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1. はじめに
現代社会はストレス社会であり，多くの人々が様々な
ストレスを感じながら日常生活を送っている．ストレス
とは，精神的，心理的な性質を持つストレッサ（何らか
の有害な刺激）を処理するときに生じる生体的反応であ
る 1) ．環境との相互作用の中で引き起こされるストレス
反応の過程は，生理的反応と共に心理的過程を伴ってお
り，特に個人の認知的な処理過程が重要である．すなわ
ち，ストレッサに曝された場合のストレス反応を「生体
面」「心理面」「行動面」のそれぞれの指標の相互関係
に着目して捉える必要がある．日常生活の中でストレス
が蓄積されると，胃痛や息苦しさなどの生体面，不安や
イライラなどの心理面，酒やタバコ，落ち着きが無いな
どの行動面に現れる．また，ストレスは脳にも影響を与
え，通常は心身のバランスが取れるように応答をしてい
るが，過度のストレスを受けると心身に異常をきたすよ
うになり，うつ病などの精神的な病気を発症することが
報告されている 1) .
一方，顔は心の窓と言われ，その人の健康状態や心の
在りようなど様々な情報を発信している．親しい友人や
家族間では，表情の微妙な変化から体調やストレスの状
態などを読み取りながらコミュニケーションを行うこと
ができる．実際の表情表出は，複数の感情に対応する表
情がブレンドされた中間的な表情があり，口元は微笑み
ながら目は泣いているといった，複数の感情を並列的に
表出した表情であることが多い．また，顔という対象の
形状が人それぞれで異なるように，表情表出の仕方，例
えば，ある感情をどの程度の大きさの顔面変形として表
情に表出するかについては個人差が存在する．我々は，
以前提案した表情空間チャートという枠組みを用いて，
ストレスと表情表出の関係性を検証した結果，ストレス
の蓄積程度の違いが表情の種別や表出プロセスに影響す
ることを明らかにした2) ．
本研究では，行動面の指標として，被験者が自ら発す
る意図的な表情を対象とし，赤松 4) が定義する顔の静的
多様性と動的多様性を同時かつ複合的に扱うために，顔
の目元の変化に着目した関心領域（顔上部），口元の変
化に着目した関心領域（顔下部），表情筋の動きに伴う
顔パーツの形状や幾何学的変化に着目した関心領域（顔
全体）を設ける．一方，心理面の指標としては，心理的
ストレス反応測定尺度(Stress Response Scale-18 : SRS-18)3)
を使用し，心理的ストレスを決定付ける 3 つのストレス
因子，および各ストレス因子を特徴付ける 18 のストレス
要因を算出した．表情と心理的ストレスの相互関係を解
析するためには，表情変化を定量化した表出程度と心理
的ストレス因子およびストレス要因の対応関係を記述し

Sakura Kadowaki

た長期間に渡る大量のデータを扱う必要がある．ベイジ
アンネットワーク(Bayesian Networks: BNs) は，複数個の確
率変数の相互関係をグラフ構造で可視化できる．我々は
BNs を用いて，心理的ストレスの蓄積程度と表情表出の
相互関係をグラフィカルに表現し，表情表出に影響を及
ぼすストレス因子と要因を表情の種別（喜び，怒り，悲
しみ）や性差から分析する．評価実験では，男女別およ
び被験者全体のストレス要因モデルを構築することによ
り，性差で特徴付けられるストレス因子と要因を特定し，
心理的ストレスの影響が現れ易い表情の種別や顔部位の
解析を試みる．

2. 周辺研究
ストレス測定方法は，接触型と非接触型の 2 種類に大
別できる．接触型の唾液アミラーゼモニタ 5) は，唾液中
に含まれるアミラーゼの成分量からストレスの程度を定
量的に測定できる．簡便にストレスを計測できるツール
として有用ではあるが，測定用チップを口に咥える必要
があることから，特に女性被験者に対する心理的な負担
と抵抗感が大きい．一方，脈拍を用いたストレス計測シ
ステム 6) は，接触型ではあるが唾液システムと比較して
心理的な負担は少ない．しかし，脈拍を正常な状態にす
るために，被験者を一旦安静な状態にする事前準備が必
要である．また，脳波を用いたストレス計測システム 7)
は，タスク前後の脳波からリラックス状態や緊張状態な
どを計測できるが，測定時の電極の接触不良や筋肉の緊
張が発生すると正常な測定が継続できない等の問題点を
有する．
非接触型の代表的なストレス測定法として，質問用紙
によるストレス測定が挙げられる．世界的に普及してい
る POMS (Profile of Mood States) 8) は，65 項目の質問から
構成されており，簡易型の POMS でも 30 項目の質問があ
る 9) ．一方，より少ない項目数で青年から成年まで幅広
い年齢層を対象としたチェックシートとして，鈴木らに
よって開発された SRS-18 がある．SRS-18 は 18 項目の質
問から構成され，日常生活で経験する心理的ストレス反
応を，短時間で簡易的にストレス高群と低群に分類する
高い弁別力を持つ．また，チェックシートの大半が臨床
症状の査定を目的としているのに対して，SRS-18 は健常
者が日常的に接する事象に関する質問項目が多い．
接触型では計測自体が被験者に心理的負担を与える可
能性があるのに対して，非接触型では被験者に与える心
理的負担は一般的に軽減される傾向がある．スカイプに
代表される対面コミュニケーションでは，カメラの利用
が一般化しており，特に若年層は，新たなコミュニケー
ション手段として積極的に活用している．また，監視カ
メラはスーパーや病院など日常の生活空間に溶け込んで
おり，カメラによる撮影に違和感を持つ機会は明らかに
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減少している．すなわち，カメラの前で演じる表情変化
からストレスを計測する手法は，非接触かつ非侵襲的で
あるため，被験者に及ぼす肉体的・精神的負担が比較的
少ないと考える．

表1

質問事項とストレス因子（SRS-18）

3. データセット
3.1 データセットの特性
日常的に抱える心理的ストレスと意図的な表情表出の
相互関係を記述し，定量的な解析を行うためには，十分
なデータ量の確保が重要となる．本研究では，男女別の
ストレス要因モデルを構築するために，表情の撮影期間
を長期に設定した独自のデータセットを目指した．同一
被験者を対象に表情表出の撮影とストレス状態のチェッ
クを複数回実施した．具体的には，10 名の被験者を対象
として， 3 表情（喜び，怒り，悲しみ）について，7 ～20
週間にわたり表情画像を取得した．被験者の内訳は，女
子大学生 5 名（A，B，C，D ＝ 19 歳，E＝ 21 歳），男子
大学生 5 名（F，J ＝ 19 歳，G，H，I ＝ 22 歳）の合計 10
名である．表情撮影は，1 回の測定で喜び，怒り，悲しみ
の順に 3 表情の表情表出データを取得しており，総デー
タ数は男性が 49 データ，女性が 59 データである．
実験で扱う表情データは，画像サイズが縦 90 × 横 80 ピ
クセルの正面顔画像とし，この画像を全体の顔領域とす
る ． ま た ， こ の 顔 領 域 に 対して，目元に着目した領域
（縦 40 × 横 80 ピクセル）を顔上部，口元に着目した領域
（縦 50 × 横 80 ピクセル）を顔下部と定義する．
なお，全ての被験者に対して，研究倫理規定に基づき
事前に実験内容を十分説明し，被験者の自由意思により
実験参加の同意を得た．さらに，特定の被験者からは，
実験参加の同意と併せて顔画像掲載の許諾に関する同意
も得ている．

表2

4 段階の評定換算表

3.2 対象表情の選定
被 験 者 の 負 荷 軽 減 を 図 る た め ， 撮 影 対 象 の表情は，
Ekman 13) が提唱する基本 6 表情から「喜び」「怒り」
「悲しみ」の 3 表情を選定した．その他の表情を除外した
理由を以下に示す．Ekman は，日本人は笑顔で嫌悪感を
隠す傾向があると指摘していることから，「嫌悪」表情
の表出は難しいと判断し除外した．また「恐れ」表情の
場合，日常生活で感じる機会が少なく，表出の仕方が分
からないという意見が多くあったことから撮影対象外と
した．最後に「驚き」表情の場合，恐怖，喜び，安堵，
怒り，落胆といった感情に溶け込み易い性質を有する 13)
ことより，複合表情として表出される可能性が高いため
撮 影 対 象 外 と し た ． し た がって，表情表出の容易性と
Russell の円環モデル 12) における各象限での布置を考慮し，
撮影対象を「喜び」「怒り」「悲しみ」の 3 表情とした．
撮影環境は，室内の一角にカーテンで仕切られた表情
撮影用スペースを設け，被験者の頭部がフレーム中に含
まれる状態で撮影した．あらかじめ被験者には，頭部を
あまり動かさないで表情を表出するように指示して撮影
したため，一定の範囲内に顔領域が収まっているが，微
少な変動に対しては，テンプレートを画像上で移動させ
ながら表情画像と比較し，次いで画像間の差分情報を利
用することによるテンプレートマッチングによって補正
した．被験者には 20 秒間を目安に自分のタイミングで同

一の表情表出を 3 回繰り返し，3 回表出し終えたら無表
情を継続するよう指示した．カメラのサンプリングレー
トは毎秒 10 フレームに設定し，1 セット 200 フレームの
画像列から構成されるよう設定した．

3.3 心理的ストレスの測定
SRS-18 の質問項目と対応するストレス因子を表 1 に示
す．心理的ストレス反応としては，日常的に体験するス
トレッサによって引き起こされる不安感や怒り，無気力
や集中困難などがある．測定内容としては，「抑うつ・
不安」「不機嫌・怒り」「無気力」の 3 因子に対するス
トレス反応が対象となる．各因子に 6 項目が対応する質問
形式で，回答は「全くちがう」から「その通りだ」の 4
件法で，それぞれ 0～3 の得点が与えられる．したがって，
各因子は 0～18 点の値を保有し，得点に応じて 4 段階の
評定値（レベル 1 からレベル 4）に分類される．さらに，
3 因子の合計得点により 4 段階のストレス反応程度（弱い，
普通，やや強い，強い）が算出される．4 段階の評定換算
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表を表 2 に示す．男性の場合，合計得点が 0～7 点の時に
ストレス反応程度が「弱い」，8～19 点で「普通」，20～
31 点で「やや強い」，32～54 点で「強い」に分類される．
一方，女性の場合は，0～10 点で「弱い」，11～21 点で
「普通」，22～32 点で「やや強い」，33～54 点で「強
い」に分類される．また，各因子の 4 段階評定値も，ス
トレス反応程度と同様に得点の合計値で決定する．
なお，SRS-18 への記入は表情撮影前に行い，表情の表
出に影響を与えないようにするために，得点は被験者に
提示していない．

表情の前処理
顔画像の取得
ヒストグラムの平滑化

原画像

Gabor wavelet 変換
粗視化処理
顔全体
表出強度抽出
SOMs

3.4 表出強度

3.5 表出強度の抽出方法
本研究における処理手順の全体構成を 図4に示す．前処
理として，時系列表情画像に対して輝度値の正規化を行
い，照明条件などによる濃淡値の影響を軽減する．また，
ヒストグラムの平滑化によって，画像の明瞭化とコント
ラストの調整を行う．さらに，特徴表現法として Gabor
Wavelets特徴の方位選択性により，目，眉，口，鼻といっ
た表情のダイナミクスを特徴づける顔パーツを強調する．
Gabor Wavelets変換した時系列表情画像に粗視化処理を行
うことで，情報量の圧縮と顔画像を撮影する際に発生す
る微少な位置ずれの影響を緩和する．
次に，被験者が意図的に表出した表情を対象として，
時間軸方向への圧縮による正規化と表情表出における位
相変化を抽出するためにSOMs（Self Organizing Maps）15)
を用いて表情パターンの分類を行う．さらに，SOMsによ
り分類した表情画像を，安定性と可塑性を併せ持った適
応 的 学 習 ア ル ゴ リ ズ ム で あ る Fuzzy ART （ Adaptive
Resonance Theory）16)を用いて再分類する．これら2つの
教師なしニューラルネットワークを用いた表出強度の取
得手順を図5に示す．粗視化処理を施した時系列表情画像
の輝度値情報をSOMsにより学習し，表情の位相変化が類

顔上部

顔下部

喜び
15
10

結合荷重

表情を扱った研究では，顔構成要素である顔パーツの
動きを追跡し，その動きから顔面筋の収縮を検出し表情
認識を行う手法がある 10) ．また，各顔パーツの動きに関
するタイミング構造をモデル化し，表情を認識・表現す
る手法も提案されている 11) ．表情を扱った先行研究とし
て，顔画像から表情を認識する研究はあるが，表情の表
出プロセスと心理的ストレスの相互関係を定量的に解析
した研究は少ない．我々は，個人固有な表情空間を定量
化するための指標として，表出強度という概念を提案し
た 2)．表出強度では，目や眉，口などの顔パーツの動き
に伴う変形量を位相変化として捉え，位相変化の程度を
特徴量としてカテゴリ化する．次に，無表情（真顔）を
基準として位相変化の程度に応じてカテゴリを並び替え
る．無表情からの変形度合いを表出強度と定義する．
本研究では，顔パーツの各特徴点の対応関係に着目し
た手法ではなく，顔画像全体から表出強度の特徴表現に
適した見え方ベースの手法を用いる．表情表出に関する
局所的な特徴量の変化は，見え方ベースよりも特徴点ベ
ースの方がより細かな記述が可能であるが，特徴点を検
出し追跡するための処理に多くの計算負荷を要する．ま
た，大量のサンプルに対して自動的に処理する際に，精
度と安定性において課題が残っている．したがって，人
間の視覚特性に基づき，Gabor Wavelets 14) で特徴表現さ
れた顔画像全体を扱う見え方ベースの手法を採用する．

Gabor wavelets 粗視化画像
変換画像

Fuzzy ART による学習

1

SRS-18

怒り

悲しみ

Bayesian Network

図4

無表情

5

表情空間チャート

処理手順の全体構成

似する顔画像ごとに15個の写像ユニットに分類する．次
に，これら15個の写像ユニットの中でも類似したユニッ
トをFuzzy ARTで同一のカテゴリに統合する．さらに，
Fuzzy ARTによって統合されたカテゴリを無表情から最大
表出まで並び替えることで，表情の表出程度を定量的に
ラベル化した表出強度を取得する．

4. ストレス要因モデル
BNs は，対象問題の複雑な依存関係をグラフ構造で可
視化し，変数間の依存関係を非循環有向リンクで表現し
た確率モデルである 17) ．BNs は，確率変数をノードで表
し，ノード間を有向リンクで結合して変数間の依存関係
を確率分布として定義する．有向リンクの元にあるノー
ドを親ノード，有向リンクの先にあるノードを子ノード
と呼ぶ．ここで，X を求めたい確率変数とし，観測された
変数の値を e とする．α を正規化定数，親ノード，子ノー
ドから伝播する確率をそれぞれ π，λ とすると，次式によ
り任意の事後確率を局所的に計算できる．すなわち，BNs
を使って確率推論することにより，目的とする確率変数
の確率分布を求めることができる．

P(Xj je) = αλ(Xj) π(Xj)．

(1)

本研究で扱うストレス要因モデルは，ストレス要因に
相応する 18 ノード，ストレス因子に相応する 3 ノード，
およびストレス反応程度に相応する 1 ノードの計 22 ノー
ドと，3 表情（喜び，怒り，悲しみ）の各顔領域（顔全体，
顔上部，顔下部）に現れる表出強度に相応する 9 ノード
を合わせた 31 ノードから構成される．ここで，SRS-18 の
特性に基づき，「抑うつ・不安」「不機嫌・怒り」「無
気力」の各ストレス因子は，対応する 6 つのストレス要因
を親ノードに，ストレス反応程度を子ノードに持つ．な
お，心理的ストレスが意図的な表情表出に影響を与える
という前提条件に基づき，各ストレス因子を親ノードと
して，各表情の表出強度を子ノードに有向リンクを手動
設定した．
ストレス要因の 18 ノードは，全てのノードで「全くち
が う 」 「 い く ら か そ う だ 」「まあそうだ」「その通り
だ」の 4 件法で，それぞれ 0～3 ポイントが付与される．
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図5

表出強度の取得手順

な お ， ス ト レ ス 反 応 程 度 は，合計得点により「弱い」
「普通」「やや強い」「強い」の 4 段階で評定されるが，
今回実験に用いたデータセットでは，ストレス反応程度
が「強い」と評定されたデータが極めて少なかった為，
「弱い」「普通」「やや強い」の 3 段階評定とした．

5. ストレス要因モデルの分析
本章では，ストレス要因のノード間に異なる制約条件
を設けた 2 つのモデルを構築し，ストレスの影響が顕著に
現れ易いモデルを決定する．次に選択したモデルを用い
て，ストレス反応程度が「弱い」「普通」「やや強い」
にエビデンス（確率値「1」）を与えた時の表出強度の確
率分布から，ストレスの影響を受け易い表情の種別や，
それを支持するストレス因子とストレス要因の解析を試
みる．更に，性差によるストレス感受性の違いを検討す
るために，男女間におけるストレス要因の分析結果を比
較検討する．

5.1 モデル構築
予備実験として，2 つの異なる制約条件（「制約条件有
り：各要因が独立である」，「制約条件無し：各要因間
の相互関係を許す」）下のストレス要因モデルを構築し，
各制約条件下における表出強度，因子別ストレスレベル，
ストレス要因の各確率分布を求めた．その結果，制約条
件の有無に関わらず，表出強度やストレスレベルの確率
分布が類似した傾向を示していたことから，ストレス要
因間の相互関係を厳密に定義する必要はないと判断する．
一方，ストレス要因の確率分布に着目すると，制約条件
有りのモデルに比べて，制約条件無しのモデルの確率分
布がストレス要因の解析に有意な分布特性を示しており，
確率推論を行う際により効果的であると考える．したが
って，以下の実験では「制約条件無し：各要因間の相互
関係を許す」のストレス要因モデルを使用する．

5.2 分析手順
男性のストレス要因モデルを図 6 に，女性のストレス要
因モデルを図 7 に示す．ストレス因子である「抑うつ・不
安」「不機嫌・怒り」「無気力」の各ノードは，親ノー
ドとなるストレス要因の 6 項目と有向リンクが張られてい
る．有向リンクは，推論の精度が上がるように最適化さ
れた形でノード同士を結ぶため，有向リンクが張られた
ノード同士には有意な相互関係が存在するものと考える．
ストレス要因モデルを用いた，表情の表出に影響を及ぼ
すストレス要因の分析手順を以下に示す．全体の流れと
し て は ， ス ト レ ス 反 応 程 度にエビデンスを与え，「喜
び」「怒り」「悲しみ」の表出強度の確率分布を比較す
ることにより，ストレスの影響を受け易い表情の特定を
行う．更に，ストレス因子中のどのストレス要因が当該
表情の表出強度に影響しているかを検証する．はじめに，
ストレス反応程度「弱い」にエビデンスを与え，確率推
論することにより 3 表情の表出強度を求め，各表出強度の
確率分布からどの表情に最もストレスの影響が現れ易い
かを判定する．次に，同様の手順で「普通」と「やや強
い」のストレス反応程度に対しても実施し，3 表情におけ
る表出強度の確率分布に着目する．更に，各ストレス因
子と対応するストレス要因に対しても，同様の手順で確
率推論することにより，表情の表出強度に影響を及ぼし
ているストレス因子とストレス要因を特定する．

5.3 男性モデル
男性モデルにおける各ストレス反応程度に対応した表
出強度の確率分布を図 8 に示す．ストレス反応程度が「弱
い」にエビデンスを与えたとき，表出強度が大きくなる
に伴い確率値も大きな値を示した．ストレス反応程度が
「普通」の場合，「弱い」と比べて表出強度が小さい方
の確率値が大きい．ストレス反応程度が「やや強い」で
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図6

ストレス要因ノード群

男性のストレス要因モデル
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図7

悲しみ（顔全体）

女性のストレス要因モデル
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(c) ストレス反応程度：やや強い
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ストレス要因の確率分布

ストレスレベルの確率分布（男性）

は， 3 表情全てにおいて表出強度が小さい方の確率値が大
きくなる傾向を示した．以上の結果より，ストレス反応
程度が強くなると表情表出が出難くなる傾向が認められ
る．特に，「怒り」と「悲しみ」の表情は，「普通」の
ストレス状態から表出強度が小さいため，ストレス反応
程度に応じた表出強度の推定が難しいと考える．そこで，
ストレス反応程度に応じて表出強度の確率値が変化して
いる「喜び」表情に焦点を当て分析を試みる．
「喜び」の表情を表出する際の，ストレス因子とそれ
を支持するストレス要因を分析するために，ストレスレ
ベルを「レベル 1」から「レベル 4」の順にエビデンスを
与え，それらの確率分布から表情表出に影響を及ぼすス
トレス因子を特定する．更に，特定されたストレス因子
を支持するストレス要因のリンク構造を分析する．各ス
トレス因子におけるストレスレベルの確率分布を図 9 に示
す．ストレス反応程度が高くなるに伴い，「抑うつ・不
安」因子のストレスレベルが高く，確率分布の推定値に
顕 著 に 現 れ て い る ． 一 方 ，「不機嫌・怒り」と「無気
力」因子は，各ストレスレベルにおける確率分布の推定
値に変化が認められない．したがって，男性モデルでは，
ストレス因子として「抑うつ・不安」因子が「喜び」の
表情表出に影響するものと考える．
次に，「抑うつ・不安」因子を特徴付ける 6 つのストレ
ス要因の中から，当該因子を支持するストレス要因の特
定を試みる．ストレス反応程度が「弱い」「普通」｢やや
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強い」にエビデンスを設定した場合におけるストレス要
因の確率値分布を図 10 に示す．ストレス反応程度が「弱
い」と「普通」では，ストレス要因を否定する「全くち
がう」の確率値が最も高く，その他の確率値は 0.3 以下の
値を示した．一方，ストレス反応程度が「やや強い」で
は，「悲しい気持ちだ」「泣きたい気持ちだ」「気持ち
が 沈 ん で い る 」 の ス ト レ ス要因を支持する「その通り
だ」が高い確率値を示した．
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8

(b) ストレス反応程度：普通

無気力

0.7

本研究では，BNs を用いて意図的な表情の表出に及ぼす
心理的ストレス因子とそれを支持するストレス要因を分
析し，心理的ストレスの影響が現れ易い表情の種別と顔
部位の特定を行った．評価実験では，男女別と被験者全
体のストレス要因モデルを構築し，ストレス反応程度と
ストレス因子にエビデンスを与え確率推論を行った．

7

0.5

確率値

女性データを対象に男性と同様の手順で，3 表情の表出
強度とストレス因子及びストレス要因の関係性を分析し
た．女性モデルでは，図 11 に示すようにストレス反応程
度の違いにより，表出強度の確率分布に顕著な変化が認
められたのは「悲しみ」の表情であった．「悲しみ」の
表情に着目した場合の，各ストレス因子におけるストレ
スレベルの確率分布を図 12 に示す．図 12 から理解できる
ことは，「抑うつ・不安」因子と「無気力」因子の確率
分布がストレス反応程度の違い（「弱い」「普通」「や
や強い」）により変化が確認できる．「抑うつ・不安」
因子を特徴付けるストレス要因の確率分布を図 13 に，
「無気力」因子のそれを図 14 に示す．「抑うつ・不安」
因子を支持するストレス要因として，「気持ちが沈んで
いる」の影響が少し見られるが，「無気力」因子の場合，
ストレス反応程度が変化しても確率分布が類似した傾向
を示しており，「無気力」因子を支持する特徴的なスト
レス要因は見当たらない．
以上の実験結果を基に，男女間における心理的ストレ
スと 3 表情の相互関係について，ストレス因子とそれを支
持するストレス要因の視点から検討する．表情には表出
時に心理的ストレスの影響が現れ易い表情と，現れ難い
表情が存在する．男性モデルでは，「喜び」の表情はス
トレス反応程度の違いによる変化が確認できるが，「怒
り」と「悲しみ」の表情は表出強度の確率分布特性が類
似しており，全体的な傾向としてストレス反応程度の上
昇に伴い表出強度が小さくなる．一方，女性モデルでは，
ストレス反応程度が「やや強い」にエビデンスを与える
と，「悲しみ」の表情のみ表出強度の確率分布特性に変
化が認められた．したがって，男性の場合「喜び」の表
情に，女性の場合「悲しみ」の表情に，それぞれ心理的
ストレスの影響が現れ易いものと推察する．
更 に ， 男 性 モ デ ル で は ， ス ト レ ス 因 子 と して「抑う
つ・不安」因子が「喜び」の表情表出に影響を与え，そ
れ を 支 持 す る ス ト レ ス 要 因として「悲しい気持ちだ」
「泣きたい気持ちだ」「気持ちが沈んでいる」の 3 項目が
挙げられる．女性モデルでは，「抑うつ・不安」因子と
「無気力」因子の確率分布に変化が認められるものの，
それらの因子を支持するストレス要因の特定には至らな
い．
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(a)ストレス反応程度：弱い

その結果，以下の点が明らかとなった．
・ 男 性 モ デ ル で は ， 「 抑 うつ・不安」が高まると「喜
び」の表出強度に現れ易く，その値が低下する
・女性モデルでは，「抑うつ・不安」と「無気力」が高
まると「悲しみ」の表出強度に現れ易く，その値が上
昇する傾向を示す
今後は，被験者数と被験者毎の撮影回数を増やし，高
精度な被験者間の横断的解析と被験者固有の縦断的解析
を進める予定である．また，意図的な表情表出と無意識
のうちに表出される自然な表情を複合したストレスモデ
ルへの展開を試みたい．
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