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Abstract: Based on the analyses method of subject’s intention from an answer, which has some elements with a 
corresponding degree to affirmation/negation. We can classify those elements into 3 categories:1)affirmative/negative 
description on the yes-no question, 2)direct expression of intention in the answer, 3)indirect expression of intention in 
the answer. These elements are extracted from a surface structure of sentences and a concept of questions. Next, we 
developed an interactive system with dialog function that can analyze emotions of the user and then, response to 
him/her with facial expressions. The dialog system is due to our Emotion Generating Calculations method. In this paper, 
we proposed a dialog system with the facial selection model by the combination of both users’ intention related to 
affirmation/negation and user’s emotion. Finally, we applied our proposed system into health service system for elderly. 
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１ はじめに 

高度情報化社会の発展に伴い，我々がコンピュー

タに接する機会はますます増えており，音声や画像

などのマルチメディアを通じてコンピュータとイン

タラクションを行うシステムが種々開発されている．

ところが，コンピュータの機能が増えるにつれ，操

作方法が複雑になり，その習得が難しくなりつつあ

るという問題点も生じている．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ている[1]． 

また日本では高齢化社会を迎え，介護を要する者

に対し介護保険法が施行されたが，健在者に対する

健康管理についても施策が必要とされてきている．

そのような背景のもとに，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[2]．しかしな

がら，ここでも人間同士の対面的コミュニケーショ

ンと同様な対話を実現していないので，利用者は長

時間の利用に耐えなければならないという問題があ

る． 

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．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[4,9]． 

一方，特定の状況における感情を顔で伝えるため

に，相手の発話内容を解析する必要が生じる．ここ

では，まず質問内容に対する返答発話から肯定／否

定要素の抽出[5]を行う．さらに発話内容から快／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[6]を適用し，

相手の感情を分析する．これらの肯定／否定要素と

快／不快に基づいた生起された情緒を合成すること

により，対話内容に一致する顔の表情を選択するフ

ァジィ推論モデルを提案する．この論文では提案し

たモデルを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に応用し，これを

対話レベルでの問診が実現可能な高齢者健康診断シ

ステムに適用することを目的とする． 

 

２ 返答発話からの肯定／否定要素の抽出[5] 

2.1 肯定／否定要素の分類 

返答発話が持つ肯定／否定の意図を解析するため

に，発話文の表層構造と質問の持つ概念に基づいて

肯定／否定要素を抽出する．図１にシステムの概要

を示す．被験者から音声による返答が行われると音

声認識ソフトによりテキスト化された文章が得られ

る．得られた文章に対して形態素解析及び構文解析

を行う．質問に対する返答発話に，構文的，意味的

に発話意図を示す部分が存在している．ここでは，

高齢者健診システムへの応用を想定しているため，

真偽疑問文に対する返答意図を「肯定」と「否定」



 

 

の２種類に限定し，返答発話中の肯定／否定要素を

抽出することにより，返答発話全体の意図推測に用

いている．このため，解析結果から抽出された表層

的な肯定／否定要素を図２のように次の３つのタイ

プに分類する．すなわち， 

Ａ）質問内容に対する肯定／否定の表明 

Ｂ）直接的な意図表明 

・質問中の主動詞を用いた肯定／否定表現 

・様相をあらわす助動詞の肯定／否定表現 

・肯定／否定を示唆する副詞 

Ｃ）間接的な意図表明 

・間接情報付加 

・非標準理由付加 

・標準理由付加 

 

2.2 返答発話からの発話意図の解析 

システムでは，質問文によるデータ形式と返答発

話のデータ形式の２種類が存在している．各質問文

では，予測される返答に対応するため，「返答述語」，

「間接肯定述語」，「間接否定述語」の３種類のデー

タがある． 

次に返答発話のデータ形式であるが，2.1 節で３

つに分類された表層的な肯定／否定要素が各質問文

のデータに基づいて存在している．つまり，返答発

話から発話意図の各要素を抽出するためには，各質

問文の持つ知識データベースを必要とする．本研究

では，この知識データベースを，広島市内の老人ホ

ームにデイケアサービスとして通う高齢者３０名に

対し，高齢者健診システムを利用した際の対話内容

を記録し、解析の結果をもとに構築した． 

 

図１ 肯定／否定要素の抽出 

 
図２ 肯定／否定要素のタイプ 

 
図３ 感情生起の依存関係 

 

３ 情緒生起式(EGC)と属性値[6] 

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
[8]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．これらの関係は図３に示すと

おりである。 

情緒生起式は，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． 

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 

 

 

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] 

 

４ ニューロファジィによる表情選択モデル 

4.1 顔の画像と基準感情 

 本研究では，図４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． 

   
１ ２ ３ 

   
４ ５ ６ 

   
７ ８ ９ 
図４ 本研究で用いた 9 種類の顔 

 

4.2 ファジィ推論による表情選択モデル[7] 

生起される 20 個の情緒をもとに，図５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，…，Ａ

20 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． 

 
図５ ファジィ推論モデル 

 

4.3 ニューロファジィ推論による表情選択モデル[4] 

与えられた状況にふさわしい感情を顔によって表

現するため，4.2 節で述べたファジィ推論にニュー

ラルネットワークの学習機能を付加する．図６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 ( )naaaa ,,,' 21 L= を与える．出力層で最大

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． 



 

 

 

図６ 顔決定のためのニューラルネットワーク 

 
図７ 感情知識ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを利用した顔決定のﾌﾟﾛｾｽ 

 

５ 感情知識ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを利用した高齢者健診ｼｽﾃﾑ 

対話ではそれまでの会話の内容において感情が変

化することも考えられる．高齢者との対話の中で考

慮しなければならないのは，質問内容により思い出

したくない状況が記憶から引き起こされ，精神的に

落ち込んでしまうようなことが考えられる．特にＱ

ＯＬ(Quality of Life)は，肉体的，精神的な質問内

容が含まれており，被験者の精神状態に少なからず

影響を及ぼすと考えられる．このため，過去の対話

内容をもとに対話プランニングの手法が必要となる．

本論文では，前回までの顔のタイプを個人別に保持

し，これらの値をもとに，現在の発話内容から抽出

される肯定・否定要素や情緒生起式から計算される

情緒値を入力としたニューロ・ファジィ推論により，

感情表現としての顔を選択するモデルを構築するこ

とが可能となる．図７において質問文データに関す

るルールデータベースには，質問文中の単語に各属

性値が定められている．また，好感度データに関す

るルールデータベースには，快／不快の度合いを求

めるために，返答内容で予測される各単語のもつ好

感度の度合いを与えてある．個人の知識データには，

過去の対話において情緒生起式で用いられた単語と

その結果が履歴情報として保持されている．これに

より対話の流れや相手の意図を予測するなどの処理

が可能となる． 

 

６ むすび 

 本論文では，相手の発話内容から肯定／否定要素

を抽出し，情緒生起式により情緒値を求め，これら

の結果に基づいた顔表情選択モデルをニューロ・フ

ァジィ推論により構築した．また，被験者の履歴を

もとに，現在の質問に対する対話プランニングを行

った．さらに，被験者の履歴は，過去の質問におい

て得られた計算結果であるため，これらの結果をも

とに個人の快／不快に対する知識ベースの構築が可

能であると考えられ，今後の開発が急がれるところ

である． 
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