計算手法では，岡田が分類した 12 種類の
事象のタイプ[7]をもとに，各タイプにおける
高々3 種類の必須要素（主体，対象，動作）の
好感度を三次元空間（情緒空間）の直交軸に感
情ベクトル（図 1）として配置する．各事象タ
イプで情緒計算に用いる 3 要素を表 1 に示す．
表中のβは感情ベクトル構成のためのダミー値
で，正値をとる． 
生起情緒の快／不快の判別は，情緒空間内で

感情ベクトルが指している領域を対応させるこ
とで行う．感情ベクトルがどの領域にも属さな
い（座標軸上に存在する）場合は，快でも不快
でもないとみなす． 

 

 
図 1.    感情ベクトル 

表 I 事象タイプと必須要素 
事象タイプ 主体 対象 動作 
V(S) 主体 β 動作 
V(S,OF) 

主体 目標- 源 動作 
V(S,OT) 
V(S,OM) 主体 β 動作 
V(S,OS) 主体- 拠所 β 動作 

V(S,O) 
v.i. 主体 客体 動作 
v.t. 客体 β 動作 

V(S,O,OF) 
客体 目標- 源 動作 

V(S,O,OT) 
V(S,O,I) 客体 | 道具 | 動作 
V(S,O,OC) 客体 β 属性 

III. 言語表現に基づく発話からの嗜好情報学

習手法 

 相手の発話内容に含まれる語のうち，一つだ
け好感度が不明なものがあるとする．その状態
で話者による何らかの感情表出があったとする
と，情緒計算手法から逆算することにより，未
定義語の好感度値を得ることができる[4]． 

A. 関係表現知識 

助詞は，節間の接続関係を表す言語表現であ
る．この言語表現の中で，因果関係の前後の節
における感情生起には表 2 のような関係がある
[8]．これを関係表現知識と呼ぶ．例えば「カー
プが勝ったのでうれしい」であれば表 2 より，

“カープが勝った”の感情的評価は，快と推定
することができる．また「ケーキが食べられな
いけどうれしい」も同様に考えると“ケーキが
食べられない”の感情的評価は不快であると推
定できる．なお表 2 中の順接，逆接と同様の関
係を持つ助詞の一部を表 3 に示している． 

表 II 関係表現知識 
順接 A ので B A に対する感情＝B に対する感情 

逆接 A けど B A に対する感情≠B に対する感情 

表 III 順接，逆接ど同様の関係にある助詞 
順接 が，でも，だけに，だから，ところ… 

逆接 ても，けれど，ながら，たところで… 
 

B. 情緒計算手法による逆算 

前節で述べた関係表現知識によって，未定義
語を含む節全体に対する感情的評価が求められ
ると，情緒計算手法を逆向きに適用することに
よって未定義語の好感度を求めることができる． 
例えば，寿司の好感度を知らない状況で，

「寿司を食べるので楽しみです」という発話が
あったとする．まず関係表現知識によって“寿
司を食べる”の感情的評価は正値となる．そし
て情緒計算手法で逆算をすると“寿司”の好感
度は正値（好き）となる． 
 
発話：「寿司を食べるので，楽しみです」 
・述語（P）＝“食べる”：接近事象（正値） 
・主体（S）＝（話者）：好き（正値） 
・客体（O）＝“寿司”：（不明） 
情緒計算手法 
（fS，fO，fP）→正値（楽しみ） 
（正値，不明，正値）→正値 
∴（寿司：不明）＝正値（好き） 

IV. 音響的特徴を用いた発話からの嗜好情報

学習手法 

A. 処理の手順 

前節では関係表現知識を含む発話から事物の
好感度を算出する手法を提案した．しかし実際
の発話において，「…が～したのでうれしい」
のように，因果関係を明確にしたうえで発話者
の感情を言葉によって表現するような構造をと
ることは稀である．統計的手法を用いるなら，
莫大なデータからこの構文構造に適合する言語
表現をある程度の数収集することが可能だが，
本研究において想定している“個人の持つ嗜好
情報”を学習する場合，一人の発話しか学習に
用いることができないため，条件に合う構文の
発話を十分な量収集することがむずかしい． 
そこで本研究では，話者の感情状態を声の調

子から推測し，情緒計算手法と推測した感情か
ら逆算する手法を提案する．この場合，嗜好情
報抽出対象となる発話は「…が～した」という
一般的な節構造で，その発話に付随して表出さ



れた感情状態は，発話を音声分析することによ
って算出する．本研究では音声から算出する感
情状態として，快と不快を対象とする． 
音声分析で得られた素性から感情を推定する

手法としてはさまざまなものがあるが[9]，本研
究 で は 栗 栖 ら の 手 法 [10] を も と に ，
INTERSPEECH2009 Emotion Challenge[9]で使用
された音声分析ツール openSMILE[11]で得られ
る音響的特徴を素性として SVM に学習させ，分
類を行う． 

B. 非言語情報による感情表出における本手法
適用の問題点 

従来手法で学習対象としていた「A なので B
（e.g.カープが勝ったのでうれしい）」という発
話は，明確に A→B の関係を表しているので，
従来研究で行った B からの好感度の逆算は問題
無い．一方，B という感情を表出しながら「A」
と発話する（e.g.「カープが勝った」と嬉しそう
な声で言う）は，A と B が同時に生起している
ことを表しているにすぎず，「A なので B」の
ように必ずしも A→B という因果関係が成り立
っているとは言えない． 
しかし，音声発話は時系列に沿った一次元の

表現方法であり，発話者の意識が向いているも
のについて話す，というのが一般的な状況であ
るため，あるタイミングで感情表出があった場
合，その時点で意識が向いているものが感情を
引き起こしている，というふうに本研究では仮
定した． 
もちろん，この仮定に対して反例となる状況

はありえる．以下にその例を示す． 
 
A「無事に赤ちゃん産まれたよ！」 
B「おおー，それは良かった」 
A「ところで野球はどうなった？」 
B「ああ，カープは負けたよ」 
 
この場合，最後の発話の前に大きな快がある

ため，最後の発話内容が不快なものであっても，
そこまでの感情の流れ（気分）の影響で，快な
感情を表出している可能性がある．我々は以前
心的状態遷移ネットワークを使った気分遷移手
法[12]を提案しているが，気分の強度やそれによ
る“遷移しない”という挙動を考慮していない
ため，この問題には対処できない．しかし今回
は快か不快かのシンプルな感情で処理をするの
でこのように快不快自身が逆になるような大外
れの状況になることはあまり多くないと考えら
れる． 

V. シミュレーション実験 

映画「チーム・バチスタの栄光」[13]の DVD
（118 分）を視聴し，その中から音響的にポジ
ティブなセリフ 27 文，ネガティブなセリフ 51
文を人手で抽出した．これら計 78 文を分析した
ところ，情緒計算手法が適用可能な文が 17 個あ
った．適用不可な文としては，「おめでとうご

ざいます」や「すみません」のような定型文，
格要素の省略，呼びかけなどの形式があった．
情緒計算手法が適用可能な文から好感度を推定
した結果を表 4 に示す．この結果，「あいつ」
や「星野君」のように，人物の好感度を推定す
ることができた．また，「再鼓動」という専門
用語がポジティブな意味合いを持つことも推定
できた．しかし，「こいつ」のように好感度が
逆に推定されたものも 1 例あった．なお，4.B 節
で問題提起した“発話内容と表出感情が逆にな
る”事例が 1 例あった．これは，「よかった
ぁ」という発話を疲れた感じで発したものであ
る．疲れた状態をネガティブと解釈するかは意
見の分かれるところではあるが，音響的特徴の
みを用いて感情を推定する場合にはこのような
問題も起こりうるので，今後は前後の文脈やゼ
スチャーなども考慮する必要がある． 
なお，従来手法である関係表現知識に基づく

感情の直接的表明を行った発話は，今回調査し
たシナリオには全く出現しなかった． 

表 IV 好感度推定結果 
発話 感情 算出好感度 

「子供の手術は得意」 快 子供の手術＝＋ 

「また泣くな，あいつ」 不快 あいつ＝＋ 

「星野君は結婚して抜けたんだ」 不快 星野君＝＋ 

「再鼓動が来ません」 不快 再鼓動＝＋ 

「こいつはもう人間じゃない」 不快 こいつ＝＋ 

VI. おわりに 

本論文では，発話の構文構造と音響的特徴か
ら，発話に含まれる事物の好感度を推定する手
法を提案した．118 分の映画シナリオについて
シミュレーション実験を行ったところ，5 個の
事物に対して好感度を推定することができ，そ
のうち 4 個は正解だった．同シナリオに対して
従来手法が適用できるか調べたところ，従来手
法が適用できる発話は見つからなかった．この
ことから，従来手法に比べ本手法のほうが好感
度推定の再現率は高いと予想される． 
今後は，今回人手で行った音声からの感情推

定を機械学習を用いて自動的に行い，本手法と
連結することで正解率を調査する．また，情緒
計算手法が適用できない発話からも事物の好感
度を推定する手法について検討する予定である． 
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