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1. はじめに 
近年，対話システムの開発が進められるなど，人間とコ

ンピュータとのコミュニケーションに関する研究が盛んに

行われている．対話システムがユーザの入力に対して適切

な応答をするためには，ユーザの感情を正しく認識するこ

とが重要である．そのためには，言語表現で明示される感

情をそのままユーザの感情として認識するだけではなく，

言語表現には現れないユーザの感情も正しく認識できる必

要がある．このような表現のひとつとして，皮肉が挙げら

れる． 
大辞林によると，皮肉とは，相手の欠点や弱点を意地悪

く遠まわしに非難することである[1]．ポジティブな表現に
も関わらずネガティブな意図を表す皮肉は，言葉通りに意

味を捉えるだけでは，その意図を正しく認識することはで

きない．人間にとっては，文脈や常識から皮肉を理解する

ことは比較的容易であるが，コンピュータにとっては，文

脈や常識といった情報の利用は簡単ではなく，皮肉の検出

は難しい課題のひとつと言える． 
皮肉の例として，「一人で文化祭まわるの確定しました。

ありがとう。」のように，本来ネガティブな感情を生起す

る要因となるはずの「一人で文化祭まわるの確定しました」

に対し，逆に「ありがとう」というポジティブな表現を結

びつけるものが挙げられる．本研究では，このようなネガ

ティブとポジティブの対比構造を持つ皮肉を捉えるために，

ネガティブな感情を生起する要因を収集し，それらを皮肉

検出に用いることの有効性を検証する．皮肉検出の対象は，

Twitterへ投稿されたツイートとする． 
 

2. 関連研究 
Twitter への投稿の中には，「クレームする人ってすごい

な〜（皮肉）」という例のように，皮肉であることを明確

に示すために「（皮肉）」という表現を含む日本語のツイ

ートがある．肥合らは，このような「（皮肉）」を含むツ

イートを皮肉として収集し，SVM を用いて皮肉ツイート

と皮肉でないツイートを分類した[2]．彼らは，SVM の素

性として，皮肉に特徴的に現れる語が含まれているかどう

かの素性や，文章にどの単語が含まれているかを表す Bag-
of-Words，文章に含まれる単語数，肯定語・否定語の数，
固有名詞数・代名詞数などを用いている．本研究でもこの

ような素性を SVM への入力に用い，「（皮肉）」を含む

ツイートを検出する． 
Riloff ら[3]は，多くの皮肉ツイートには「無視される」

のような不快な状況を表す表現と「嬉しい」のようなポジ

ティブな感情表現の対比が含まれるため，この 2 種類の表

現をブートストラップ法によって Twitter への投稿から自
動で収集し，皮肉検出に用いた． 
また，徳久ら[4]は，10 種類の感情を表す 349 語の感情

表現と 8 種類の接続表現を用いて，Web コーパスから図 1
の言語パターンに当てはまる感情生起要因を収集し，文の

感情推定に用いた．本研究でも，同様の方法により感情生

起要因を収集する． 
 

3. 提案手法 
提案手法の概要を図 2に示す．本研究では，Webコーパ

スからネガティブな感情生起要因を収集し，それらとツイ

ートとの類似度を求め，特徴量として用いる．これを，ツ

イートがネガティブな感情生起要因を含んでいるかどうか

の指標とする．この点が他手法と異なる点である．この類

似度と，ツイート中のポジティブな表現の数によって，ネ

ガティブとポジティブの対比構造を捉えることがねらいで

ある．これらの特徴量と，ツイートの性質を表すその他の

特徴量を SVM の素性として入力することで，皮肉・非皮

肉ツイートの学習・分類を行う．本章では，その手法の詳

細を述べる． 

3.1 感情生起要因の収集 

まず，日本語評価極性辞書の用言編[5]・名詞編[6]から
ネガティブな感情を表す表現を抽出した．日本語評価極性

辞書は，単語や慣用句などのフレーズに対して，ネガティ

ブやポジティブ，ニュートラルといったタグが付与された

辞書である．用言編の例を図 3に示す． 
次に，抽出した感情表現を含む文を Web コーパスから

取得した．これには，ウェブサイトから構築された約 11
億語の日本語コーパスである『筑波ウェブコーパス』

（Tsukuba Web Corpus: TWC）内を検索するためのツール
NLT（NINJAL-LWP for TWC）[7]を用いた．NLTは，キー
ワードとして 1 単語を指定することで，その単語を含む文
を TWC から取得することができる．日本語評価極性辞書
から抽出した感情表現が 1 単語であった場合はそれをキー
ワードとし，複数の単語からなるフレーズであった場合は，

その核となる単語をキーワードとして，検索を行った．図

3 にある「業を煮やす」について検索する場合は，「業」
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図 1 感情生起要因獲得言語パターン 
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をキーワードとして指定した．検索に用いたキーワードの

うち，ヒットしたものは 153語であった． 
そして，取得した文が，図 1 のように係り受け関係にあ

る接続表現と感情表現を含んでいた場合に，感情生起要因

を抽出した．係り受け関係の解析には構文解析ツール

CaboCha[8]を使用した．接続表現は｛から，ので，ため，
て，のが，のは，ことが，ことは，ことを，ことに｝の 10
種類とし，全ての接続表現と感情表現の組み合わせについ

て，感情生起要因を抽出した．ただし，感情表現が否定表

現｛形容詞：ない，無い／助動詞：ない，ぬ，ん｝のいず

れかに係っている場合は，ネガティブでないと考えて除外

した．抽出した要因は，類似度を求める際に活用形による

違いが生まれないよう，単語ごとに基本形にして分かち書

きし，ストップワードとして助詞を除去した．一般的に，

ストップワードとしては助動詞も除去される場合があるが，

本手法においては，否定の「ない」をはじめとした助動詞

も，感情生起要因やツイートの持つニュアンスを表す重要

な要素と考え，除去しないこととした．また，感情生起要

因の長さは，長すぎると類似した表現がツイートに含まれ

る可能性が低くなると考え，5 文節以内とした．こうして
46,932 件の感情生起要因を得た．その一部を例として図 4
に示す． 
 

3.2 類似度計算 

3.1 で収集した感情生起要因とツイートとの類似度を求
める．感情生起要因と同様に，ツイートは単語ごとに基本

形にして分かち書きし，助詞を除去した状態で類似度を求

める．類似度の計算には，Word Mover’s Distance（WMD）
[9]を使用した．WMD は，2 つの文書に対して，各単語間
の距離をコストとし，その総和を文書間距離とする手法で

ある．単語間の距離は，word2vec[10]による分散表現から
求める．文書間の意味的な距離が近いほど，コストは小さ

くなる．さらに WMD は，コストの総和を求める際に重み
付けを行う．図 5 に示した例では，1 文目の「店舗」は 2
文目の「レジ」と強い関係を持つが，他の単語とは関係が

弱いため，重み付けをせずに類似度を求めるとノイズが多

く含まれることになる．WMD は，対応関係にある単語間

のコストを重視するように重み付けを行うことで，より適

切に類似度を求める仕組みになっている． 
本手法では，この WMD を用いて，1 件のツイートに対

して全ての感情生起要因との類似度を求め，コストが小さ

かった上位 3 つのコストの和をツイートの特徴量とした．
また，word2vec の学習には，約 7,500 万件の日本語のツイ
ートを用いた． 

	

図 2 提案手法の概要 
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図 3 日本語評価極性辞書用言編の例 
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図 4 ネガティブな感情生起要因の例 
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図 5 単語対応関係 
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3.3 SVM による皮肉検出 

SVM の実装には，Python の機械学習ライブラリ scikit-
learn を用いた．SVM の素性として用いた特徴量を以下に

示す．2項目以降は，肥合ら[2]が用いた特徴量である． 
 
l 3.2で求めた，感情生起要因との類似度による特徴量 

 
l ツイート中のネガティブ・ポジティブな表現の数 
ツイートに含まれる，日本語評価極性辞書においてネ

ガティブまたはポジティブとされている表現の数をそ

れぞれ算出した．ただし，これらの極性表現が 3.1 で
示した否定表現に係っている場合は，逆極性として算

出した． 
 

l Bag-of-Words（BoW） 
全文書に含まれる単語のうち，各単語の当該文書中で

の出現回数を，その単語に対応する要素の値とするこ

とで，文書を分散表現で表す手法である．ただし，全

文書中で極端に出現頻度が高いまたは低い単語は，文

書の特徴を表すには不適切であるため除外する．本手

法では，ツイートを形態素解析ツール MeCab[11]によ
って形態素解析し，出現回数 20 回以下または出現割
合 0.3以上の単語を除き，名詞・動詞・形容詞 319語
を BoW 表現に用いた．ここで，各パラメータの数値

は仮に定めたものであり，今後最適値を実験により決

定する必要がある．この表現をそのまま特徴量とする

と，近い意味を持つ単語も別の次元の要素となるため，

分類時に単語の意味を十分に考慮することができない．

これを改善するために、潜在的意味を考慮するように

ベクトル空間の軸を取り直して次元数を削減する

Latent Semantic Indexing（LSI）を用いて，次元数を
319次元から 100次元に削減した． 

 
l ツイートの単語数 
文章についての基本的な特徴量である． 
 

l ツイート中の固有名詞数・代名詞数 
皮肉によって非難される対象の存在を表す特徴量であ

る． 
 
4. 評価実験 
提案手法の有効性を検証するために，提案手法とベース

ラインの手法において実験を行い，精度を比較した． 

4.1 使用データ 

Twitter に投稿された「（皮肉）」を含むツイート 2,700
件を正例データとし，ランダムに取得した 2,700 件の
「（皮肉）」を含まない日本語のツイートを負例データと

した．それぞれ 2,700 件のうち，2,430 件を学習データ，
270 件をテストデータとした．ただし，括弧は全角「（ ）」
と半角「( )」，またそれらを左右片方ずつ組み合わせた全
ての組み合わせを対象とした．また，実験の際には，

「（皮肉）」という表現自体が分類精度に影響を与えない

よう，この部分は削除した． 
 
4.2 ベースライン 

提案手法における感情生起要因の有効性を検証するため

に，これを用いない手法をベースラインとした．すなわち，

以下の特徴量を SVMの素性とする． 
l ツイート中のネガティブ・ポジティブな表現の数 
l Bag-of-Words 
l ツイートの単語数 
l ツイート中の固有名詞数・代名詞数 

 
4.3 評価指標 

分類の精度は，以下に示す適合率 P（Precision），再
現率 R（Recall），これらの調和平均である F 値により
評価する． 

適合率𝑃 =
正例として検出された正例数

正例として検出されたデータ数
 

 

再現率𝑅 =
正例として検出された正例数

データ中の正例数
 

 

F 値 =
2𝑃𝑅
𝑃 + 𝑅

 

 

4.4 実験結果 

実験結果を表 1 に示す．提案手法・ベースラインとも
に，SVM のパラメータは F 値が最大となったカーネル
関数：RBF，γ = 0.001，C = 100を採用している． 

F 値は，オープンテストでは提案手法がベースライン
よりも 0.001 ポイント低い結果となったが，クローズド
テストでは提案手法がベースラインを 0.033 ポイント上
回った．また，クローズドテストでは，どちらの手法に

おいても適合率が再現率を大きく上回った． 

 適合率 再現率 F値 

クローズド 
テスト 

提案手法 0.803 0.699 0.747 
ベースライン 0.782 0.657 0.714 

オープン 
テスト 

提案手法 0.651 0.663 0.657 

ベースライン 0.680 0.637 0.658 

	

表 1 実験結果 
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5. 考察 
クローズドテストの結果から，感情生起要因の有効性

がわずかながら示されたと言える．オープンテストにお

いて提案手法がベースラインを下回った原因としては，

感情生起要因のデータ数が少なかったことが考えられる．

そのために、数の少ないテストデータ中では類似する表

現が含まれているツイートが少なく，クローズドテスト

に比べて精度が向上しなかったと考えられる． 
また，クローズドテストにおいて再現率が適合率に対

して低くなったということは，皮肉ツイートのうち皮肉

であると判断できたものの割合が高くなかったことを示

している．このことから，本手法で用いた特徴量だけで

は捉えられなかった皮肉が多くあり，他の特徴量も取り

入れる必要があると考えられる． 
 

6. おわりに 
本研究では，ネガティブな感情を生起する要因を収集

し，ツイートからの皮肉検出に用いる有効性を検証した．

その結果，有効性はわずかに確認されたが，要因の数が

十分ではなかったことや，他の特徴量も取り入れる必要

があることが明らかになった． 
今後は，感情生起要因をツイートデータや他のコーパ

スからも収集することで数を増やすことが課題である．

また，テストデータの数が少なかったという点について

は，実験に用いるツイートデータの総数を増やすことや

交差検定を用いることで，より適切な実験結果が得られ

ると考えられる． 
それに伴い，WMD の計算にかなりの時間がかかるこ

とが問題となる．WMD は 2 文書中の全単語ペアについ
て類似度を求めるため，計算に長い時間を要する．感情

生起要因やツイートデータの数が増えれば，それだけ計

算時間も増えることになるため，問題は深刻である．皮

肉検出手法を対話システム等に取り入れることを考えた

場合には，リアルタイム性は必須と言える要素であり，

計算時間がかかる手法の利用は現実的ではない．このた

め，今後は WMD 以外の文書間類似度計算手法の利用も
検討する予定である． 
さらに，感情生起要因以外の特徴として，疑問文であ

るかどうかという性質や，肥合ら[2]が用いた，皮肉に特
徴的に現れる語の利用が考えられる．疑問文を用いるの

は，強い批判などを意図してあえて疑問形で表す反語表

現も，皮肉と言えるためである．今後はこういった特徴

の利用も検討していく予定である． 
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