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Abstract: We developed an interactive system with dialog function that can analyze emotions of the user and response 
to him/her with facial expressions. The dialog system is due to our Emotion Invoking Calculations (EIC) method based 
on the Elliot's Emotion Eliciting Condition Theory. The proposed method can judge whether an event is pleasant or not 
and obtain each attribute value for 20 various emotions under that situation. Successfully, we consider adjective relation 
and adverbial phrases and we input their attributes into the EIC, such that we can evaluate strength of each emotion. 
 This system can depict the face according to the context of conversation. Although each attribute value in EIC shows 
one aspect of feeling we must integrate those attributes to express human-like emotions. Then, we applied a fuzzy 
reasoning model for selecting the face proposed by T.Yamashita. In this method, nine faces with three levels of brow 
and eye deflection and three levels of mouth deflection were used to construct the fuzzy reasoning model. In this study, 
we extend Yamashita’s system with eight emotions to a sophisticated system with 20 emotions by neural network. 
 
１．はじめに 
 高度情報化社会の発展に伴い，情報端末を用い

た高齢者の健康支援システム[1]が開発されている

が，コンピュータの操作方法の複雑さ故に，利用

しにくいという問題点がある．そのため，人間と

コンピュータとのインタラクションにおいても，

人間同士の対面的コミュニケーションと同様な

システムが求められるようになってきた[2]． 

人間同士の対面的コミュニケーションの場合，

相手の表情から感情を推測し，その感情に応じて

話の内容，言い回し，表現を変えたりしながら円

滑なコミュニケーションが行われる[3]．このよう

に，対面的コミュニケーションにおける表情の役

割が大きいため，心理学においても表情からの感

情認知に関する研究は多い[4]．そこで，人間とコ

ンピュータとのインタラクションにおいても，コ

ンピュータに人間らしさを与えるために，顔の画

像（以下，顔と略記）をインタフェースとして用

いる試みが多く行われている[5,6,7]． 

 一方，特定の状況における感情を顔で伝えるた

めには，相手の発話内容を解析する必要が生じる．

ここでは，発話内容から快／不快を生起するため

の情緒生起式を与え，生起される情緒の種類と感

情の強さを示す度合いを求めることにより，20 種

類の情緒を生起する手法[8]を適用し，相手の感情

を分析する．生起された情緒からそれに伴う顔の

表情を選択するため，ニューラルネットワークに

よるファジィ推論モデルを提唱し，人間とコンピ

ュータとのインタラクションに感情を考慮した

対話システムの実現を試み，これを対話レベルで

の問診を実現可能とする高齢者健康診断システ

ムに適用することを目的とする． 

２．情緒生起手法と属性値 
 相手の発話内容から快／不快を生起するため

の計算式（情緒生起式）と Elliott の感情誘発条

件理論[9]で定義された感情型を組み合わせること

により，次の 20 種類の情緒を生起する手法があ

る．つまり，「喜び」，「苦しみ」，「嬉しい」，「ほ

くそえむ」，「憤慨」，「気の毒な」，「望み」，「恐

れ」，「満足」，「安堵」，「恐れていた通り」，「失

望」，「誇り」，「賞賛」，「羞恥」，「叱責」，「感謝」，

「怒り」，「自己満足」，「自責の念」である．さら

に，生起されるこれらの情緒に対し，その強さの

程度を表現可能とする手法が目良により提案さ

れている．ここでは，この手法を簡単に説明する． 

２．１ 情緒生起式 

 格フレーム形式で表現された生起事象があり，

主体，客体など格要素に対する語の好感度を事象

のタイプごとに予め用意された情緒生起式に代

入することで，事象の快／不快を求める．事象の

タイプとそれに対応する情緒生起式は表１で示

すものとする．また表中で使われている記号を次

のように定義する． 

Sf ：主体(Subject)の好感度 

Of ：客体(Object)の好感度 

OFf ：出発点(Object-From)の好感度 

OTf :目標(Object-To)の好感度 

OMf ：相互作用の相手(Object-Mutual)の好感度 

OSf ：拠り所(Object-Source)の好感度 

OCf ：属性の補足(Object-Content)の好感度 

Pf ：述語(Predicate)の好感度 

 

 



表１事象タイプと情緒生起式 

タイプ 情緒生起式 
( )SV  PfSf ×  

( )OFSV ,  ( ) PfOFfOTfSf ×−×  

( )OTSV ,  ( ) PfOFfOTfSf ×−×  

( )OMSV ,  PfOMfSf ××  

( )OSSV ,  ( ) PfOSfSf ×−  

( )OSV ,  ( )PfOfSf ××  

 PfOf ×  

( )OFOSV ,,  ( ) PfOFfOTfOf ×−×  

( )OTOSV ,,  ( ) PfOFfOTfOf ×−×  

( )OMOSV ,,  定義なし 

( )IOSV ,,  PfOf ×  

( )OCOSV ,,  OCfOf ×  

その他 定義なし 

 

この情緒生起式では，１文を主体，客体，出発点，

目標，相互作用の相手，拠り所，属性の補足，述

語に分割したそれぞれの好感度の内積から求め

られ，情緒値としてその正負の符号のみで与えら

れていた．ところが，快／不快にも程度があり，

情緒生起における好感度以外の要素から情緒の

強さを表す測度が必要となっている．そこで，[8]

では「強度にのみ影響する格要素を情緒生起式に

追加」，「好感度（好き／嫌い）以外の属性の使用」，

「修飾構造への対応」を考慮する．これには，各

要素に対して注目すべき属性を事象ごとに指定

し，さらに各要素となる対象物にも好感度以外の

様々な属性に対する値を設定する手法が考えら

れている．（詳細は，[8]） 
 
３．ファジィ推論による表情選択モデル 
 次に，ファジィ推論による表情選択モデルの構

築について述べる． 

３．１ 顔の画像と基準感情 

 本研究では，図 1 に示すような，眉と目の傾き

に関する 3 条件，口の形の3 条件の組み合わせに

よる計 9 種類の顔を用いた． 

３．２ ファジィ推論規則の構成 

 [7]では、質問紙調査の結果より，各基準感情

に対して各顔が選択された比率を求めた．本研究

では、２節で述べた情緒生起により求められた属

性値を，各顔がその基準感情を表す表情に属する

程度を表すメンバーシップ度とした． 
 この20個の情緒をもとに，図２に示すような，

20 個のファジィ規則からなるファジィ推論モデ

ルを仮定した．すなわち，20 個の各々のファジィ

規則は，前件部が生起された情緒の属性値を表し，

後件部はその情緒を表す表情に各顔が所属する

程度を表す． 

 ある状況における各々の情緒の属性値が入力

として与えられたとき，Mamdani のファジィ推論

法に従って，それらの複合された感情を表す表情

に各顔が所属する程度を表すメンバーシップ関

数が推定される． 

すなわち，各情緒を表す集合をＡ１，Ａ2，…，

Ａ20 とし，各々の基準感情を表す表情に各顔が所

属する程度を表すファジィ集合をＰ1，Ｐ2，…，

Ｐ20 とし，ある状況における各基準感情の程度を

ａ1，a２，…，ａ20とすると，ファジィ推論モデル

は以下のように表される． 

規則１： 1
1A  and 1

2A  and… 1
20A ⇒ 1P  

規則 2： 2
1A  and 2

2A  and… 2
20A ⇒ 2P  

               ・ ・ ・ ・ ・ 

規則 n： nA1  and nA2  and… nA20 ⇒ nP  

入 力： 1a  and 2a  and… 20a  

結 論：                       Ｐ’ 
ここで，入力 ai とファジィ規則ｎ「 1A  and 2A  

and… 20A ⇒ P 」から得られる推論結果 ′
nP は， 

   ( )znP ′µ ＝ ai  ∧ ( )znPµ  

で与えられ，最終的な結論Ｐ’は， 

    μＰ’（ｚ）＝ 

  μＰ１’（ｚ）∨μＰ２’（ｚ）∨…∨μＰn’（ｚ） 

で与えられる． 

そして，その状況にふさわしい感情を顔によっ

て表現する場合，最大メンバーシップ度を持つ顔，

あるいは2番目に大きなメンバーシップ度を持つ

顔などを選択して表示する． 

   
１ ２ ３ 

   
４ ５ ６ 

   
７ ８ ９ 

図１ 本研究で用いた 9 種類の顔 



 
図２ ファジィ推論モデル 

 

 
図３ 顔決定のためのニューラルネットワーク 

 

４．ニューラルネットワークによる表情選択モ

デル 
 ３．１節で述べたファジィ推論規則をニューラ

ルネットワークで実現する。図３は表情選択を行

うファジィ推論を実行するニューラルネットワ

ークで，入力層，隠れ層，出力層の３層から構成
される．入力層には [ ]1,1− に変換された情緒の属性

値 ( )anaaa ,,2,1' L= を与える．出力層では，最大

メンバーシップ度を持つ顔，あるいは 2 番目に大

きなメンバーシップ度を持つ顔が選択されるよ

うに学習を行う．教師データは，予め与えた情緒

の属性値とそれに対し決定された顔のタイプの

ペアを元に行われる． 

 いま，入力値 'a ，その出力活性の期待値 'b が与

えられたときの各ニューロンからの出力活性は

次のようになる． 

入力層活性値： 

 ′= iaI
iO ， ni ,,2,1 L=                     (1) 

隠れ層活性値： 

 




= H

jnetfH
jO ， mj ,,2,1 L=              (2) 
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θ ， mj ,,2,1 L=      (3) 

出力層活性値： 
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kO ， lk ,,2,1 L=             (4) 
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θ ， lk ,,2,1 L=     (5) 

入出力関数 ( )netf は次のようなシグモイド関数と

する．ただし定数 0>K は十分に小さい数とする． 

( )





 −+

=
)(exp1

1

netK
netf                    (6) 

 また，学習は次の評価関数が最小になるように

行われる． 

2

2





 −′

=
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kOkb

kE ， lk ,,2,1 L=             (7) 

 重みの修正は，次のようになる． 
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属性値の値から顔のタイプを決定する際，出力活

性値が最も大きい，２番目に大きいニューロンに

一致する顔のタイプを表示することになる． 

 

５．高齢者健康診断システムへの適用 

 高齢化社会を迎えるにつれ，介護を要する者に

対し，介護保険法が施行された．また厚生省が「２

１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２

１）」を策定し，健在者に対する健康管理が求め

られている．一方，高度情報化社会に伴い，コン

ピュータが身近な存在になってきており，図４の

ような情報端末を用いた高齢者の健康診断シス

テムが開発されている[1]． 

 ところが，コンピュータを操作するために，ま

ずその操作方法について学習をしなければなら

ないが，その操作方法の複雑さ故に，コンピュー

タの使用を拒否する人も多く存在している．その

ため，高齢者がコンピュータを利用するには，ど



のような機能性が必要であるかを調査した結果，

感情を考慮した対話を可能なコンピュータがあ

れば利用するという結果が得られた． 

 そこで本論文では，図４で示されているような

問診に対する回答を YES/NO の２種類に限定する

ことなく，通常のコミュニケーションと同様に回

答可能とし，その内容を分析することで人間同士

の対面的コミュニケーションの場合と同じよう

に，コンピュータに人間らしさを与える． 

 まず広島市内の老人ホームで，高齢者 15 人に

対し，予め用意した質問に対し口頭で回答を求め

た．これらの音声データをテキスト化し，回答さ

れた文章を分析した結果により，２節で述べた方

法により各情緒の属性値を求める．例えば次のよ

うに属性値が求まる． 

質問「道に迷うことがありますか．」 

回答「広島市内では迷うことはないですね．」 

 場所：広島市内 

 主体：相手・・・・・・・属性値 +0.8 

 事象：迷う・・・・・・・属性値 -0.5 

 様相：否定・・・・・・・属性値 -1.0 

となりこれらの積により属性値が求まる．つまり， 

+0.8 × {(-0.5)×(-1.0)} = +0.4 

 さらに，図５をもとに情緒の種類が求められ，

この例では「喜び」，「嬉しい」，「賞賛」の３種類

の情緒が生起される．このときの教師信号は，次

のようになる． 

{0.4, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0} 

これらの教師信号を与え，ニューラルネットワー

クの学習を行い，実際の対話システムに適用した． 

 

 
図４ Web 上の高齢者健康診断システム 

 
図５ 感情生起の依存関係 

 

６．結論 
 本論文では，高齢者の返答した文章における情

緒を分析し，それらを統合することにより，顔の

タイプを表示した．人間同士の対面的なコミュニ

ケーションには，返答内容を分析し，相手の発話

意図を理解する処理する手法が必要となり，開発

が急がれるところである． 
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