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概要 

今日、CMC(Computer Mediated Communication)は誰でも手軽に利用し得るツールとなった。チャットや

ウェブログ、SNS (Social Networking Service)などの様態は多岐にわたり、利用人口も年々増加している。

しかし今日においても、CMCの多くは、テキストのみによるコミュニケーションであり、双方の表情を読み

取る事は難しい。コミュ二ケーションにおいて、感情表現は重要なファクターである。人間へ負担を最小

限に抑えるアンビエントな感情伝達は、コミュニケーションを円滑にし、この問題を解決する。本研究で

は、有彩色光照明のアンビエント性が与える点に着目し、有彩色光照明により感情伝達するシステムのプ

ロトタイプを提案し、その効果を測定した。テキストによるCMCへの感情付加を行う事により、より円滑な

コミュニケーションを促す事を目的とした。 
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 １１１１．．．．先行研究先行研究先行研究先行研究    

Krisela ら は CMC に お け る 議 論 に emoticon 

palette(顔文字パレット)を用いた実験を行った

[1]。楠見らはemoticonに感情表現をアバターとし

て反映させた[2]。このようにCMCにおける感情表

現では、emoticonやアバター等を利用した表情の

伝達事例が多く見受けられるが[3][4]、光や色彩

を用いた感情伝達の事例は数少ない。 

また照明について、池田はヒトが空間に立ち入

った瞬間に空気を満たしている照明を理解し、か

つ照明認識視空間を形成すると述べている[5]。照

明は自ら確認せずとも、無意識のうちに環境とし

て認知し得る。このような意識下に作用するアン

ビエントな感情の啓発や伝達は、新たな感情伝達

の手段とも成り得るであろう。 

 

２２２２．．．．照明照明照明照明をををを用用用用いたいたいたいた感情感情感情感情伝達伝達伝達伝達システムシステムシステムシステムeeeemomomomo----LightLightLightLightのののの提提提提

案案案案    

本研究では、CMCにおける照明を用いた感情伝達

システムemo-Lightを提案した。本システムでは、

居室空間の照明に色彩変化を及ぼす事により、送

信者からの感情をアンビエントに伝達する。以下、

本システムによる構成、および送信過程を述べる。 

 

 

1)メールによるメッセージを受信する。 

2)JavaMail API により、自動にメッセージを選

択抽出する。 

3)抽出したメッセージに含まれる感情に関わる

語句を解析する。 

4)解析結果に基づき、照明の光量、色彩を制御

する。 

5)受信者は、メッセージの内容と共に空間の色

彩変化を受容する。[図 1] 

 

図 1. emo-Lightシステムによる伝達の流れ 



 

 

また感情と光色の対応について

emotion  wheel モデル[6]を参考

ルには、以下の特長がある。    

a)色彩の組み合わせにより多彩

得るため、感情解析の拡張に対応

事。 

b)色相環となっているため照明

である事 

JavaMail API から抽出したメッセージと

応は、emoticon 及び感情語を検出

図 2.Plutchik’s emotion wheel

 

３３３３．．．．emoemoemoemo----LightLightLightLight によるによるによるによる感情伝達感情伝達感情伝達感情伝達のののの

emo-Light を評価するために、以下

 

[表 1]emo-Light の評価実験 

被験者 20 代の男女 8名 

使用照明 Philips Hue(3 個) 

照明条件 可変色 LED ランプ(

紫として利用) 

配向角 160°±20°

測定項目 感情伝達の正確さ 

コミュニケーション

 

実験手順 

被験者に emoticonと文により感情

ルを送り、受信後にメッセージを

た。その際に感情に対応する Philips 

変更した。その後、メッセージに

の基本的感情のうち、どの感情が

と感じたか、回答してもらった。

情(anger, anticipate, joy, sadness, disgust)

についてそれぞれ 1回ずつ(合計

後アンケートによる調査を行った

について、Plutchik の

参考とした。本モデ

多彩な感情を表現し

対応が容易である

照明での表現が容易

メッセージと感情の対

検出し判定する。 

 

wheel 

のののの評価実験評価実験評価実験評価実験    

以下の実験を行った。 

 

(赤、橙、黄、青、

° 

 

コミュニケーション促進の度合い 

感情を付加したメー

にメッセージを確認してもらっ

Philips Hue の色を

メッセージに Plutchik の 8 つ

が付加されている

。これを 5つの感

, joy, sadness, disgust)

合計 5回)行い、その

った。 

４４４４．．．．実験結果実験結果実験結果実験結果    

感情伝達の正確さについて、付加

の一致率は 78%で、低い結果となった

ーション促進度合について、emo

ュニケーションの促進効果は全

て確認できた。 

 

５５５５．．．．考察考察考察考察    

実験結果から感情伝達は正確でないため

モデルを考える必要がある。その

について考慮する必要がある。

よると、ネガティブな感情の露呈

いう意見が複数見られた。emo-Light

ト社会に貢献できるように、必要

要な感情情報を見分ける工夫が

 

emo-Light の改善点は以下の 3点

 

1)光の強さを考慮し、光色と感情

作る。 

2)様々な入力デバイスに対応する

3)他のアンビエントなツールとの
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