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感性ロボット ifbotの感情空間を用いた
感情遷移に伴う表情変化の主観的影響†

柴田  寛 ＊1・加納  政芳 ＊2・加藤  昇平 ＊1・伊藤  英則 ＊1

　本稿では，感性ロボットifbotと人の表情インタラクションのために，恒等写像学習によって構築された
感情空間内を，表情制御値の変化量が最小となる経路選択して表情表出する手法を提案する．感情空間内
での最小経路は，表情の制御値の線形変化による表情遷移とは異なり，感情的な表情変化を考慮すること
ができるため，違和感の少ない表情を表現できると考える．実験の結果，提案手法は，表情制御値を線形
に変化させる手法と，感情空間内を線形に移動して表情を生成する方法の特徴を組み合わせた表情を表出
できることを確認した．
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１．はじめに
現在ロボットの研究が盛んに行われているが，産業
用ロボットの普及に比べると，家庭用ロボットはまだ
新しい分野といえる．Roomba［1］や番竜［2］に代表さ
れる掃除や警備など，特定の分野に特化した機能を有
するロボットを除けば，ロボットがパートナーとして
家庭内で人と共生するためには，親しみやすさととも
に，多くの機能を操作できる柔軟なユーザインタ
フェースを備える必要がある．パートナーロボットの
インタフェースは，ユーザに馴染みやすく，人が他の
人に対して行う方法に近いものが好ましい．これは，
ロボットと人との意思伝達にも同様のことがいえる．
つまり，インタフェースを介して様々なことをロボッ
トに代行させる以外にも，感情のやり取りを伴ったイ
ンタラクションを家庭内のパートナーロボットに求め
ることも，自然であると考える．そこで本研究では，
ロボットの感情表出を人間とのインタラクションに導
入することで，２者の円滑な対話の実現を目指す．
人と人との感情のインタラクションにおいて，表情
は，言葉と同様に重要な要素を占めている［3］～［5］．
ロボットとのインタラクションにおいても，人がロ
ボットの感情を判断する材料として，表情が重要であ
ると考えられる．

表情を表出可能なロボットとしては，SAYA［6，
7］，Kismet［8，9］，Repliee［10，11］などがある．
SAYAは人間の顔や皮膚の質感を実装しており，人間
の表情を忠実に表す．SAYAの表情は，人の顔筋肉の
動きを定式化したAction Unit（AU）を用いて，デザイ
ンされている．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，耳を有しており，
Arousal，Valence，Stanceの３軸からなる３次元空間
を用いて表情を表出する．具体的には，その空間内に
デザインされた９つのプロトタイプ表情を配置し，そ
れらを用いてさまざまな表情を補間している．Repliee
は人に酷似した容姿を有しており，表情のみならず，
手や腕の動作や呼吸による微妙な動きまで再現できる
ロボットである．いずれのロボットも，モータによっ
て表情を表現し，人とのインタラクションの円滑化を
図ることができる．
我々は感性ロボットifbotを開発している［12］～

［15］．ifbotは人と共存するパートナーロボットに分類
されるが，AIBOやPaPeRoなどのパートナーロボット
と比較し，複雑な表情表出機構を持つ．AIBOは，顔
による表情表現が豊富ではないが，首の動きと感情伝
達についての関連性を示す報告がある［16］．PaPeRo
は，首の動きと目に配置されたLEDによって人と自然
なやり取りを可能としている［17］．他方，ifbotは，自
らの感情を表現するために，顔に，10のモータと101
のLEDを有しており，これを利用して表情を表出しな
がら会話することができる．本稿では，ifbotと人との
インタラクションにおけるifbotの感情の表情表現につ
いて評価する．
ifbotの表情を生成することを考えると，ifbotはエン
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タテイメント性を重視した漫画的な顔構造を持ってお
り，人の顔構造とは異なるため，人のAUは使えな
い．また，Kismetで用いられている合成方法では，
LEDによる表情表出をシームレスに表現するための調
整に非常に手間がかかると考える．そのため，我々
は，ifbotの表情表出のためにニューラルネットワーク
を用いた表情表出システムの研究を行ってきた．
文献［13］では，文献［18］，［19］の手法を応用して，
ifbotに組み込まれた表情の動きを自然に接続する手法
を提案した．しかし，この手法では，組み込みの表情
が表す単一感情を表現する表情は生成できるが，感情
の強さを取り扱えなかったり，複数の感情を同時に表
出する表情を生成することができなかった．この問題
を解決するために，文献［14］では，怒り，悲しみと
いった感情を数値化したパラメータ（感情指定パラ
メータ）で表情を制御する手法を提案している．しか
し，感情指定パラメータとそのパラメータから得られ
た表情の表出する感情に対する人の主観が線形に対応
していないという問題があった．これらに対し，文献
［15］では，恒等写像学習を用いて２次元の感情空間を
構築し，これを用いて人の主観に対応したifbotの表情
表出モデルを提案している．感情空間内に感情を表出
する弱領域と強領域を設定することで，（1）領域の違
いによって感情表出の強度が変わること，（2）表情の
変化速度によって感情表出の強度が変わることを示し
た．しかし，２つの感情間の表情遷移については言及
していない．複数の感情の表情表出を継続的に行うた
めには，何らかの方法で２つの感情間の表情遷移を実
現する必要がある．そこで本稿では，２つの感情間の
表情遷移を実現する手法について考える．
２感情間の表情を変化させる方法としては，まず，
開始表情から目標表情へとモータ制御値などを線形に
変化させて，表情を生成する方法（手法１）が考えられ
る．この方法では，顔の各部位ごとを時間的に変化さ
せるだけなので，部位間が相互的に関係することで得
られる印象を無視することになり，自然な表情表出が
できない可能性がある．この問題を解決するために，
感情空間［15］を用いて２感情間の表情遷移を行う．感
情空間は，（1）学習データとして利用した表情と類似
した表情が表出される，（2）類似した表情は空間内の
近い場所にマッピングされる，という特徴を持つ．こ
の性質を利用すれば，違和感のない表情表現が行える
と考える．しかし，単に，感情空間内における２表情
の座標点間を直線的に移動して表情を生成する方法
（手法２）だと，感情表出の一連性を無視した表情変化
となる恐れがある．そこで，本稿では，感情空間内に
おける表情制御値の変化量が最小となる経路を表情表

出に用いる手法（手法３）を提案する．感情空間内で変
化量が最小となる経路は，表情制御値の線形変化によ
る表情遷移とは異なり，感情的な表情変化を暗に考慮
することができるため，人から見て違和感の少ない表
情を表出できると考える．実験では，以上の３つの手
法を用いて表情遷移を生成し，一対比較によって評価
することで，提案手法の有効性を考察する．

２．感性会話型ロボット ifbot
ifbotの外観を図１に示す．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iN 1，iN 2），左右の目を
２軸（同図i　，i　，i　，i（L）

E1
（L）
E2

（R）
E1

（R）
E2 ），左右のまぶたを２

軸（同図i　，i　，i　，i（L）
L1

（L）
L2

（R）
L1

（R）
L2 ）の方向へ動作させる．

LEDは，頭部（同図LH）,口部（同図LM），目部（同図
LE），頬部（同図LC），涙部（同図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．本稿では，モータの制御パラメー
タをM，LEDの制御パラメータをLとし，以下の表情
制御パラメータSを用いてifbotを制御する．

図２　Facial expression mechanisms of Ifbot

図１　Views of Ifbot
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M はモータの角度，LはLEDのオン／オフ／点灯パ
ターンを指定するので，S はifbotの表情の静止画的な
情報となる．ifbotに S の系列情報を与えることで表
情を変化させることができる．

３．感情空間と感情領域
ifbotの感情を表情にマッピングするために恒等写像
学習を利用する．恒等写像学習ネットワークは，図３
に示すように５層で構成される．第３層のユニット数
は入出力ユニット数より少なく，砂時計型の形状を有
する．恒等写像学習は，入力データを教師信号として
与えることで行われる．本稿では，表情制御パラメー
タ S を入力データとすることで第３層に表情の特徴
を抽出し，この特徴空間を２次元感情空間として利用
する．
まず，ネットワークのユニット数を15，45，2，
45，15とし，図４の怒り，驚き，喜び，悲しみの４
つの作り込み表情データを使用して学習を行った．具
体的には，４つの表情データを構成する表情制御パラ
メータ S をランダムに入力／教師信号として与える
ことで行った．つぎに，学習によって構築された感情
空間に，文献［15］と同様に，人間の主観的評価に基づ
いて感情領域を設定した．具体的には，計121の表情
を感情空間から抽出し，これらが基本６感情（怒り，
驚き，喜び，悲しみ，恐れ，嫌悪）［20］か分類不能の
どれに対応するかを20人に対してアンケートした☆．
表情の抽出は，感情空間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層から表情制御パラ
メータを出力することで行った．つぎに，アンケート
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注目する．
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領域（弱領域），80％以上の支
持率を得た座標点の周りを強い感情領域（強領域）と設
定した．設定された感情領域を図５に示す．同図にお
いて，濃色が強領域，淡色が弱領域である．怒り，驚
き，喜び，悲しみの感情領域は設定されたが，恐れ，
嫌悪の領域は設定されなかった．本稿では，この感情
領域を用いて異なる２つの感情間の表情変化を生成す
る手法を提案する．

4.感情空間探索による表情変化手法
ロボットの表情を継続的に変化させるためには，複
数の表情をなんらかの方法で滑らかに補間する必要が
ある．一般には，いくつかの表情をデザインして，そ
れらの表情を線形関数や非線形関数を用いて補間する
ことが行われる．しかしながら，この方法だと，手間
がかかる上，２つのデザインされた表情が大きく異な
ると，その間に補間される表情が，デザイン者の意図
とは異なる表情となる恐れがある．そこで，本稿で
は，感情空間を用いた表情変化手法を提案する．本手
法の具体的な手続きは以下である．
まず，開始表情および目標表情を恒等写像学習ネッ
トワークに入力して，第３層から感情空間上のそれぞ
れの座標点（x s，y s）T，（x e，y e）Tを取り出す．つぎ
に，この２点を対角線とする正方形を感情空間上に取
り，各辺を N 等分して格子状に区切る（図６参照）．
この格子の交点（以下，格子点）から出力される表情を
表出表情とする．格子点から得られる表情制御パラ
メータの変化量（経路コスト）を計算することで，隣り
合う格子点で表情変化の少ない経路を探索する．対角
上の格子点も隣り合う格子点とする．経路の探索は，
動的計画法で行う．隣り合う２つの格子点（xi，yi）T，
（xj，yj）T 間の経路コストC（i，j）は，以下の式で与え
た．

（2）

ただし，

（3）

ここで，M はモータの制御パラメータ，L はLEDの
制御パラメータ，  はモータとLEDの制御値の荷重比

☆ 本稿では，第３層のユニット数を２としている．これは，人
間の主観的評価に基づいて感情領域を設定するためである．
３つ以上のユニット数になると，主観評価の対象となる表情
が多くなりすぎ，感情領域の設定が困難となる．

図３ Auto－associative neural network（five－layer
perceptron）
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を決めるパラメータである．また， は対角経路の調
整定数である．この経路コストをもとに，経路探索を
行い，最低コストの経路 r（k），k＝0，…，K（Kは路
の長さ）で表情を作成する．すなわち，時刻 t におけ
る感情空間上の座標点（x（t），y（t））T は以下の式で表
現できる．

（4）

図５　Emotional space and emotional regions

図４　Teaching data

図６　Emotional space search table

ここで，T は表情の変化時間である．以下，比較手法
との区別のため，本手法をEIと表記する．
図６は，開始座標（xs，ys）T，目標座標（xe，ye）T，

N＝10としたときの取りうる経路を示したものであ
る．動的計画法の最適性原理を利用するため，経路は
開始座標から目標座標へ向かう方向のみ選択される．
また，感情空間外の経路は選択しないこととする．な
お，実線（対角線）は，5.1.2節で説明する感情空間線
形補間法の経路と等しい．
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５．探索手法の評価
提案する表情変化手法EIの有効性を確認するため
に，シェッフェの一対比較（芳賀の変法）［21］を用いて
評価する．本節では，まず，5.1節で２つの比較手法
について説明し，つぎに5.2節で３つの手法を比較評
価する．

5.1 比較手法

5.1.1　線形補間法（LI）

モータおよびLEDの制御パラメータを線形に変化さ
せて表情を補間する方法を線形補間法（以下，LI）とす
る．LIにおいて，Ss を開始表情制御パラメータ，Se

を目標表情制御パラメータとしたとき，時刻 t におけ
る表情制御パラメータS（t）は，以下の式で表現でき
る．

（5）

ここで，Tは表情の変化時間である．

5.1.2　感情空間線形補間法（ELI）

感情空間の２点間を直線的に進むことで得られる表
情を用いて表情生成する方法を感情空間線形補間法
（以下，ELI）とする．ELIにおいて，感情空間上での
開始表情の座標点を（x s，y s），目標表情の座標点を
（xe，ye）としたとき，時刻 t における感情空間上の座
標点（x（t），y（t））T は以下のように表すことができ
る．

（6）

こうして得られた（x（t），y（t））T から時刻 t における
表情制御パラメータS（t）を生成し，表情制御を行う．

5.2 評価実験

表情変化を生成する手法EI，LI，ELIを比較し，EI
を用いる意味を考察する．図７に示す怒り，驚き，悲
しみ，喜びの４つの感情を開始表情もしくは目標表情
として，各手法で補間し表情を変化させる．これらの
表情は，感情領域を設定した際に，もっとも高い支持
率を得た表情である．開始・目標表情の組み合わせ
は，４つの表情から得られるすべての組み合わせ（12
通り）を考え，それぞれについて３つの手法で表情変
化を生成した．すなわち，表情の組合せ数は36組とな
る．アンケートにはシェッフェの一対比較（芳賀の変
法）を用い，生成表情を被験者に呈示し評価した．ア

ンケート内容を表１に示す．被験者は，呈示された２
つの表情（AとB）を比較して，どちらがより「人間的な
表情か」，「面白い表情か」，「複雑な表情か」の設問に
ついて回答する．回答は，「A，ややA，どちらでもな
い，ややB，B」の５段階とし，各回答に－２から２の
スコア（５点系）を与えた．「人間的な表情」の評価が高
ければ，比較手法に比べて，違和感のない表情遷移が
行えると評価できる．「面白い表情」の評価が高けれ
ば，ロボットはエンタテインメント性の高い表情を表
出できていると考える．ifbotは，家庭用パートナーロ
ボットとして位置づけられているので，この評価値は
高いことが望まれる．また，「複雑な表情」の評価が高
ければ，ロボットが時々刻々とさまざまな表情を表出
していると評価できる．この設問は「面白い表情」と類
似するが，仮に面白くない表情であっても，複雑な表
情表現を行っていれば，この評価は高くなる．面白く
なく，複雑である表情を表出する場合には，エンタテ
インメントの価値が低いと考えられるので，ifbotの表
情としては不適切であると考える．
被験者は，19歳から27歳の大学生の男女51名とし
た．ELIのパラメータ N は実験的に15とした．また，
 は，モータの制御パラメータの次元数とLEDの制御
パラメータの次元数に差があるので，２つの影響をほ
ぼ均等にするために0.3とした．表情の変化時間は，T

＝2.0［s］とした．これは，文献［22］で得られている表
情の変化速度が知覚に及ぼす影響を考慮し，すべての

表１　Questionnaire

図７　Faces used as start and end
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感情の正答率の高くなると考えられる秒数であると考
え，決定した．
シェッフェの一対比較（芳賀の変法）によって得られ
た，人間らしさ（Human－like）についての心理尺度構
成を図８に，面白さ（Interesting）を図９に，複雑さ
（Complex）を図10に示す．これらの図において，右に
行くほど，人間らしさ，面白さ，複雑さが強く表出さ
れていると評価される．また，手法間に危険率１％以
下で有意差がある場合には＊＊を記している．表情表出
の一例として，悲しみから怒りへの表情変化と，悲し
みから喜びへの表情変化の様子を，図11から図13に
示す．
まず，LIに注目すると，LIはELI，EIよりも人間的
な表情ではなく（ p ＜0.01），かつ，ELIよりも面白く
（ p ＜0.01），複雑な表情（ p ＜0.01）であるという結果
を得ている．図11（c）では，泣きながら，やや怒りの
印象を与える表情を表出していたり，同図（h）では，
泣きながら，笑みを浮かべた表情を表出している．こ
のように，LIでは，各部位間での感情表出の制御情報
の同期がとれておらず，２つの感情が混合する場面，
もしくは，２感情以外の表情が表出される場面が多く
見受けられた．このような表情が，人間らしさの低評
価および，複雑さや面白さへの高評価へ影響している
と考える．他方ELIでは，図12（c）のように，悲しみ

図８ Human－like. Larger numerical values indicate
higher evaluations of Human－like

図10　Complex. Larger numerical values indicate higher
evaluations of Complex

図９　Interesting. Larger numerical values indicate
higher evaluations of Interesting

と怒りの間に感情的に中間的な表情が表出されている
ことがわかる．このように，感情空間を利用すること
によって，ELIでは，感情間の遷移に違和感の少ない
表情表出できるため人間的な表情という評価を得たと
考える．
つぎに，EIに注目すると，ELIと同様にLIに対して
人間的な評価には有意な差が見られつつ（ p ＜0.01），
ELIとは対照的に，面白さ・複雑さの評価（ p ＜0.01）を
獲得している．人間的な評価は，ELI同様，感情空間
を用いているので，感情の混合間の少ない中間的な表
情が生成できるため，高くなったと思われる（図13（c）
（h）参照）．LIに対する面白さと複雑さについての評価
が，ELIほど低下しなかったのは以下のように理由付
けられる．
EIは，感情空間を探索して，空間内において表情
制御パラメータを可能な限り線形に変化させるもので
ある．そのため，表情の微小変化に感情のつながりを
考慮することができるため，開始／目標表情と同一の
感情をELIよりも長く表出できる．すなわち，同一感
情における強領域と弱領域のつながりをうまく利用し
た表情表出が可能となる．たとえば，図14では，右上
が開始表情（悲しみ）であるが，ELIによって線形移動
すると，開始後まもなく喜びの感情領域に遷移してし
まう．他方，EIを用いると同図の経路が示すよう
に，悲しみの表情が継続的に表出される．これによっ
て，悲しみの感情は，表情表出時間 T に対してELIよ
りも相対的に長時間表出されることになる．その結
果，EIでは短時間のうちに中間的な表情が表出され
ることになるが，これが面白さと複雑さの評価を与え
る要因になったと考える．ただし，これらの表情は，
恒等写像学習の学習データを基にして得られた表情で
あり，人に対して違和感を与えることは少ないと考え
る．
以上より，EI（提案手法）は，ELIと同程度の人間的
な表情表現に，LIによる表情の面白さと複雑さを付加
した手法であるといえる．ifbotの表情制御手法として
用いることを考えると，人間的な表情を表現しつつ，
エンタテインメント性の高い表情を表出可能なEIを
用いることが有効であると考えられる．
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図11　Facial expressions using LI

図12　Facial expressions using ELI

図13　Facial expressions using EI (proposed method)

636



11感性ロボット ifbotの感情空間を用いた感情遷移に伴う表情変化の主観的影響

2009/10

図14　A route example of EI

６．おわりに
本稿では，恒等写像学習によって構築された感情空
間内を，表情制御値の変化量が最小となる経路選択し
て表情表出する手法を提案した．感情空間内での最小
経路は，表情制御パラメータの線形変化による表情遷
移と異なり，感情的な表情変化を暗に考慮することが
でき，人間的な表情を表現することが可能と考えられ
る．実験では，提案手法は，表情制御パラメータを線
形に変化させる手法の特徴であるエンタテインメント
性と，感情空間を線形に移動して表情を生成する方法
の特徴である人間性という２つの特徴を取り入れた表
情を表出できることを確認した．これにより，文献
［15］で提案されている感情空間を用いて，主観に見
合った単一の感情の表現だけでなく，感情間の遷移も
行えることを確認した．
本稿では２秒間のみの表情変化に注目しているが，
このように短い時間でも，表情表現に変化が加われ
ば，人に与える印象を変えることができることを示し
ていると考える．すなわち，今回得られた結果は，
ifbotの表情を主体にして，会話中のインタラクション
に多様性をもたせられる可能性を示唆している．しか
し，文献［22］では，真顔から感情的な表情までの変化
を，一方，本稿の実験は感情的な表情間の変化を評価
しているので，採用した2.0［s］という表情変化時間が
ifbotの表情変化時間に適しているかわからない．ま
た，ifbotと人の表情の造形・表出には差があるので，
この影響も考慮する必要がある．これらについては今
後調査する必要がある．
本研究は，ifbotが人に違和感のない表情表出を行え
ることを目指している．しかし，本稿の実験では，表
情の違和感や好みについて評価していない．今後，表

情の与える違和感，好みの評価，またここから派生す
る人の表情変化との類似性，急速な表情変化に伴う表
情の混交についての評価を行う必要がある．その他の
課題としては，コスト関数に感情のパラメータを導入
した際の人への心理的影響の評価，および，表情の変
化によるロボットの性格付けを行うことを考えてい
る．
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Subjective Effects of Face Change with Emotion Transition by Using Emotional Space of
Communication Robot“Ifbot”

by
Hiroshi SHIBATA, Masayoshi KANOH, Shohei KATO and Hidenori ITOH

Abstract：
To improve face－ to－ face interactions between people and the robot,“Ifbot”, we propose a facial expression

control method that searches the path with the lowest facial changes in the emotional space created by an auto－
associative neural network. Unlike methods based on linear changes of facial control parameters, our method can
create delightful and humorous face changes. We report that this method shows characteristics that combine the
linear changes of facial control parameters with the linear changes of coordinate points in emotional space. These
results suggest that the facial expressions Ifbot creates using this method can increase diversity of interaction.

Keywords：Kansei robotics, Emotion, Facial expressions, Human－ robot interactttion, Auto－ associative neural net-
works
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