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1. はじめに
近年，人間と似た動作が可能なロボット技術の発展に
より，人間の感性をコンピュータ上で処理する研究が盛
んに行われるようになってきた．コンピュータで感情を
扱う研究例としては，人間の感情を機械的に認識する研
究 [1]，顔表情画像からの感情推定の研究 [2]，形態素単
位で文の持つ感情表現を推定する研究 [3] などが挙げら
れる．これらの研究では単一のモダリティを対象として
おり，複数のモダリティを統合した感情認識研究例は少
ない．本研究では画像，音声，言語情報のモダリティを
統合することで感情認識を行うことを目的としており，
本稿ではこれまで構築したシステムについて報告する．

2. 提案手法
提案手法全体の概略図を図 1 に示す．目標とする全体
のシステムに対し，これまで構築した部分を赤枠で示す．
本研究では画像，音声，言語情報の三つのモダリティ
を統合することで感情推定を行う．画像はカメラから取
得した顔表情画像を，音声はマイク入力された音声デー
タを，言語情報はマイク入力された会話文を入力とする．
各モダリティの処理結果をモーダル値として出力し，そ
れらを統合することが本システムの目標である．各モダ
リティの処理方法について次節で説明する．

2.1 顔表情に基づく感情推定手法
顔表情に基づく感情推定は Ekman が開発した Facial
Action Coding System(FACS) [4] に基づき，Duo らが開
発した目，鼻，口，眉の動きを表現する 38 個の特徴点
に基づく表情認識手法を用いる [5]．本手法では Web カ
メラから取得した画像に対して OpenCV による顔検出を
行い，特徴点の座標情報を取得する．特徴点の座標情報
をもとに特徴量を計算し，LIBSVM を用いて感情推定を
行う．また，現在は未実装だが，推定した感情結果に対
し，認知科学に基づいた重みづけを行ったものをモーダ
ル値とする予定である．

性を付与する．これら全ての要素の感情属性の値を足し
合わせた合計に認知科学に基づいた重みづけを行ったも
のをモーダル値とする．

3. システムの実験結果
構築したシステムの評価を行うため，顔表情の特徴点
抽出と会話文に基づく感情推定の結果を示す．音声につ
いて，自己相関分析を用いた基本周波数推定は汎用的な
手法であるので評価は紙面の都合上，省略する．

3.1 顔表情の特徴点抽出結果
構築したシステムで行った顔表情の特徴点抽出の結果
を図 2 に示す．本手法では目，鼻，口，眉の動きを表現
する 38 個の特徴点を抽出する．図 2 より，各特徴点は
それぞれの顔の部位を表現していることが分かる．
3.2 会話文に基づく感情推定
本実験で用いた会話文（表 1）に基づく感情推定の結
果の一例を表 2 に示す．表 1 は複数の文から成る会話文
を感情推定し，そのモーダル値を出力したものである．
表 2 の各モーダル値は文が持つ感情の値を表しており，
最も大きいものがその文を最もよく表す感情である．本
システムは全体的に “Hope” の値が大きくなる傾向があ
るため，“Hope” を除いた各文のモーダル値を見ると，文
1，文 2，文 t，それぞれに対して，“Sorrow”，“Love” と
“Suprise”，“Hate” がそれぞれ大きな値を持っていること
が分かる．これらの感情は各文の感情を表現するもので
あり，手法の有効性が確認できる．

文1
文2
文t

2.2 音声に基づく感情推定手法
音声に基づく感情推定は基本周波数に基づいて行う．
マイク入力された音声データに対し，自己相関関数を用
いて基本周波数を推定する．また，現在は未実装だが，
基本周波数値の範囲による感情推定を行い，推定した感
情に認知科学に基づいた重みづけを行ったものをモーダ
ル値とする予定である．
2.3 会話文に基づく感情推定手法
会話文に基づく感情推定手法は松本らの手法を用いた
[3]．マイクから入力される音声信号に対し，音声認識す
ることで会話文章を取得する．得られた会話文章に対し，
MeCab [6] を用いて形態素解析を行う．形態素解析によっ
て得られた各要素に対して，感情語辞書を参照し感情属
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表 1: 実験で用いた会話文
鍵をなくしてしまうなんて，困ったなぁ．
あの鈴木君が結婚すると知らされたときは
すごく驚いたよ．
僕のプリンを勝手に食べるなんて，
信じられないよ．
表 2: 各会話文のモーダル値
文1
文2
...
文t
Hate
-0.146 -0.697
2.562
Pleasure -0.187 0.708
0.068
Hope
1.668 -0.754
1.689
Love
0.278
1.874
-1.410
Sorrow
0.839 -0.877
0.812
Anxiety 0.169
0.914
-0.487
Surprise -0.118 1.456
0.528

4. 今後の課題
我々はこれまで，複数のモダリティを統合した感情推
定手法を開発することを目指し，これまでは要素技術の
開発の統合の準備を行ってきた．今後の課題としては以
下が挙げられる．
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図 1: 本システムの構成図
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アクトロイド自身に搭載されたマイク・カメラを用い，
複数のモダリティを統合して対話者の感情を推定できる
システムを構築する．今後は顔表情，音声，会話文の三
つの情報を用いて感情推定した結果をアクトロイドで出
力するインターフェイスの作成を行う予定である．例え
ば，感情推定の結果「喜び」の感情カテゴリが出力され
ると，アクトロイドの表情で「喜び」を表現する．これ
により，アクトロイドも人間と同様に感情表現をするこ
とが可能になると考えられる．
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5. まとめ

図 2: 顔の特徴点抽出結果

1. モーダル値の算出とその統合による感情カテゴリの
決定
2. ロボットへの応用
4.1 モーダル値の統合による感情カテゴリの決定
複数のモダリティを統合した感情推定を実現する上で，
各モダリティの出力するモーダル値の重み付けが大き
な課題である．一般的に人間の感情について，顔表情は
55%，音声情報は 38%，言語情報は 7%の重みがあると
いわれており [7]，本研究でもこれをもとにシステムを
構築する．
モーダル値の統合においては二つの方法が考えられる．

本稿では，顔表情，音声，会話文の三つの情報を用い
て感情推定を行うシステムを提案した．本システムでは，
顔表情，音声，会話文の各々に基づく感情推定を別々に
行い，出力されるモーダル値を統合することで感情推定
を行う．本稿ではこれまで構築した要素技術について報
告し，今後の方針としてモーダル値の統合とロボットへ
の応用について述べた．今後は各課題に取り組み，シス
テム全体の完成を目指す予定である．
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