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Abstract: 1n this paper， we reconstruct our mental model based on discussion in philosophy of mind. 
From the point of philosophy， there are two approaches， monism which deals mind and matter with the 
same one and dualism which says mental phenomena are non-physical. 1n this research， we use 
“interactionist dualism." Our mental model is separated into physical network which deals with 
deductive reasoning， affective network which calculates aroused emotions， and mood network which 
transits the mental state of the computer agent. Furthermore， some nodes in mental network and 
physical network are connected each other based on causal relationship so that complex facial 
expressions are represented as the variance of the agent behavior. 

1 .はじめに
これまで心や感情といったものは，あいまいでと

らえどころが無く，研究の対象とはなり得ないと言

われていた.しかし，測定機器や手法の発展や，シ

ミュレーションを行うコンビュータの進化などによ

り，近年ようやく心の働きを科学的にとらえようと

いう機運が高まっている[1][2].

以前我々では，発話内容から相手の感情を理解し

たり，コンビュータエージェント自身に生起させた

感情を機械学習によって合成した表情画像として表

出したりするといった研究をしている[3][4].そして

今後の応用分野としては，メンタルケアのためのカ

ウンセリングの構築や，人に優しい，人の気持ちを

考慮したインタラクションシステム[4]などを考え

ている.このような研究を進めていくには，情報科

学の知識だけではなく，他分野の研究成果との融合

の必然性を感じている.

コンビュータ上で感情処理を実現するためには，

感情処理のモデ、ルを構築する必要がある.とはいえ，

必要と思われる手法を場当たり的に継ぎ足していけ

ば，そのモデルは現実の心とは遠く離れた存在にな

っていく.哲学の世界では，心とはどういうものか，

また，心と身体はどういう関係にあるのかについて

論じる心身問題というテーマがある.

本研究では，我々がこれまで提案してきた心のモ

デ、ルに対し，心身問題での議論を踏まえた形で新し

い心のモデルを提案する.これにより，生起した気

分状態が行動に影響を与えることについての理論的

根拠を示すことができる.

本論文では，まず 2章で心と身体の哲学的関係に

ついて述べ， 3章で我々の提案している感情計算処

理について述べる.そして 4章で哲学的議論を考慮

した心のモデルを提案する. 5章で提案システムの
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シミュレーション結果を示したのち， 6章でまとめ

を行う.

2. 心と体の哲学的関係
心の哲学の世界では，最も基本的なテーマとして，

心身問題というものがある.これは，心と体の状態

との間の関係[5]，つまり一般的に非物質的であると

考えられている心というものが，どうして物質的な

肉体に影響を与えることができるのか，そしてまた

その逆もし、かに可能なのか，を説明しようとする問

題である.心身問題に対するアプローチは一元論と

二元論に分けられる.

一元論は心と体が存在論的に異なるものだという

主張を認めない考え方で，唯一の基礎的実体だけが

存在すると主張する.一方，二元論は心的現象を非

物理的なものとする[6]. 二元論には，相互作用説，

心身並行説，機会原因説，随伴現象説などがある.

我々では，物理的事象から快不快を検出し，その

事象の生起した状況から 20種類の情緒を生起する

手法を提案している.さらに 生起した情緒からエ

ージェントの気分を算出し，それに応じて表情や動

作を変化する手法を提案している[3][4].この手法を

前述の心身問題に当てはめると，物理的事象も心的

状態も全てコンビュータ上の処理として実現してい

るため，物理的事象と心的状態を区別しない一元論

が合っているように思う.しかし，現在想定してい

る外界(物理的事象)のシミュレーションは不完全

であり，全ての感情処理(心的状態)を外界の処理

に還元することは不可能である.そのため本研究で

は，物理的事象と心的状態を別のものとして扱う二

元論を採用する.二元論には物理的事象と心的状態

の因果関係性により，さまざまなタイプがあるが，

本研究におけるモデルでは，物理的事象→心的状態
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(情緒)と，心的状態→物理的事象(表情，動作)の 2種

類の因果関係があることと，心的状態の変化の要因

に，一つ前の心的状態が含まれていることから，二

元論の相互作用説を想定したモデルを構築する.

相互作用説[6]は，心の状態，例えば信念や欲求と

いったものを物理的な状態と因果的に相互作用する

ものとして捉える立場である.心理状態と物理的出

来事の因果関係の例として 例えば子供が熱せられ

たストーブに触れたら(物理的出来事)痛みを引き

起こし(心的出来事)，彼は悲鳴をあげ(物理的出来

事)，それが次に母親の恐怖と保護の感覚を引き起こ

す(心的出来事) [7]. 

図 1に相互作用説に基づく我々の手法の関係を示

す.前述の通り，物理的事象から情緒を生起する手

法(情緒計算手法)により，気分の動因となる情緒

が生起する.そして，現在の気分状態と生起情緒か

ら，次の気分状態を算出する.気分状態は喜び，悲

しみ，驚き，怒り，恐れ，嫌悪，平常の 7つのノー

ドを持つネットワークで表されている(心的状態遷

移ネットワーク [8]).なお，物理的事象から物理的

事象へ，心的状態から物理的事象への因果関係につ

いては，現在実現手法を検討中であるが，基本的に

物理的事象から物理的事象への因果関係は演緯的推

論[9]を，心的状態から物理的事象への因果関係は欲

求に基づくプランニングにそれぞれ相当する.
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図 1 相互作用説と提案手法の対応

3. 感情処理の手法
3. 1.情緒計算手法

情緒計算手法では，エージェントが認識した事象

(出来事)の内容に対してエージェント自身が感じ

ている情緒を計算する.計算には事象中の格要素に

対して発話者があらかじめ持っている好感度を用い

る.そしてこれらの好感度を情緒計算手法に適用す

ることで，快/不快を判別する[3][4]. 

さらに，生起した快/不快を，入力事象の状況(他

者の視点，生起する時間，予測していたか否か，行

為者)を考慮して， 20種類の情緒に分類する[3].各

情緒には図 2のような依存関係がある.図中の A(B) 

は“BがAに対して持っている好感度"を表す.

3.2. 心的状態選移ネットワーク

我々は，エージェントの感情を表現するために心

的状態遷移ネットワーク [10]を用いて気分を遷移さ

せる.情緒計算手法で生起した情緒がどの気分に対
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図 3 心的状態遷移ネットワーク

現在の気分Scurで情緒グループロ iの情緒が生起し

たときの選移先をnext(Scur ， i)とおくと，

emo = argmax[ ei 
_" 11， 1壬i三9 (1) 

~ cost(Scur' next(Scur' i)) ') 

式(1)の θmoが求められ next(Sc~r ， emo)から次の気

分が算出される.

4. 心の階層モデル
本研究では，心の持っさまざまな処理のうち，物

理的事象に基づいて気分を変化させる働きと，気分

によって物理的状態が変化する働きに注目する.図

4に本研究における心の階層モデルを示す.物理的

ネットワークは一般推論に基づく因果関係によって

結ぼれている.情緒ネットワークは図 2の情緒計算

手法による生起情緒の依存関係のネットワークであ
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る.情緒ネットワークにおける情緒の生起は，関連

する情緒の生起だけではなく，入力事象の属性が関

係する.この属性としては，行為者が誰かや未来の

事象かなど，物理的因果関係から得られる情報も関

係している.気分ネットワークは図 3の心的状態遷

移ネットワークが対応している.情緒ネットワーク

で生起した情緒に基づいて気分状態が遷移する.新

しい気分状態は，現在の気分状態と生起情緒から算

出される.そして気分状態は，表情や行動，さらに

は心拍数の上昇や筋肉の緊張など，さまざまな形で

物理的である身体に影響を及ぼす.なお，物理的ネ

ットワークと気分ネットワークは，状態が遷移しな

い状況を自己ループによって表している.

Physical N告知ぬr主

図 4 心の階層モデル

5. 実行例

総e泌総

Net¥.'.'ork 

本提案手法の妥当性を検証するため，携帯小説「恋

空[11]の 1シーンでの登場人物の心理状態をシミュ

レートした.以下にシミュレートに用いたシーンの

あらすじを示す.

美嘉とアヤとユカの三人は弁当を食べている.

一人の男が三人に話し始める.

「こんちわー!俺の名前はノゾム.隣のクラスなん

だけど一知ってる ?J

三人は知らんぷり.

ノゾムはイケメンだが，性格は軽い.

「あれー無視?俺と友達になってよ P番号交換し

ようぜ!J 

美嘉はしつこいノゾムにイライラしながら無視.

その時

「ええーどうしよ.まあいいよ!交換しよ.TJ

とアヤが言った.

以下に本提案手法によるシミュレーション結果を示

す.なお，美嘉は軽い男が嫌いだが，アヤはイケメ

ンが好きという設定である.
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(A)美嘉の心理

情緒の生起:

事象:ノゾムが美嘉達に話しかける

述語 (P) “話しかける円:+0.5 

主体 (S) “ノゾム".・0.5

目標 (OT)=“美嘉達":+0.9 

快/不快判別 = (ん，んT，ん)

=(-0.5ラ+0.9，+0.5)→不 快

(1)“不快"が生起している

→“苦しみ"が生起

(2)動作主は“ノゾム"&“美嘉門にとっての事象=“不快"

→“ノゾム"に対して“叱責'が生起

(3)“苦しみ"が生起&“叱責"が生起
→“ノゾム刊に対して“怒り"が生起

気分状態の遷移:

現在の気分状態→“平常"

次の気分状態→“怒り"

物理的事象への影響:

ノゾムへの対応をプランニング

→悪印象(性格が軽い)の相手と関わりたくない

→知らんぶりする(無視)

情緒の生起:

事象:ノゾムが再び美嘉達に話しかける

述語 (P) “話しかける刊:+0.5 

主体 (S) “ノゾム".ー0.5

目標 (OT)=“美嘉達":+0.9 

快/不快判別 = (ん，んT'ん)

=( -0.5，+0.9，+0.5)→ 不 快

(1)“不快"が生起している

→“苦しみ"が生起

(2)動作主は“ノゾム"&“美嘉"にとっての事象=“不快"

→“ノゾム"に対して“叱責"が生起

(3)“苦しみ刊が生起&“叱責"が生起
→“ノゾム"に対して“怒り"が生起

気分状態の遷移:

現在の気分状態→“怒り"

次の気分状態→“怒り"

物理的事象への影響:

怒りの気分状態が態度に表れる

→イライラする

(B)アヤの心理

情緒の生起:

事象:ノゾムが美嘉達に話しかける

述語 (P) “話しかける":+0.5 

主体 (S) “ノゾム":0

目標 (OT)=“美嘉達":+0.9 

快/不快判別 = (んラfOT'fp) 

=(0，+0.9，+0.5)→快不快無し

→“ノゾム刊に対して情緒生起無し



第15回日本知能情報ファジィ学会中国・四国支部大会講演論文集(December4， 2010) 

気分状態の遷移:

現在の気分状態→“平常"

次の気分状態→“平常押

物理的事象への影響:

ノゾムへの対応をプランニング

→ノゾムに興味が無い

→知らんぶりする(意識しない)

情緒の生起:

事象:ノゾムが再び美嘉達に話しかける

述語 (P) “話しかける":+0.5 

主体 (S) “ノゾム":+0.5 
目標 (OT)=“美嘉達":+0.9 

快/不快判別 = (js，jOT，jp) 

=( +0.5，+0.9，+0.5)→快

(1)“快"が生起している

→“喜び円が生起

(2勾)動作主は

“アヤ"にとつての事象=“快"

→“ノゾム"に対して“賞賛"が生起

(3)“喜び"が生起&“賞賛同が生起

→“ノゾム"に対して“感謝"が生起

気分状態の遷移:

現在の気分状態→“平常"

次の気分状態→“喜び"

物理的事象への影響:

ノゾムへの対応をプランニング

→相手は好印象(イケメンと気付く)

→番号の交換に応じる

6. まとめ
本論文では，我々が従来提案している物理的事象

から生起情緒や気分状態を計算する手法について，

心の哲学の議論をもとにしてモデ、ル化を行った.本

研究では，物理的事象と心的状態を分けて扱うため，

さらには物理的事象から情緒を生起することや気分

状態によって身体状態が変化することから，二元論

の中でも相互作用説をベースとして心のモデ、ノレを作

成した.心のモデノレには，物理的階層と心理的階層

があり，さらに心理的階層は情緒ネットワークと気

分ネットワークの 2つの階層からなる.これにより，

従来は一つの入力事象にしか対応できなかったモデ

ルが，物理的階層で推論処理を行うことにより，よ

り多くの感情を生起できるようになった.また，気

分状態を物理的階層にフィードバックすることによ

り，気分に応じた行動や身体状態を生成できるモデ

ルとなった.

今後の課題としては，物理的事象の因果関係を実

現するための一般常識的推論規則の作成L 気分状

態に応じた行動の変化に関する処理を追加していく

予定である.
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