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発話の感情要素と感情強度を考慮した楽曲推薦手法の検討
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1

はじめに

近年の音楽配信サービスでは，視聴履歴などを利用
してユーザの好みに合う楽曲を推薦する仕組みが導入
されている．一方で，ユーザの現在の状況や心情などに
応じた楽曲推薦を行うための研究もなされている．本
研究ではユーザの感情を考慮した楽曲推薦手法につい
て取り組む．この研究の狙いは，楽曲推薦をより柔軟
に行うほかにも，ユーザの状況や心情に適した楽曲を
推薦することで，心理状態を安定させたりすることな
どの音楽療法への応用が考えられる．
音楽療法への応用のため，本研究では同質の原理に
基づいて楽曲推薦を行う．この原理は音楽療法の基本
原理であり，聴取者はその時の感情に同質な印象の音楽
を望むというものである．この原理を利用するために，
ユーザの感情を推定することが本研究の課題である．

2
2.1

提案手法の概要
Arousal-Valence（AV）空間

本研究では，感情を表す空間として Russel [1] が提案
した Arousal-Valence(AV) 空間を採用する．AV 空間上
の座標である AV 値は人の感性や感情を表すことがで
き，本研究では原点からの角度は感情の意味合い（感
情要素），原点からの距離は感情の強さ（感情強度）を
表すものと考える．

2.2

提案手法の手順

提案手法の概略図を図 1 に示す．システムは，ユー
ザの発話として言語情報（テキスト）と音声情報が与
えられる．最終的な楽曲推薦を行うための材料として，
言語情報から感情要素，音声情報から感情強度を推定
する．それぞれの推定方法の手順を以下に示す．
言語情報から感情要素

1. 言語情報から発話テキストを取得する
2. 発話テキストを形態素解析し，コンテントワー
ドを決定する
3. コンテントワードから感情要素を推定する
音声情報から感情強度
1. 音声情報から音声データを取得する
2. 感情要素が AV 空間上の 4 つの象限のどちらに向
いているかにより感情強度認識モデルを選択する

図 1: 提案手法の概略図

3. 音声データから取り出された音響特徴量と認識モ
デルを使って感情強度を推定する
推定された感情要素と感情強度から AV 値に変換する．
推薦楽曲は AV 値付き楽曲データセットを用いて，ユー
ザの感情を表す AV 値と楽曲の AV 値を比較し，最も
値の距離が近い楽曲を推薦楽曲とする．本研究は特に
発話から感情状態を推定することに注力する．

3
3.1

発話による感情要素と感情強度の推定方法
言語情報による感情要素推定

感情要素推定手法の例を図 2 に示す．図 2 の 1 でユー
ザの発話から言語情報として発話テキストを取得し，図
2 の 2 で発話テキストを Mecab によって形態素解析する
ことで，動詞，形容詞，形容動詞，名詞を取り出す．こ
れらを感情を表す言葉としてコンテントワードと呼ぶ．
図 2 の 3 で Word2Vec によりコンテントワードを感
情語に変換する．ここでは，日本語 Wikipedia の約 100
万文のテキストを用いて学習されたモデル（50 次元）
[2] を利用した．このモデルを用いて，コンテントワー
ドと本間の研究 [3] で作成された AV 値が既知な感情語
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図 2: 感情要素推定手法の例
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表 1: 認識モデルに使用する学習データセット

表 2: 実験結果

OGVC 演技音声（4 話者，感情強度 1〜3）
象限
感情
発話数
第 1 象限
喜び，驚き
540（各強度 180）
第 2 象限
嫌悪，怒り
480（各強度 160）
第 3 象限 恐れ，悲しみ 492（各強度 164）
第 4 象限
受容，期待
480（各強度 160）

感情要素推定

3.2

4.1

音声情報による感情強度推定

正解率

実験 1-1

14.3
28.6
57.1

実験 2-1

33.3
44.4
80.0

評価実験
実験準備

実験 2-2
実験 2-3

情要素推定された象限をもとに認識モデルを選択），実
験 2-2（感情要素ラベルに対応する象限をもとに認識モ
デルを選択），実験 2-3（実験 2-2 の手法で，サンプル
数が異なる）のそれぞれでシステムの正解率を出した．
また，実験 2-1 と 2-2 は感情要素ラベルに対応する象
限が 3 人中 2 人以上一致している文章を使用したため，
サンプル数は 9 で，実験 2-3 は感情要素ラベルに対応
する象限が全員一致している文章を使用したため，サ
ンプル数は 5 となっている．

4.3

評価データとして，日本語 MULTEXT 韻律コーパス
[6] 内の 10 文章とそれに対応する感情が入った 10 発
話を使用した．この評価データに感情要素と感情強度
のラベル付けをするため，20 代男性 3 人に協力しても
らった．感情要素ラベルは，評価データの 10 文章を見
てもらい，それぞれの文章が AV 空間の象限をそれぞ
れ 2 分割した 8 段階中のどこに位置するのかを評価さ
せた．感情強度ラベルは，10 発話分の音声を聞いても
らい，それぞれの音声の感情の強度を 1（感情が弱い）
から 3（感情が強い）の 3 段階で評価させた．

4.2

評価条件

実験 1-3

感情要素ごとの感情強度認識モデルを構築する．学
習データセットとして感情評定値付きオンラインゲー
ム音声チャットコーパス (OGVC)[4] を使用した．デー
タセットの詳細を表 1 に示す．表 1 の音声データから
openSMILE [5] を使用して音響特徴量を抽出する．本
研究では，INTERSPEECH2009 の特徴量セットである
MFCC，F0 など 384 次元の特徴ベクトルを抽出する．
抽出した特徴量を用いて，多項式カーネル関数を使用
した SVM による認識モデルを作成した．

4

正解率

実験 1-2

との類似度を計算し，コンテントワードと最も類似度
が高い感情語を決定する．図 2 を例にすると，
「残念」と
いうコンテントワードは感情語に存在しないため，最
も類似度が高い「不愉快」という感情語に変換された．
図 2 の 4 で感情語を AV 空間上にプロットする．図 2
では第 3 象限にプロットされた感情語が最も多いため，
第 3 象限に位置する「不愉快」と「残念」の感情要素
の平均をとることでユーザの感情要素を決定する．

感情強度推定

評価条件

考察

感情要素推定実験では，実験 1-3 の条件では有用性
が見られるが，実験 1-1 と実験 1-2 の条件では精度が
低い．精度を向上させる方法として，Word2Vec のコー
パスをチャット用のコーパスに変更することなどが考
えられる．また，感情強度推定実験では，実験 2-3 の
条件で有益な結果が見られたことから，正解率が感情
強度のあいまいさに依存すると考えられる．

5

むすび

本稿では，ユーザの感情を認識する手法，およびそ
の評価を示した．今後はシステム全体の精度を上げる
とともに，推定感情から楽曲を推薦するシステムの構
築に取り組む．
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