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Abstract—We are developing the tourist information
recommendation system in emotion orientated interface
which estimates user’s feeling from an utterance by
Emotion Generating Calculations. The recommendation is
calculated a user’s feeling from utterances. The system cal-
culates the tourist current feeling for suitable information
by the recommendation equation. The equation consists
of the retrieval result by Google search, the important
degree for sightseeing spots at the tourist websites, and
the user’s current emotion estimated by EGC. This paper
describes the empirical study under some situations during
Hiroshima sightseeing.

I. はじめに
近年スマートフォンの普及によって，観光地でもユー

ザが欲しい情報をたやすく手に入れることができるよ
うになった．しかし，実際の観光の際は情報システム
による観光案内の他に，ガイドや現地の人が観光地で
あったり名物を紹介してくれることが多い．ここでは
人間が紹介する際は対話によって相手の気分を考慮し，
その人が欲するものを推測して推薦する．このように
機械におけるサービスが一般的になりつつある中で，
再び人間同士のコミュニケーションは重要であると考
えられている．相手の感情を読み取り，何を望んでい
るかを考え，行動する気遣いの精神「おもてなしの心」
が存在することで，対話はより深い理解を与えること
になるだろう．そこで我々は，スマートフォンを用い
た感情を考慮できる「おもてなし」の観光案内システ
ムの開発を進めている．このアプリケーションでは，
スマートフォンでも，人の感情の移り変わりを予測し，
それに応じた観光情報を推薦することができる．文章
からの感情の推定を情緒計算式 (EGC), 感情の遷移を
心的状態遷移ネットワーク (MSTN)[1]を用いて行って

いる．EGCは，発話文から情緒を推定し，一方MSTN

は気分を推定することができる．本研究では，EGC及
びMSTNによる旅行者の感情の推定結果を利用した対
話型推薦システムを取り入れた広島県の観光案内シス
テム (広島観光コンシェルジュ)を開発した．以前の研
究 [2]では Google検索における検索結果数，TF-IDF

値及び EGCの計算結果を利用した推薦方法を提案し
た．本研究では新たにファジィペトリネットを用いて
ユーザの行動を推定し，それに則した推薦を行う推論
システムを開発したので，その機能について説明する．

II. 推薦システム
本研究では，観光コンシェルジュにおいて，ユーザ

からの入力文に対してシステムが応答文を返す場所や
食べ物/お土産のリストを観光ブログ (フォートラベル
[3])の広島県に関するブログの上位 1∼50位までの投
稿文から正規表現を用いて抽出した．また Google検
索における Hit数，広島県観光サイトを母集団とした
広島県の観光に対する TF-IDF値，EGCによって推定
されるユーザの情緒値の 3つの値を用いた評価関数を
作成した．それぞれの名詞に対し評価式の計算結果を
もとに優先度を求める．推薦するにあたって名詞を推
薦する優先度を，それぞれの値の合成ベクトルの大き
さを用いる．Hit数および TF-IDF値についての評価式
を次のように作成した．それぞれの評価式は Hit数お
よび TF-IDF値それぞれの累積度数分布から近似関数
を作成し，Hit数および TF-IDF値の評価式 g1(式 (1))，
g2(式 (2))，推薦式 (式 (3))を作成した．

g1(x) =
1

1 + e9.374561+(−14.8033∗x)
(1)

g2(x) =
1

1 + e4.846688+(−125.784∗x)
(2)

Rec(Wi) =
√

(g1(x))2 + (g2(x))2 + (EGC)2

i = 1, · · · , N (3)



Wiは推薦リストに表示する候補の i番目の名詞を指
す．次にこの推薦式を推薦で利用するため，旅行者の
行動に基づいたルールを作成する．

III. 推薦の場合分け
今回の調査で使用した観光ブログ (フォートラベル

[3])の広島県に関するブログの上位 1∼50位から抽出
した広島県の観光に直接関係のある名詞は 50個であっ
た．50個の名詞は場所に関係するもの (宮島，江田島
など )と食べ物やお土産に関係するもの (お好み焼き，
牡蠣など )に分けられる．また，ユーザは観光中に特
定の行動をすると考えられるので，発話文中に含まれ
る動詞に着目し，その動詞から主に推薦方法を 2種類
に場合分けした．これらは，場所に関係する動詞 {“見
る”，“行く”，“来る”，“向かう”}と食べ物に関する動
詞 {“食べる”，“(お腹が)空く”，“買う”，“探す”}であ
る．場所に関する動詞が発話文中に含まれている場合
は，場所に関する名詞を推薦し，食べ物/お土産に関す
る動詞が含まれている場合は，食べ物/場所に関する名
詞を推薦する．
発話文中に場所に関する動詞が含まれる場合，文中

に存在する客体が特定である場合 (広島城に行きたい)

と特定できない場合 (どこかに行きたい)の 2パターン
の発話に対する推薦が考えられる．特定できる場合に
はその客体の場所へのナビゲーションを行う．客体を
特定できない場合，式 (3)により EGCによって計算さ
れた情緒値を元に優先度の高い順に推薦を行う．
発話文中に食べ物/お土産に関する動詞が含まれる場

合は，食べ物/お土産に関する動詞に関しても場所に関
する動詞の場合と同様に，客体が特定できる場合 (お好
み焼きが食べたい)とできない場合 (何か食べたい)の
2パターンで考える．具体的な店の場合には Google検
索によりその店の場所を探す．客体が特定できない場
合，推薦リスト上の名詞が選択されると，お店をマッ
プ上に表示する．
ユーザからの発話文の EGCの結果が “不快”である

場合は，その原因となった客体はユーザを不快にさせ
てしまうため，その推薦を行わないようタブーリスト
に入れることにする．
以上から式 (3)を用いて推薦の場合分けを行った．推

薦する際の場合分けは表 Iのようなものになる．
表 Iのように推薦の場合分けをし，その結果どのよ

うな推薦が行われるか実験を行った．

IV. リコメンデーションに対する実験
発話文を入力し，入力に対する計算結果を求めた．

入力文として「お昼を食べたい．」として入力した場
合 EGCの計算の結果により，各項は f1 = 0.0,f2 =
0.6,f3 = 0.0となり，文自体の EGCは 0.3464となり “

快”を示した．また推定した幸福へ向かう最大情緒値
は 0.3464であり，推定した情緒は “喜び”と “嬉しい”

であった．以下の表 IIは作成できたリストと各数値で
ある．

表 I
推薦の場合分け

•Case 1 場所に関する動詞が含まれている場合
Case1-1 “EGCの結果が喜び/驚き”，“「客体」が特定できる”

→「客体」へのナビゲーションを行う．
Case1-2 “EGCの結果が喜び/驚き”

→優先度の高い順に場所の推薦を行う．
•Case 2 食べ物/お土産に関する動詞が含まれている場合
Case2-1 “EGCの結果が喜び/驚き”，“「客体」が具体的”

→「客体」扱っているお店を探す．
Case2-2 “EGCの結果が喜び/驚き”

→優先度の高い順に食べ物/お土産の推薦を行う．
•Case 3 EGCの結果が喜び/驚き以外である場合
Case3-1 “EGCの結果が喜び/驚き以外”

→客体をタブーリストに入れる．

表 II
推薦リスト

Word g1(Wi) g2(Wi) EGC Rec(Wi)
1 Okonomiyaki 0.3095 0.0297 1.1912 1.3263

2 Fried Oysters Lunch 0.0863 6.2767E-5 1.0488 1.0892

3 Conger 0.0649 7.2263E-5 1.0488 1.0793

4 Oyster 0.2522 3.9456E-4 0.9273 1.0548

5 Local Sake 0.1312 6.5374E-5 0.9273 0.9956

‘お好み焼き’は Hit数および EGCの結果がそれぞれ
もっとも高いことから優先度が高くなっている．また
‘牡蠣’に関しては g1が ‘カキフライ定食’や ‘あなご’

よりも高いが EGCの結果が低いことから優先度が低
くなっている．このことから Hit数や TF-IDF値だけ
でなく個人の好き/嫌いの度合いも推薦リストが作成さ
れていることがわかる．

V. ファジィペトリネットによる推論
次に実際にユーザからの文章の入力があった際に，

式 (3)のリコメンデーション値をもとに，ユーザの行
動から観光地や食べ物などを具体的に推薦するシステ
ムを構築した．本研究では推薦システムを作成する上
でファジィプロダクションルールを作成し，旅行者の状
態の遷移をファジィペトリネット (Fuzzy Petri Net;FPN)

を利用して推論する．FPN([4])を利用する上で，入力
文に含まれる語や EGCによる情緒計算の結果をトー
クンとして扱い，ユーザとシステム間に円滑なコミュ
ニケーションを行うようにする．

A. ファジィペトリネット
本研究では 8タプル {P ,T ,D,I ,O,f ,α,β}の FPNで

あると定義される．P はプレースの集合，T はトラン
ジションの集合，Dは命題の集合である．Iは T→P∞

を表す入力関数であり，トランジションに対応する入
力側プレースの多重集合へ写像する．Oは T→P∞を
表す出力関数であり，トランジションに対応する出力
側プレースの多重集合へ写像する．fは T→[0, 1]で表
す結合関数であり，トランジションを [0, 1]の間の実数
へ写像する．αは P→[0, 1]で表す結合関数であり，プ
レースを [0, 1]の間の実数へ写像する．βは P→Dで
表す結合関数であり，プレースから命題へ全単射写像
する．



FPNは，プレース，トランジション，アークを持っ
ている．トランジションの発火によってトークンの移
動が発生する．トランジション tiは全ての pi(∈I(ti))
に対して α(pj)≥λである時に有効になり，λは [0, 1]の
閾値である．トランジション tiの発火は入力プレース
からトークンを削除し，出力プレースのそれぞれに新
たなトークンを置くことによって行われる．トークン
yjを持つ入力プレース pj のトランジション tiの出力
プレース pkのトークン ykは，式 (4)を用いて計算す
る．式 (4)において μiはトランジション ti の閾値で
ある．

yk = yj · μi (4)

FPNのプレースとトランジションの組を IF-THEN

ルールによって表現すると式 (5)の形となる．図 1は
式 (5)の FPNモデルを示している．

Ri : IF dj THEN dk, CF = μi (5)

図 1. FPNによる IF-THENルール

さらに，式 (5)は以下の 4種類の IF-THENルールへ
と拡張される．図 2は 4種類の IF-THENルールの FPN
モデルを示している．
Type1 : IF dj1 and dj2 · · · and djn THEN dk, CF = μi

Type2 : IF dj THEN dk1 and dk2 · · · and dkn, CF = μi

Type3 : IF dj1 or dj2 · · · or djn THEN dk, CF = μi1, μi2, · · · , μin

Type4 : IF jj THEN dk1 or dk2 · · · or dkn, CF = μi1, μi2, · · · , μin

ルールの前件部に 2 種以上のファジィ変数
yjx(x=1,· · ·,n) が存在する Type1 と Type3 につい
て，Type1の場合ではトランジションによるファジィ
推論は式 (6)のように計算される．

yk = min(yj1, · · · , yjn) · μij (6)

さらに，Type3ならば，トランジションによるファ
ジィ推論は式 (7)のように計算される．

yk = max(yj1 · μi1, · · · , yjn · μin) (7)

なお，Type4は明確な含意を導くことができず，そ
のため本研究では Type4について検討しない．

B. ファジィペトリネットによるルール表現
FPNを用いた推論ではユーザからの入力文に含まれ

る動詞の種類や客体が特定できるか調べ，EGCによる
情緒計算の結果を利用し，システムから応答文を返す．
また本研究では FPNを利用することで人の感覚や感情
の曖昧さをメンバーシップ関数を用い表現する．また
メンバーシップ関数を用いることで入力文をトークン
へと変換し，FPNにおけるトークンの推移を表現する．
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図 2. 4種類の FPNモデル

トークンとして扱う際にそれぞれの値に対して使用
するメンバーシップ関数は次の図 3，図 4，図 5である．
図 3はひろしま観光マップで行われている観光地の

評価値に関するメンバーシップ関数である．観光地の
評価に対して好き/嫌いの主観が含まれているため，メ
ンバーシップ関数を利用することで評価に対する一致
度を表現する．
図 4は EGCの出力結果に関するメンバーシップ関

数で，EGCの計算結果により得られた快/不快の一致
度を表現する．
図 5はユーザからの入力文の客体が特定できるを示

すメンバーシップ関数である．これは文中に客体が存
在するかしないかの 2値表現となるため図 5のように
なる．
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図 3. 評価値に関するメンバー
シップ関数
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図 5. 客体の特定を示すメンバーシップ関数



表 IIIはこれらのメンバーシップ関数と EGCの結果
により作成された推薦ルールである．推薦ルールにお
ける客体が特定できるとは「お好み焼きが食べたい」
などの文のことをいい，客体が特定できない場合とは
「どこかに行きたい」などの文のことをいう．またEGC

の結果が喜び/驚きとは，EGCによって推定される 20

種類の情緒のうち，喜びおよび驚きのグループに属す
る情緒のことをいう．

表 III
推薦ルール

•Case 1 場所に関する動詞が含まれている場合
Rule1 “「客体」が特定できる (specified)” and “EGCの結果が喜び/驚き (positive)”

→「客体」へのナビゲーションを行う．
Rule2 “「客体」が特定できる (specified)” and “EGCの結果が喜び/驚き以外 (negative)”

→ケース 4に移動する．
Rule3 “「客体」が特定できない (unspecified)” and “EGCの結果が喜び/驚き (positive)”，

→推薦式の値の大きい順に場所の推薦をする．
Rule4 “「客体」が特定できない (specified)” and “EGCの結果が喜び/驚き以外 (negative)”，

→ケース 4に移動する．
•Case 2 食べ物/お土産に関する動詞が含まれている場合
Rule5 “「客体」が特定できる (specified)” and “EGCの結果が喜び/驚き (positive)”

→「客体」を扱っている場所を MAPで探す．
Rule6 “「客体」が特定できる (specified)” and “EGCの結果が喜び/驚き以外 (negative)”

→ケース 4に移動する．
Rule7 “「客体」が特定できない (unspecified)” and “EGCの結果が喜び/驚き (positive)”，

→推薦式の値の大きい順に食べ物/お土産の推薦をする．
Rule8 “「客体」が特定できない (specidied)” and “EGCの結果が喜び/驚き以外 (negative)”，

→ケース 4に移動する．
•Case 3 推薦リストから選択する．
Rule9 “推薦リストから「客体」を選択”

→「客体」へのナビゲーションを行う．
Rule10 “推薦リストに行きたい「客体」がない” and “表示範囲が最大ではない”

→リストを表示する範囲を広げる．
Rule11 “推薦リストに行きたい「客体」がない” and “表示範囲が最大”

→ひろしま観光マップの評価と EGCの結果を用いた式の値の大きい順に新しいリストを表示する．
•Case 4 EGCの結果が喜び/驚き以外である場合
Rule12 “客体が特定できる (specified)” and “EGCの結果が喜び/驚き以外 (negative)”

→客体をタブーリストに入れる．
Rule13 “客体が特定できない (unspecified)” and “EGCの結果が喜び/驚き以外 (negative)”

→ユーザとの対話を続ける (不快にしている原因を調査する)．
Rule14 “その他の場合”

→ケース 1，2に戻る．

また Rule11における「ひろしま観光マップの評価
と EGCの結果を用いた式の値の大きい順に新しいリ
ストを表示する．」とは，ひろしま観光マップにおける
観光地に対する評価値と EGCにおける情緒計算の結
果を利用した式を作成し，その式の値の大きい順にひ
ろしま観光マップの観光地を推薦しようとするルール
である．ひろしま観光マップに関する式は式 (8)を考
えており，この式を利用し観光地を推薦する．

MapRec(Wp) =
√

(h(x))2 + (EGC)2

p = 1, · · · , N (8)

式 (8)において，h(x)に対して観光地 pのひろしま
観光マップにおける評価値を代入し，観光地の優先度
を求める．
図 6は推薦ルールに基づく FPNにおける推論プロセ

スである．このモデルは推薦ルールにおける各ケース
と一致する 4つのパートに分かれており，それぞれの
パートは RC1,RC2のトランジションで繋がっている．
R1は推薦ルールにおける各ルールを意味する．
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図 6. FPNにおける推論プロセス

VI. おわりに
本研究を通じて，EGC および MSTN を用いること

でユーザの感情を推定することができた．Hit数と TF-

IDF値に関する評価式を利用することで一般的な興味
関心と個人の好き/嫌いの度合いを考慮した推薦を行う
ことができた．しかし，実際に FPNを実装したシステ
ムの被験者調査を行っていないため，多くのユーザに
対して有効性をまだ示すことができていない．今後，
被験者調査を行い，よりユーザの感情状態にマッチし
た実用的な観光案内システムの開発が急がれる．
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