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Abstract: The Emotion Generating Calculation (EGC) method can calculate a human being 
surface emotion from the utterances. However, we consider that emotions evaluate conceptual 
contents of cognition for instinctual satisfactions. Under the hypothesis that the aesthetic 
emotions integrate cognition and language within a wholeness of psyche, this paper describes 
aesthetic emotion model related to the knowledge instinct by neural networks. 
 
1. はじめに 
感情は拡張された表現のコミュニケーション

と感性に関連した内部状態の双方のことをさし

ている。これらは、愛情、嫌悪、勇気、恐れ、

喜び(joy)、悲しみ、喜び、嫌いは、心理学や生
理学の双方の用語ですべて述べられている。感

情は、思考と心理がほどけることなく絡み合っ

た領域界であり、また自我が他者と自分たちに

向けられた価値と判断に関して、個人個人の理

解と分離不可能な領域界である。感情は時々、

「感情に訴える」もしくは「感情に流されるな」

のようなフレーズによって示唆されるように、

理性のアンチテーゼとして見なされる。人間に

ついて区別可能であえて要求される事実は、意

思、感情、理性の間にある葛藤ともつれである。 
概念は世界の事象や状態の内包的なモデルに類

似し、それらは基本的な本能の満足度を進化さ

せる。この本能的な満足度とは概念の前に長く

生存するメカニズムとして現れた。本能は基本

的な欲求を示唆する内部的なセンサーとして作

用する。本能は、感情的な神経信号による認知

と行動に直結している。しかるに一方、口語的

な用法においては、感情はしばしば顔の表情、

高い声のピッチ、大げさなジェスチャーとして

認識されているが、これらはコミュニケーショ

ンをつかさどるために、外に向けられた感情の

信号である。心のシステムにおいて、感情のよ

り基本的な役割は、感情的な信号が本能の満足

度する目的のために概念を評価する。[1] 

 知識としての本能は、認知に責任のある特別

に生まれたメカニズムである。明白なことに、

人間と動物は、食事をするというような基本的

で肉体的欲求が満足しているときでさえ、探求

的な行動に従事する。生物学者や生理学者は、

この行動の様々な面について議論し、これを「正

の刺激に対する衝動」、「好奇心」、もしくは「認

知的な不調和を減少するための衝動」と呼んで

いる。 

 この論文では、内部状態における感情と言語

的な感情とを結びつけるために、情緒計算手法

を適用した。ここで、ニューラルモデリング分

野の理論(MFT: Modeling Field Theory)に基づ
いて様々な心の内部状態がモデル化されている。 
 
2. 情緒計算手法 
我々が提案している情緒計算手法の概要を説

明する．まず，格フレーム表現された事象に対

して，事象タイプ[2]に応じた情緒計算式[2,3]を適

用することによって快／不快を計算する．計算

には事象中の必須格要素に対してユーザがあら

かじめ持っている好感度を用いる．例えば「太

郎が温泉に行った」という事象では，“主体：太

郎”，“目標：温泉”，“事象：行く”の 3 要素に

対する好感度を計算に用いる． 

好感度は，自分の好きな事物に対して正，嫌

いな事物に対して負の値を持つ．なんとも思っ

ていなければ好感度は 0 である．好感度の値は

[-1.0, 1.0]の実数値で表される． 

各事象タイプの高々3 種類の必須要素の好感

度を三次元空間(情緒空間)の直交軸にベクトル

として配置し，その合成ベクトルの存在する象

限から快／不快を，長さから快／不快の強度を

計算する（図 1）． 

 

 
図 1: 情緒計算手法の情緒空間 
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快／不快の強度 = 321 fff
ρρρ

++  

fS : 主体の好感度 fO : 客体の好感度 
fOF : 出発点の好感度 fOT : 目標の好感度 
fOM : 相互作用の相手の 

好感度 
fOS : 拠り所の好感度

fOC : 属性の補足の好感度 fP : 述語の好感度 
 

表 1: 事象タイプと情緒空間構成要素 
事象タイプ f1 f2 F3

V(S) fS β fP

V(S,OF)  
V(S,OT) fS OFOT ff −  fP

V(S,OM) fS β fP

V(S,OS) OSS ff −  β fP

vi. fS fO fPV(S,O) 
 vt. fO β fP

V(S,O,OF)  
V(S,O,OT) fO OFOT ff −  fP

V(S,O,OM) － － － 
V(S,O,I) fO | fI | fP

V(S,O,OC) fO β fOC

その他 － － － 
 
次に，算出した快／不快を，感情誘発条件理論[4]

に基づいて 20 種類の情緒に分類する．この手法で

は，“他者の視点”，“予測と確認”，“行為の承認／

非難”という条件に基づいて情緒の分類を行って

いる．20 種類の情緒は，以下のように分類されて

いる．“幸福”群に「喜び，悲しみ」，“他者の運命”

群に「嬉しい，ほくそえむ，憤慨，気の毒」，“将

来的”群に「望み，恐れ」，“確認”群に「満足，

安堵，恐れていた通り，失望」，“帰属”群に「誇

り，賞賛，羞恥，叱責」，“幸福／帰属”群に「感

謝，怒り，自己満足，自責の念」がある．各情緒

群には，図 2 のような依存関係がある．なお，図

中のA（B）は“BがAに対して持っている好感度”

を表す． 

 

3. モデリングフィールド理論[3] 
MFT はマルチレベル、階層構造的システムである。

ボトムアップ信号 ( ){ }nX
ρ

は入力のシナプス活性値

である。認知の過程ではトップダウンの概念モデ

ルの信号 ( ){ }nM h
ρ

に一致する。計算的には、モデル

パ ラ メ タ { }hS
ρ

上 で モ デ ル と 信 号 の 集 合

( ){ } ( ){ }),( nMnXL h
ρρ

にある類似性の測度を最大化

する。 

{ } { } ( ) ( )∏ ∑=
∈ ∈Nn Hh

h nMnXlhrMXL )|()(),(
ρρρρ

 

ここで ( ) ( ))|( nMnXl h
ρρ

は、 ( )nX
ρ

とあるモデル

Mh(n)の間にある条件付な類似性を示している。式

は、信号とモデルのすべての実現可能な組み合わ

せを説明する。パラメタ r(h)、概念 h の“重み”

はモデル hに関連した信号{n}の数に比例している。

類似性の最大化ｈ、知識本能の数学的な叙述であ

る。類似性の値の変化は審美的な感情の信号であ

る。信号を概念に関連づけることや、類似性(を最

大化することにより、モデルパラメタを評価する

ことに認知はが行われる。する。 

 MFT における言語と認知の統合は、２種類のモデ

ル、認知や言語モデルをもった世界の事象や状態

を特徴付けることによって得られる。 

Mh(n)={MChc(n), MLhL(n)} 

ここで、HC は認知を意味し、ML は言語モデルを意

味する。 

 
図 2：情緒計算の依存関係 

 
4. おわりに 
 我々は表層的な感情の解析方法として、EGC を
提案してきた。これらは人間の表面的な情報を処

理する技術である。そもそも感情が人間の内在す

る衝動を満たすために認知され、個人の直感的な

知識に関連した感性により表出するものであると

すれば、内在する感情のモデルを構築することが

できるだろう。この論文では、これを MFT による
モデル化を試みた。 
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