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Abstract: In order to realize an emotion orientated interface, EGC (Emotion Generating Calculations)
can estimate emotion value in a sentence. The MSTN(Mental State Transition Network) represents mental
state and transition. However, the MSTN does not have an ability to respond to affective changes in the
user’s into personal environment. Mera et al. proposed the MSTN representing affective changes by the
EGC. We develop the Android application of emotion orientated interface system by using the MSTN with
the EGC. The Android API which can be embeded into the application is also developed in this paper.

1 概要
感情指向型インターフェイスを実現するために文章か

ら感情を推定する手法として，情緒計算手法 (EGC)[1]

が知られている．EGC は単語に対し予め与えられた

快・不快を示す好感度をもとに，文章の感情の値を計

算する式で，20種類の複雑な感情を推定することがで

きる．さらに，人間の感情の遷移を推定する手法とし

て心的状態遷移ネットワーク (MSTN)[2][3]がある．し

かしながら，人間の感情は状況に応じて変化するもの

で，対話でMSTNや EGCを利用するためには，誰で

も容易に使える環境の整備が必要であると考えられる．

近時，スマートフォンはその利用しやすさにより広

く普及している．その中でもAndroidスマートフォン

はソフトウェア開発者にとって魅力的な端末である．

Androidは Linuxベースで動作するオペレーティング

システムとミドルウェア，その他の主要なアプリケー

ションを含んだプラットフォームである．主にタブレッ

ト PCやスマートフォン等で利用することを目的とし

て開発された．Androidはオープンソースとして開発

されており，誰でも無償で利用できる上に，個人でも

容易にアプリケーション開発が行うことができる．

このため本研究では，EGCをAndroidスマートフォ

ン上で動作するように改良し，MSTNと組み合わせる

ことによってAndroidスマートフォンのアプリケーショ

ンとして動作する感情指向型インターフェイスを開発

した．このアプリケーションでは対話に応じた感情の

表情を描画するような機能を与えたほか，アプリケー

ションの機能の一部をAndroid APIとして実装し，本

論文ではこれらについて評価した．

2 情緒計算手法と心的状態遷移ネットワーク
本研究では，感情指向型インターフェイスを実現す

るための手法として，情緒計算手法と心的状態遷移ネッ

トワークという 2つの手法を利用している．これらの

手法について以下で簡単に説明する．

2.1 情緒計算手法

EGCは，文章から感情を推定することを目的として

開発された情緒計算手法である [1]．この情緒計算手法

の計算手順について説明する．

まず，文章の構文分析を行い，文章の主体や客体と

いった格フレームから文章の事象タイプを決定する．

文章の事象タイプを決定した後は，文章に現れた単語

の快・不快を示す好感度の値と事象タイプに基づいて，

20種類の感情の感情値を推定する．

文章の構文解析には，日本語係り受け解析器

CaboCha[4] が利用されている．CaboCha は，

SVM(Support Vector Machines)[5]に基づく高性能な

日本語係り受け解析器であり，CaboCha から出力さ

れる解析結果には，各文節 (Chank) の修飾関係，単

語の品詞や活用形といった情報が含まれている．EGC

はこの解析結果を XML形式で受け取り，解析結果に

含まれている情報から文章の主体や客体といった格フ



レームを探し出すことによって文章の事象タイプの決

定を行う．

2.2 心的状態遷移ネットワーク

MSTNは人間の感情の複雑な遷移を推定するための

手法である [2][3]．MSTNでは人間の持つ恒常的な気

分を「驚き」，「幸福」，「悲しみ」，「怒り」，「嫌悪」，「恐

れ」の 6種類の気分と「平常」を加えた合計 7種類に

分類し，この 7種類からなる心的状態遷移ネットワー

クを構築する．

この心的状態遷移ネットワークはある条件によって

別の状態に遷移し，この状態遷移によって感情の動き

を推定することができる．状態遷移を発生させる条件

には，28種類の情緒を 9つに分類した情緒グループと

状態間の遷移確率が存在し，これらの条件の組み合わ

せによって状態遷移が発生する．

表 1には 28種類の情緒の分類を示している．図 1は

EGCによるMSTNを示している．

表 1: 情緒の分類
分類 情緒

1⃝ ほくそ笑む，望み，満足，安堵，誇り，

好き，感謝，自己満足，愛，照れ
2⃝ 喜び，嬉しい
3⃝ 気の毒，羞恥，自責の念
4⃝ 恐れていた通り，失望，悲しみ
5⃝ 苦しみ，困惑
6⃝ 嫌い，憎しみ
7⃝ 憤慨，叱責，怒り
8⃝ 恐れ
9⃝ 怒り

3 Android版EGC

本研究の感情指向型インターフェイスのAndroid上

での開発では，EGCの Androidでの動作と Android

の JAVAの仕様への対応という 2つの課題がある．こ

の 2つの課題を解決方法について次から説明する．

3.1 EGCの改良

EGCでは，日本語係り受け解析器CaboChaを利用

しているが，CaboChaは Android上では動作できな

い．この問題を解決するために，我々はAndroid上で

利用できる日本語係り受け解析器として，Yahoo! API

の日本語係り受け解析器を利用することを考えた．

Yahoo! API は Web API として提供されており，

Happy Sad

Surprise Quiet Anger

Fear Disgust

図 1: EGCによるMSTN

インターネットに接続可能ならば，APIを利用するプ

ラットフォームに依存せずに動作する．よって，現在

のEGCにおいてCaboChaで処理を行っている部分を

Yahoo! APIを利用した処理に変更し，日本語係り受

け解析器の問題を解決した．なお，Yahoo! APIの解

析結果は CaboChaと同じく XML形式で出力される

が，タグの名称やデータの羅列順など，含まれている

情報には細かな差がある．そのため，Yahoo! APIを

利用するにためには，EGCからのデータの受け渡しの

処理だけでなくXML解析処理も変更する必要がある．

また，Yahoo! APIにはアプリケーション単位での

利用制限が設けられており，1度のリクエストのデー

タ量は最大で 4KB までという制限と，1 日に送信で

きるリクエストは 50000件までという 2つの制限があ

る．本研究で開発しているアプリケーションが利用制

限に達する可能性は低いと考えられるが，将来的には

Yahoo! API以外の日本語係り受け解析器の利用も検

討していく必要がある．

3.2 Androidの仕様への対応

Androidではメモリ不足になる度にガベージコレク

ションを実行し，必要なメモリを確保しようとする．

このガベージコレクションでは，参照されていない

メモリが開放されるほか，static変数や Activityのメ

ンバ変数を保持しているメモリも開放される可能性が

ある．そのため，通常の JAVAプログラムと同じ感覚

で static変数などを使っていると，予期せぬガベージ

コレクションによって static変数の値を失ってしまう



リスクがあり，対処法としては一般的に以下の方法が

ある．本研究でも，EGCやMSTNのプログラムにこ

れらの対策を行っている．

• static変数をキャッシュ以外の目的で利用しない

• 永続データとして値を保持し続けたい場合は，
staticではなくプリファレンスを使う

• staticの定数化 (final)，staticイニシャライザの利

用によって，クラスロード時にある程度データの

再構築が可能となる

4 発生した情緒の順番に対応した EGCと
MSTN

本研究では，EGCによって推定された 20種類の感

情を入力として，MSTNの状態遷移を発生させること

を考えた．これは，EGCとMSTNを連携させること

によって，発生した事象の順番に対応した感情の変化

を推定することが可能となり，EGCとMSTNを単体

で動作させた時よりも柔軟な感情推定を行うことがで

きると考えたからである．

以下では，本研究で実装した EGCとMSTNの連携

について説明する [1][3]．まず EGCによって文章から

20種類の情緒を推定し，20種類の情緒からさらに追

加で「怒り」の情緒を推定する．こうして算出した 21

種類の情緒を EGCi(1≦ i≦ 21)とする．

次に，算出した EGCi をMSTNの状態遷移の入力

とするために，表 1に基づいて 9種類の情緒グループ

ej(1≦ j ≦ 9)に分類する．この ej の値はそのグルー

プに含まれている 0より大きい値を持つ情緒の平均値

となる．

以下の式 (1)は，MSTNが現在の状態 Scurから，あ

る状態 Sk(1≦ k≦ 7)へ遷移する確率を表現する遷移

コストを表している．

cost = COST (Scur, Sk) (1)

また，j 番目の情緒グループによる現在の状態 Scur

の遷移先 Sk を

Sk = NEXT (Scur, j) (2)

と表すと，MSTNの状態遷移は次の式 (3)で表せる．

jmax = arg max
j

(
ej

COST (Scur, NEXT (Scur, j))

)
(3)

式 (3)で求められた jmax と式 (2)からMSTNの次

の状態 Snext を求めることができる．

Snext = NEXT (Scur, jmax) (4)

5 アプリケーションとしての動作
本研究で開発した感情指向型インターフェイスの動

作を説明する．アプリケーションへの文章の入力は，ソ

フトキーボードと音声認識の 2種類の方法で入力を行

うことができる．これら 2種類の入力インターフェイ

スはAndroidに標準で用意されているものを利用して

いる．

文章の入力を行うと，入力内容をもとに EGC と

MSTN によって利用者の現在の感情を推定する．推

定結果は Androidの画面上に「ミカちゃん」と「タケ

シくん」という 2人のキャラクターの表情画像として

表示するようにした．2人のキャラクターの内どちら

を表示するかは利用者が任意に選択することができる．

図 2: ミカちゃん 図 3: タケシくん

5.1 評価実験

前項で説明した EGCとMSTNの動作結果を見るた

めに評価実験を行った．入力として以下の 10種類の文

章を用意し，これら 10種類の文章が順番に発生した場

合の動作結果を記録し表 2にまとめた．

文章 1 私は広島に向かう途中で渋滞に巻き込まれた

文章 2 待ち合わせには案の定遅刻した

文章 3 私の向かった食堂は閉店していた

文章 4 美術館に行った

文章 5 私は美術館を結構楽しんだ

文章 6 原爆資料館に行った

文章 7 もうすぐ雨が降るようだ

文章 8 友人が私に傘を貸さない

文章 9 私は知らない道に迷い込んだ

文章 10 私はお土産を買った



表 2: EGCとMSTNの変化
文章 EGC MSTN

初期 なし 平常

文章 1 苦しみ，気の毒 悲しみ

文章 2 苦しみ，気の毒，恐れていた通

り

悲しみ

文章 3 苦しみ，気の毒 悲しみ

文章 4 喜び，嬉しい 幸福

文章 5 喜び，嬉しい，安堵 幸福

文章 6 苦しみ，気の毒 平常

文章 7 苦しみ，気の毒，恐れ 悲しみ

文章 8 苦しみ，気の毒，叱責，怒り 悲しみ

文章 9 喜び，嬉しい 幸福

文章 10 喜び，嬉しい，誇り，自己満足 幸福

表 2の結果から，EGCとMSTNによる感情の変化

を見ることができる．この結果と人間の感情の遷移を比

較したところ，ほぼ同等であるという評価が得られた．

しかし，文章 9の内容は実際の人間なら「悲しみ」や

「恐れ」といった感情を生起すると考えられるが，実験

結果では「幸福」の感情を生起している．これは，文章

9に含まれている「知る」，「道」，「迷い込む」といった

単語が EGCの単語辞書に登録されていなかった為に，

正しい情緒値を推定できなかったものと考えられる．

このことから，より精度の高い感情の推定の為には

単語辞書の充実が必要であると言える．

5.2 Android API

本研究で開発した感情指向型インターフェイスの

EGCとMSTNによる文章からの感情推定を行ってい

る部分を，他のAndroidアプリケーションからも利用

できる API として独立して動作できるように開発し

た．APIとして EGCとMSTNの処理を独立させるこ

とによって，アプリケーションのインターフェイス部

分と入力された文章の処理をそれぞれ独立して開発で

き，さらに本研究の他のアプリケーションでの応用も

容易になると考えられる．

APIとしての EGCと MSTNの開発では，APIの

動作の信頼性は勿論のこと，APIのインターフェイス

部分やAPIに実装するメソッドについて，API利用者

に十分配慮された設計を行う必要があり，今後の課題

であると言える．

6 終わりに
本論文ではAndroidスマートフォンのアプリケーショ

ンとして動作する感情指向型インターフェイスの開発

について説明した．

Android上での動作が想定されていなかったEGCを

Android上で動作できるように改良し，これにMSTN

を組み合わせることによって，人間の複雑な感情状態

を推定できるようになった．さらに，感情推定の為の

処理をAPIとして集約し，他のアプリケーションから

でも容易に感情推定を行える仕組みも作った．

一方で，人間の感情は時間経過によって変化すると

考えられるが，現在のMSTNでは時間経過を考慮した

状態遷移を行っていないため，MSTNに時間経過を考

慮する処理を追加する必要がある．このために，開発

したアプリケーションを通じて収集された情緒値を分

析する．
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