
ポジティブ情動推定技術のコンシューマ化への取り組み
：表情・⼼拍・⾳声情報を反映するデバイス“e-lamp.”の開発を通して
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Emo$on研究は19世紀以前の哲学的なアプローチから発展し，Darwin(1872)やEkman(1960s~)等
その表出指標が検討されてきた．これらを始めとする情動推定研究は，我々の実社会において
⼼が重要視される場⾯(エンターテイメント/教育/医療など)に応⽤可能性の⾼い領域である．
しかし，これまで情動推定技術に関する知⾒の多くはto Bでの応⽤が主であり，広く⼀般的に
活⽤されるにはまだ⾄っていない．そこで本取り組みでは広域での技術活⽤を実現するために
コンシューマ化を⽬指し，⽣体情報を反映する⼯学的デバイス“e-lamp.”(Emo$onal & Electronic 
Lamp with you)の開発を⾏っている．

１．取り組みの背景 NEC感情分析ソリューション（⼼拍）
https://jpn.nec.com/embedded/products/emotion/index.html

感性アナライザ（脳波）
https://www.dentsusciencejam.com/kansei-analyzer/

AVEX×MS（表情）
https://japan.cnet.com/article/35116085/

※国内で情動推定技術をto B向けに活⽤した事例

２．開発の流れ

2-1 表情から情動推定を⾏う間接照明の開発

2-2 複数指標を⽤いた情動推定の重要性

2-3 ⽣理/表出指標から情動推定を⾏うイヤリングの開発
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Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node. js: Using JavaScript to build high-
performance network programs. IEEE Internet Computing, 14(6), 80-83.
Face recognition Javascript library for fitting facial models to faces in 
videos or images. https://github.com/auduno/clmtrackr.
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https://www.ele-lab.com/doc1/manual_080-1.pdf
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コロナ禍でPCと向き合う時間が増加したことを受けて，まずは⽣体指標
の中でも，作業中に読み取ることができ，⼿軽な「表情」に着⽬した．
表情認識を⾏うライブラリであるclmtrackr.jsを活⽤し，node.jsから
Arduinoに反映させることで感情で⾊が変化する間接照明を開発した．
※2020.06 ⽇本感性⼯学会かわいい感性デザイン賞応募
※2020.09 ⽇本⼼理学会第 84 回⼤会企画：学部⽣・⾼校⽣プレゼンバトル出場

前回の開発の改善点をもとにして，⼼拍センサにはBitalinoを，声質解析には
Empathを活⽤し，Bluetoothモジュール（ESP32）を⽤いて，感情で⾊が変化
する間接照明を現在開発中である．
コンシューマ化に向けて，より⽇常に即した活⽤場⾯を想定し「使いたくな
る」「⾝に付けたくなる」設計にこだわっていきたい．

※⽣体信号センサーBiTalinoを使うことの珍しさと有⽤性
⽣体信号センサー「BiTalino」は，2013年に開発され，最もコストパフォーマンス
の⾼い⽣理計測装置の1つである．BiTalinoは，⼿のひらサイズの⼤きさで3万円程
度の⾦額であるにもかかわらず，数⼗万円から数百万円する⾼価かつ⼤きな従来の
⽣体信号計測装置（Biopacなど）と肩を並べるほど⾼精度にデータが取れることが
指摘されつつある（Batista, et al., 2019）．⽇本国内でBiTalinoが⽤いられてる例
は，⻑嶋（2015）の論⽂が挙げられる程度で，ほとんどないのが現状である．
BiTalinoは，従来の⽣理計測装置と⽐較して安価でHRやEEGなどを測定することが
でき，今後も本センサーを⽤いた⽣理計測の研究は，⽇⽤品のIoT化とHCI化を益々
加速させていくことが期待される．

表情・⾳声 ⼼拍 体温 発汗 脳 主観評価

予測モデル
作成

表出指標 ⽣理指標×
（⾳声・表情・動きなど，遠隔計測が可能な指標） （脳波・⼼拍・発汗等で計測可能な情動状態の指標）

岡ノ⾕⼀夫（2017）．感情研究と複数指標 エモーション・スタディーズ, 3(1), 13-17.

主観評価で定義されている「情動」と、表出指標と⽣理指標を組み合わせ作成する予測モデルとを⽐較し、
計測・測定⽅法の有⽤性を確かめている！

⽣理指標とは，⼼拍，⽪膚伝導，脳波，fMRIといった情動の⽣理相関であ
り，表出指標とは，顔表情，声質，⾚⾯，動きといった，遠隔計測が可能
な，情動による⾏動変化である．
Arimoto & Okanoya (2015)によると，情動予測モデルの開発時において，
⽣体指標の予測への貢献度は顔表情・⾳声・⼼拍・発汗の順に⾼いことが
明らかになっている．
そこで，これらから⽣理指標（⼼拍）と表出指標（⾳声）を選び，組み合
わせたものを新たに2-3で開発するe-lamp.（イヤリング）で測定するバイ
タルデータとした．

2-1では⽣体指標のうち表情のみを反映する間接照明を開発していたが，
より精緻な情動推定を可能にするためには「⽣理指標と表出指標を⽤いて
主観指標を予測するモデルを作る」(岡ノ⾕, 2017)ことが求められる．

３．今後の展望/課題 Positive Emotionと“ときめき”の類似性考察
現在Positive Emotionの分類の定義は、25種類とか、10種類とか、主張は様々です…！

例)10種類： Fredrickson, B.L. （2013）Positive Emotions Broaden and Build

Inspiration Awe LoveAmusementPride

Interest HopeGratitudeJoy Serenity

予期せぬ幸運に⾒舞われた
ときに起こる。遊びたい/関
わりたいという衝動になる。
(Joyful, glad, or happy)

対象を予期しない幸運の源で
あると認めるときに起こる。
⾃分⾃⾝が親切で寛⼤になる
ための創造的な⽅法を考える
衝動を⽣み出す。(Grateful, 
appreciative, or thankful)

⼤切にされ、快適で、その状況
を「正しい」または「満⾜」と
解釈するときに起こる。穏やか
さのあるその状況を味わい、新
しい優先順位や価値観に統合し
たいという衝動を⽣み出す
(Serene, content, or peaceful)

新しさがあると評価された状
況で起こる。探求・学び・新
しさによって⾃⼰を拡張する
衝動になる。
(Interested, alert, or curious)

最悪の事態を恐れながらも、より
良いものに憧れている悲惨な状況
の中で発⽣する（Lazarus,1991）。
物事を好転させるために⾃分が持っ
ている能⼒と創意⼯夫を引き出した
いという衝動を⽣み出す。
（Hopeful, optimistic, or encouraged）

社会的に評価された良い結果
から適切な信⽤を取るときに
現れる。さらに⼤きい達成へ
の衝動を⽣み出す。
(Proud, confident, or self-assured)

無意味な社会的不調和だと評
価されたときに起こる。笑い
を共有し、陽気さを継続する
ための創造的な⽅法を⾒つけ
るための衝動を起こす。
(Amused, fun-loving, or silly)

⼈間の卓越性を⽬撃したときに
起こる。⾃分⾃⾝を向上させる
ための衝動を起こす。(Inspired, 
uplifted, or elevated)

壮⼤なスケールの美しさ
やパワフルさに圧倒され
たときに起こる。新しさ
を吸収し、⼼に留める衝
動を起こす。(Awe, 
wonder, or amazement)

他の肯定的な感情が、安全な対⼈関
係のコンテキストで感じられたとき
に発⽣する。上記のすべての⽅法に
よって社会的な接続と⾃⼰拡張の瞬
間的な認識を作成する衝動
(Love, closeness, or trust)

近年注⽬の集まっている情動のポジティブ⾯にも今後は焦点を当ててプロダクト開
発を進めていきたい．ポジティブ情動は他の情動に⽐べて⽣体変化がわかりにく
く，ポジティブ情動の種類も今まさに議論が進んでいる段階である（例：右図）．
しかし，その中でもポジティブな感情を抱くことや，それを通じたコミュニケー
ションの有⽤性が様々な場⾯で提唱されるようになってきており，推定しにくいポ
ジティブ情動を複数指標で推定できないか検討し，ポジティブ情動推定技術の開発
とそのコンシューマ化を進めることは社会に⼤きな影響があると考えている．
情動を可視化することによって⼈々の振る舞いにどのような変化が⽣まれるのだろ
うか．この領域は，更なる探索が必要であり，応⽤可能性に富んでいる．学習科学
や経営学など，現実に即した多数の学問分野とも相互的な作⽤があるだろう．より
意欲的な学習環境/⽅法の模索，選好に関する消費者マーケティング，メンタルヘ
ルスの問題を抱える⼈達への⼼的なケアなど，本研究を軸に関わることのできる領
域は，個々⼈が⾃⾝の幸せへ向き合うことが求められている(WHO, 1995)昨今の潮流
も受けて，今後益々拡⼤していくと考えられる．
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