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Summary

We think that psychological interaction is necessary for smooth communication between robots and
people. One way to psychologically interact with others is through facial expressions. Facial expressions
are very important for communication because they show true emotions and feelings. The “Ifbot” robot
communicates with people by considering its own “emotions”. Ifbot has many facial expressions to com-
municate enjoyment. We developed a method for generating facial expressions based on human subjective
judgements mapping Ifbot’s facial expressions to its emotions. We first created Ifbot’s emotional space
to map its facial expressions. We applied a five-layer auto-associative neural network to the space. We
then subjectively evaluated the emotional space and created emotional regions based on the results. We
generated emotive facial expressions using the emotional regions.

1. は じ め に

近年，家庭で人と共生するロボットの開発が盛んであ
り，さまざまなロボットが開発されている [村瀬 01,黒木
02, 黒木 03, 神田 03, Fujita 00]．家庭用ロボットは，人
間の生活環境に適応する必要があり，また，人とコミュ

ニケーションをとるためのインタフェースを備えている
べきである．人間同士のコミュニケーションでは，言語
情報のみならず非言語情報のやりとりも重要な意味を持

つ [辻 97]．非言語情報のうちでも特に，感情や情動など
の心理的情報を人間とロボットとのコミュニケーション
に取り入れる研究は，盛んに行われている．例えば，[小
林 94]は，ロボットが人の感情を認識し，それに対する
反応を人に分かりやすいように表示伝達するためのアク
ティブ・ヒューマン・インタフェースを提唱し，この表示

伝達手段としての顔ロボットの構造・機構と表情表出の
制御について報告している．[柴田 00]は，自律的に心や
感情を持つかのように行動し，人と身体的に相互作用す

るペットロボットを開発しており，この相互作用によっ
て，人に楽しみや安らぎなどの精神的効果を与える可能
性を示している．このように，人間とロボットとのコミュ

ニケーションにおいても感情や情動が議論されるように
なってきた．このような中で，本研究は，ロボットの感情
や情動の表出を人間とのコミュニケーションに導入する
ことにより，2者の円滑な対話の実現を目標としている．

感情や情動の伝達において重要な役割を果たすものの
1つとして，顔表情があげられる．人間同士のコミュニ
ケーションでは，怒りの表情を示すことで相手を威嚇し，
喜びの表情を示すことで相手に好意を伝えることができ
る．このように顔表情は，感情状態を如実に表す．ロボッ
トと人間とのコミュニケーションにおいても同様に，ロ

ボットが内部感情に対応した表情を生成・表出すること
ができれば，人間とのコミュニケーションはよりスムー
ズになると考えられる．

表情を表出可能な顔ロボットとしては，SAYA[原 04]
や kismet[Breazeal 99]などがある．SAYAは人間の顔
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や皮膚の質感を実装しており，人間の表情を忠実に表す．
現在 SAYAは，受付ロボットとして実用化されている．
kismetは頭部をデフォルメした顔ロボットで，強調され
た眉，目，口，耳の動きを使って表情を作り出す．いずれ
も表情によって自らの感情状態を表現し，人とのコミュ
ニケーションの円滑化を図るロボットである．

我々は感性会話型ロボット ifbotを開発している [BDL,
Ohshiro 03, Tamura 03, Kato 04, Ijuin 04, 柴田 04,
Kanoh 04c]．ifbotは，話者の発話内容を認識し，自ら
の感情を表現しながら会話を行うロボットである．ifbot
は，自らの感情を表現するために数十種類の表情を持ち，
これらの表情を表出しながら会話する．人間とのコミュ

ニケーションはロボットに限らず，CGのエージェント
を用いても可能であると考えられる．しかし，ロボット
は物理的実体を有するため，立体感や実在感，空間共有

感などによって感性的因子をより良く表出できると考え
られる [原 04]．特に，ifbotは，複雑な表情表出機構に
よって様々な表情が表出できるため，感性的因子の表出

に向いているといえる．本稿では，CGではなく ifbotと
人とのコミュニケーションにおける ifbot の表情による
感情表現について評価する．

これまで，ifbot の感情を考慮に入れた表情生成とし
て，感情空間を用いて表情を滑らかに変化させる手法が
提案されている [Kanoh 04d]．この文献では，恒等写像
学習を用いて感情空間を構築しているが，空間内での感
情と表情のマッピングを十分に評価しておらず，人間の
感性に見合った表情生成を行えているとはいえなかった．

そこで本稿では，人間の主観に基づいて感情空間を評価
し，評価結果に基づいた表情生成を行うことを提案する．

まず，表情と感情とをマッピングするために，恒等写

像学習を利用して感情空間を構築する．つぎに，感情空
間を用いて表情を生成し，これを主観的に評価する．そ
して，その結果に基づいて感情空間内に感情的な表情を

表出するための領域（感情領域）を設定する．そして，感
情領域を用いて表情生成したときの印象の変化を実験的
に評価し，感情領域を用いることの有効性を示す．

2. ifbot

図 1に ifbotの概観を示す．ifbotは身長 45cm，重さ
9.5kgであり，2つの腕を有し，車輪によって移動する．
図 2に ifbotの表情表出機構の概要を示す．ifbot は表

情表出のために，10のモータおよび 101の LEDを持つ．
モータは，首を 2軸 (同図 θN1, θN2)，左右の目を 2 軸
(同図 θ
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L2 )の方向へ動作させる．LEDは，

頭部（LH）,口部（LM），目部（LE），頬部（LC），涙

部（LT），耳部に配置され，頭部 3色（橙，緑，赤），口
部 1色（橙），目部 3色（緑，赤，青），頬部 1色（赤），
涙部 1 色（青），耳部 1色（橙）を発色する．これらの

図 1 ifbot の概観
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図 2 ifbot の表情表出機構

機構により，ifbotは表情豊かなコミュニケーションを行
うことができる．

3. 感情空間の構築

ifbot の表情特徴を感情空間にマッピングするために
恒等写像学習 [Bishop 95]を使用する．恒等写像学習は，
中間層が絞り込まれた砂時計型ネットワークを持ち，入

出力層に同一の学習データを与え，学習させる枠組であ
る．恒等写像学習を行うことで，学習データに含まれる
内部構造が中間層に獲得される [清水 90]．また，ニュー
ラルネットの汎化性能より，基本表情データの学習のみ

で中間的な表情の生成が可能である．これまでも恒等写
像ネットワークは表情の分析・合成システムに利用され
ている [上木 94, 坂口 97]．
本稿では，図 3に示す 5層で構成される恒等写像学習

ネットワークを使用する． このネットワークは，第 3層
のユニット数が入出力ユニット数より少ない構造を持つ．

5層型の恒等写像ネットワークは，3層型のネットワーク
に比べて優れた非線形写像能力を発揮することが可能で
ある [片山 89]．このネットワークでは，学習によって，
第 3層に入力データを特徴づける情報が抽出される．本
稿では，第 3層に抽出される特徴空間を感情空間として
利用する．

ネットワークのユニット数は 15，45，2，45，15とし
た．すなわち第 3層に抽出される感情空間は 2次元とな
る．表情データの内部構造を 2次元に圧縮することによ
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図 3 感情空間の構築
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図 5 感情空間

り，特徴空間が視覚的に表現される．これは感情空間の
評価や領域分割のために適している．

入力データは，10のモータ出力値と，それぞれの部位
の LEDの出力値をパターン分類したデータとした．
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学習データには，怒り，喜び，悲しみ，驚きの 4つの表情
データを使用した．各表情データは事前に行われたアン

ケート [Kanoh 04d, 加納 04a, 加納 04b] において，怒
り，喜び，悲しみ，驚きの表情として高い支持率を得た
作り込み表情データである．図 4にそれぞれのデータの
表情変化を示す．

構築された感情空間を図 5に示す． 感情空間上の 4つ
の軌跡は，学習に用いた表情データの軌跡を表す．赤が
怒り，緑が驚き，青が悲しみ，シアンが喜びである．それ

ぞれの感情の軌跡が感情空間内で分類されていることが
わかる．次節では，この感情空間を主観的に評価し，各
感情を表出する領域を感情空間内に設定する．
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図 6 アンケート結果

4. 感情領域の設定

人間の主観的評価に基づいて感情領域を設定する．こ
れにはアンケートを用いた．アンケートには，121の表
情を用いた．これらの表情の抽出は以下の手順で行う．

まず，感情空間を 0.0から 1.0まで 0.1刻みで格子状
に区切り，各交点を抜き出す．つぎに，各交点の座標点

を恒等写像学習ネットワークの第 3層に入力し，第 5層
から表情パラメータを出力させる．この表情パラメータ
から表情を生成する．回答者にはそれぞれの表情を基本
6感情 [Ekman 75]と分類不能のいずれかに類別しても
らう．20人に対してアンケートを行った．
図 6にアンケートの結果を示す． 同図において，怒

りと支持された座標点を赤い点，驚きと支持された座標

点を緑の点，悲しみと支持された座標点を青の点，喜び
と支持された座標点をシアンの点で表している．図 6(a)
がそれぞれの感情について 50%以上の支持率を得た座標
点，(b)が 80%以上の支持率を得た座標点を示している．
ここで，アンケートの結果において，50%以上 80%未

満の支持率を得た座標点と 80%以上の支持率を得た座標
点に着目する．これらの座標点周りの一定範囲では同一
の感情を表出していると考え，50%以上 80%未満の支持
率を得た座標点の周りを弱い感情表出領域，80%以上の
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怒り（支持率 90%）
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驚き（支持率 72%）

悲しみ（支持率 86%）
図 4 表情データ
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図 7 主観評価に基づく感情領域

支持率を得た座標点の周りを強い感情表出領域とする．
これに基づき，ifbotの感情的表情表出のための感情領域
を図 7 のように設定する． 同図において，濃色が強い

感情表出領域（強領域），淡色が弱い感情表出領域（弱
領域）である．感情領域を模式化したものを図 8に示す．
ifbotの感情領域では，喜びの弱領域が感情空間の中心付
近にあり，感情的な表情がその周りに分布する．ifbotで
は，エンタテインメント性向上のために，喜びの弱領域
を平静状態のときに使用する．平静状態でも弱い喜びを

表出することにより，人にリラックス感を与えることが
できると考えられる．この感情領域を用いて，ifbotの内
部感情に沿った表情生成を行う．

悲しみ

怒り 喜び

驚き

図 8 感情領域の模式図

5. 感情領域を用いた表情生成

ifbotは数十種類の作り込み表情を持っている．これら
の表情により，感情の表出や，意思の表示，感覚にともな
う表情表現，歌うなどのエンタテインメント表現などが

実現されている．しかし，これらは平静時の表情からあ
る表情へと変化し，平静時の表情で終了する時系列デー
タである．すなわち，ある 1つの感情を長時間継続して
表出することや，感情の変化に伴って表情をなめらかに

変化させることができない．そこで，内部感情を適切に
表現するために感情領域を用いる．

ロボットが感情を継続して表出する場合，ある一定の
表情で静止するよりも，表情に適度な動きを伴う方が自
然である．本稿では，自然な表情表出のために表出表情
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図 9 軌跡の作成

にゆらぎを持たせることを考える．図 9に表情生成の概
要を示す． 感情空間上の時刻 tにおける座標点 P (t) =
(x1(t),x2(t))T を恒等写像学習ネットワークの第 3層に
入力し，表情を生成する．座標点 P (t)は，以下の手続き
で決定される．

(1) ゆらぎ値の決定
以下の式に基づき，時刻 tにおけるゆらぎ値 Xi(t)
を決定する．

Xi(t) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Xi(t−Δt) + 2Xi(t−Δt)2

(0 ≤ Xi(t−Δt) < 0.5)

Xi(t−Δt)− 2(1−Xi(t−Δt))2

(otherwise).
(2)

ただし，Δtは時間ステップであり，t−Δtは 1時間
ステップ前を表す．ここでは，感情空間が 2次元で
あるため，2つのゆらぎ値X1(t)，X2(t)を考える．

(2) 方向ベクトルの決定
手順 (1)で求めたゆらぎ値から，座標点の移動方向
n(t) = (n1(t),n2(t))T を決定する．

n(t) =
u(t)
|u(t)| . (3)

ただし，

u(t) =

(
X1(t)− 0.5
X2(t)− 0.5

)
. (4)

(3) 座標点の決定
点 P (t−Δt)を n(t)の方向に一定距離 dだけ移動
させ，これを点 P (t)とする．

P (t) =

(
x1(t−Δt) + dn1(t)
x2(t−Δt) + dn2(t)

)
. (5)

以上の手続きを繰返すことにより，表情を継続表出する．

6. 実 験

感情領域に軌跡を描く際に，強領域を利用すると感情
強度の高い表情が生成でき，弱領域を利用すると強度の

低い表情が生成できると考えられる．また，時間ステッ
プΔtを調整することでも，生成される表情の印象が変化
すると考えられる．これらを確認するために，本稿では

2つの実験を行う．まず，感情強度の異なる感情領域を
用いたときに生成される表情の印象の変化を調べる（時
間ステップは固定とする）．つぎに，時間ステップを変

化させたときに，印象がどのように変化するかを調べる．

6・1 感情領域の違いによる評価

感情領域を用いることで，感情表出の強さの異なる表
情を生成できることを確認する．図 7にあるすべての感
情の強領域と弱領域から表情を生成する．生成された 8
種類の表情についてアンケートする．アンケートに用い
た表情例を図 10に示す．図 10(a)は悲しみの強領域か
ら生成した表情で，図 10(b)は同弱領域から生成した表
情である．アンケートは，8種類の表情をランダムな順
序で回答者に提示することで行う．回答者にはそれぞれ
の表情を基本 6感情 [Ekman 75]と分類不能のいずれか
に類別してもらう．基本 6感情のいずれかとした場合は，
その表情が表出している感情の強度を 5段階で評価する．
感情強度が最も低いものを 1点，最も高いものを 5点と
して評価点数をつける．20人を対象にしてアンケートし
た．パラメータは，Δt = 100(ms)，d = 0.05とした．
表 1にアンケート結果を示す．強領域の表情には感情

名の末尾に S，弱領域の表情にはWを記した．同図中，
各カラムの左の数値は評価点数，右の数値（括弧内の数
値）は支持者数である．評価点数が高いと感情表出の度
合が強いといえ，支持者数が多いと感情の識別率が高い

といえる．分類不能の場合は，5段階評価をしていない
ので評価点数はない．感情領域上の 4表情の結果を見る
と，強領域の評価点数のほうが弱領域の点数よりも高い

ことがわかる．また，それぞれの表情に対応する感情の
支持率は 50%以上であることがわかる．これらより，感
情領域の強弱を用いて，感情表出の度合を変化させるこ

とができると考えられる．以下に，それぞれの感情に対
する考察を示す．

怒りの表情では，評価点数，感情の識別率ともに高く，

ifbotにおける怒りの表情は識別しやすいといえる．弱領
域（怒りW）の表情では，嫌悪の支持者数が増加する．
ifbotにおいては怒りの表出度合が小さくなると嫌悪に評
価される傾向があることを示している．

喜びでは，弱領域の表情（喜びW）において，嫌悪の
支持者数が多く，またその評価点数が高い．この表情で
は，まぶたの開きが小さくなる．これを眉をひそめたよ

うな表情と評価し，嫌悪に類別する回答者が多かった．

悲しみにおいては，強領域の表情（悲しみ S）と弱領
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(a)  悲しみ（強領域）

(b)  悲しみ（弱領域）

図 10 アンケートに用いた表情例（悲しみ）

表 1 アンケート結果：評価点数（支持者数）

怒り 喜び 悲しみ 驚き 嫌悪 恐れ 分類不能

怒り S 85 (19) 0 0 0 4 (1) 0 (0)
怒りW 71 (16) 0 0 0 16 (4) 0 (0)
喜び S 0 53 (16) 7 (3) 0 0 1 (1) (0)
喜びW 0 28 (10) 2 (1) 0 20 (7) 2 (1) (1)
悲しみ S 0 4 (1) 69 (16) 0 0 14 (3) (0)
悲しみW 0 3 (1) 45 (16) 0 4 (1) 6 (2) (0)
驚き S 1 (1) 4 (2) 0 28 (9) 3 (1) 1 (1) (6)
驚きW 0 3 (2) 0 20 (9) 3 (2) 15 (5) (2)

表 2 表情の変化速度

Δt(ms) d

Fast条件 100 0.05
Slow条件 200 0.05

域の表情（悲しみW）の支持者数は変化しないが，評価
値が減少している．これは，悲しみ Sのほうが感情を強
く表出していることを示している．
驚きの表情では，全体的に支持者数が少なく他の感情

との混同が多くなる．しかし，驚きを支持した回答者の
評価点数は，強領域の表情と弱領域の表情とでは差が見
られた．

6・2 速度の違いによる評価

表情の変化する速度が，印象にどのように影響するか
を調べる．感情ごとに明確な差が見られれば，感情表出
の度合を変化させることができると考えられる．感情ご

との 4領域において，時間ステップΔtを変化させて表情
を生成する．このとき，感情領域の強弱は区別せず，同
一の軌跡を利用する．表情の変化条件を表 2に示す． ア

ンケートでは，表情変化の速い表情（Fast条件）で生成
された表情と，表情変化の遅い表情（Slow条件）で生成
された表情とを同時に提示し，どちらが感情をより強く

表しているかを選択してもらう．なお，各表情がどの感
情に属するかはあらかじめ伝えた．アンケートは 15人
を対象にして行った．アンケートに用いた表情例を図 11

表 3 アンケート結果

表情データ Fast条件 Slow条件

怒り A 12 3
怒り B 11 4
怒り C 11 4
喜び A 8 7
喜び B 12 3
喜び C 13 2
悲しみ A 4 11
悲しみ B 4 11
悲しみ C 2 13
驚き A 11 4
驚き B 11 4
驚き C 12 3

に示す．

表 3にアンケート結果を示す． 同表は，ある感情領域

内の軌跡を利用して，Fast条件下で生成した表情と Slow
条件下で生成した表情の支持者数を示している．

怒りと驚きの表情では，Fast条件下で生成された表情
がより感情強度が高いと評価された．喜びにおいても，喜
び Aには大きな差異が見られないものの，喜び Bおよ
び喜び Cでは，Fast条件下で生成された表情がより感
情強度が高いと評価された．怒り，喜び，驚きの表情で
は，気分が高揚した状態，すなわち表出速度が速い方が
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怒りA

喜びA

驚きA

悲しみA

図 11 アンケートに用いた表情例

感情の表出度合が強くなると考えられる．

悲しみの表情では，Slow条件下で生成された表情がよ
り感情強度が高いと評価された．悲しみのような気分が
消沈した感情を表情に表出する際には，表出速度が遅い

方が感情の表出度合が高くなると考えられる．

本実験の結果から，表情の変化速度を変えることで，感
情表出の度合を変化させることができるといえる．

7. お わ り に

本稿では，恒等写像学習を用いて ifbotの表情を感情
空間にマッピングすることで，ifbotの表情特性を抽出す
ることを試みた．そして，得られた感情空間を人間の主

観で評価し，感情領域を設定した．さらに，感情領域を
利用した表情生成手法を提案した．

実験では，感情領域の設定の強弱により，人に与える
印象が変化することを確認した．また，表情の変化速度で

も感情表出の強度変化を確認した．本手法により，ifbot
の内部感情と対応した表情の生成や，表出される感情の
強度を考慮した表情生成を行うことができると考えられ

る．また，ある 1つの感情を長時間継続して表出するこ
とや，感情の変化に伴って表情をなめらかに変化させる
ことも可能である．本稿では，ifbot の感情表出に関し
て評価したのみであり，一般性は保証されない．しかし，

本研究は，今後登場するロボットの感情表出に関する研
究開発の一助となることが期待できる．

今後の課題としては，発話による感情表現手法の確立
と，発話と表情とを利用した感情表出があげられる．
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