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In this report, we discuss the strategies of facial expression of animated agents in the online
negotiation. When we negotiate with others by way of a computer network, animated agents
make the negotiation smooth. The negotiators control two kinds of facial expressions of animated
agents - unintentional one and intentional one. The unintentional one is directly affected by
the negotiator’s psychological status. On the other hand, the intentional one is controlled by
guessing the other’s psychological status and by considering various utilities. We have developed
a model of generating unintentional facial expressions, and proposed the concrete tool based on
Bayesian Network.

1 はじめに

近年の IT技術の普及により，様々な人がコンピ
ュータを使用する機会が増えている．これに伴い，

コンピュータが苦手な人も親しみやすく扱えること

を考慮した擬人化エージェント・インタフェースも

開発されている．

我々は，これまでに擬人化エージェントをオンラ

イン交渉に適用する研究をしてきた．擬人化エー

ジェントを用いたオンライン交渉とは，ネットワー

クを介した二者間で，単に提案を交換するだけでな

く，相手のディスプレイ上で CGキャラクタの表情
を変化させながら提案の内容を発話させるものであ

る．これまでの研究から，オンライン交渉では擬人

化エージェントの表情が，意思決定に影響を与える

ことがわかった [1, 2]．さらに人間の代理として擬
人化エージェントの表情を表出する方法について研
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究し，ユーザの表情選択の傾向を学習することによ

り，そのユーザの表情選択を予測する方法を提案し

た [3]．これは，感情の自然な表現として用いる表
情を予測している．

しかし，日常場面では自然に表出される表情だけ

でなく，意図的に表出される表情も用いており，こ

れを考慮した擬人化エージェントの動作を考えるこ

とも重要である．

そこで，本論文では，従来研究をもとに表情を用

いた戦略について検討する．まず，２章で交渉にお

ける人間の表情の表出と受け取りについて述べる．

３章で表情の表出を定式化し，表情を用いた戦略

について述べる．４章でモデルを具体的に適用した

ツールについて述べ，５章でまとめる．

2 交渉における表情の表出と受け

取り

交渉における人間の表情の表出と受け取り，およ

び戦略的に用いる表情について述べる．用いる表情



は，喜びや悲しみ，怒りなどの表情であり，交渉提

案とともにいずれかの表情が選択され，相手に提示

されるものとする．

2.1 一次的表情と二次的表情

心理学や脳生理学の研究から，人間の表情の表出

には，一次的表情と二次的表情と二種類に大きく分

かれるとされている [4, 5]．一次的表情は，意図せ
ずに思わず出してしまうような表情であり，その人

間の心理状態を率直に反映している．一方，二次的

表情は，意識的に表出する表情であり，目的や戦略

を反映している．主に自分が有利になるように自分

の表情を選択するもので，戦略的に用いる表情であ

ると言える．

表情を受け取った立場で考えると，表情には印象と

しての役割と情報としての役割の二つがある [5, 6]．
印象としての役割とは，その表情によって相手への

好感度や心理状態が変化することをいう．相手への

好感度や相手の提案に対する好感度，心理状態の変

化により，一次的表情が表出される．また，心理学の

研究では，心理状態や対人感情によって，当事者の

意思決定が変化する場合があるとされている [7, 8]．
情報として役割とは，相手の表情から相手の心理

状態や意図を推測することをいう．相手が戦略的に

表情を選択しているときには，正確に情報を解釈す

ることは難しいことがある．

2.2 一次的表情と二次的表情のゲーム理
論的考察

一次的表情は，心理状態を反映した正直な表情で

ある．二次的表情は，相手に対して戦略的に用いる

表情である．裁判などのように対立的な場合では，

戦略的な二次的表情を多く用いたほうが有利になれ

る可能性があり，一次的表情は用られる機会が少な

くなることになる．しかし，一方で，和解のように

協調的な場合では，正直に自分の表情を表出する方

が得なこともある．そこで，正直な一次的表情を表

出するときと戦略的な二次的表情を表出するときの

どちらを相手に示すかという問題をゲーム理論で考

察する．いずれかの表情を表出したときの利得行列

を表 1とし，aから dの値を考える．例えば，自分
が二次的表情を用いて相手が一次的表情を用いたと

き，自分が得られる利益が c，相手の利益が bであ

表 1: 利得行列
相手

一次表情 二次表情

自 一次表情 a,a b,c
分 二次表情 c,b d,d

る．aから dの大小関係は以下のようになる．

• 相手が二次的表情を使い，自分が一次的表情を
用いたときは，一般的に相手より低い利益しか

得られないので，c > bとなる．

• 相手が一次的表情を用いるときに，こちらが二
次的表情を用いるときは，一次的表情を用いる

ときよりも必ず利益が多くなると考える．これ

により，c > aとなる．

• 二次的表情を用いるときには戦略を作成するた
めの手間や時間等のコストがかかると考え，二

次的表情同士の利益は一次的表情同士の利益よ

りも低いと考えると，a > dとなる．また，コ

ストにより減少したときの利益は，bよりは大
きいと考え，d > bとなる．

もし二次表情を出されて騙された一次表情を表出

する主体の利益 b が十分に小さい，あるいは a が
十分に大きい等の場合は， 2a > b + c が成り立つ．

この場合，囚人のジレンマゲーム (2a > b + cかつ

c > a > d > b)になり，一次的表情，二次的表情の
持つ主体のゲーム状況は，「一次的表情を出して協力

するか，二次的表情を出して協力しない」という状

況にあるゲームと考えることができる．一次的表情

を用いるときには，例えば，「相手が正直に一次的表

情を用いることに対してこちらが二次的表情を用い

て相手を裏切る」という誘惑がある．

このような状況にあるときには，お互いに一次的

表情を用いることを事前に約束しておくこと等が必

要であると考えられる．

3 交渉における表情モデルの定義

前章の表情の表出と受け取りに基づき，交渉にお

ける表情モデルを定義する．以降では，交渉当事者

の二者を主体 i，相手の主体 j とする．意思決定と

は，交渉における提案 pの選択を指す．時刻 tにつ

いては，次のようにする．



• 時刻 t − 1： 交渉者は心理状態 st−1 を持って

いるとし，このときに相手から提案と表情を受

け取るとする．

• 時刻 t：相手から受け取った提案と表情により，

次の時刻に別の心理状態 st に変化する．

3.1 一次的表情の表出

一次的表情の表出について定義する．まず，心理

状態は，相手から提案と表情を受け取ると決まると

する．また，それより以前の心理状態にも影響され

ると考える．

定義 3.1 (提案と表情からの心理状態の決定) 相

手 j からの提案 pj,t−1 と表情 fj,t−1 を受け取った

ときの主体 iの心理状態 si,tとしたとき，主体の次

の心理状態は，以下の関数 Siと表せるものとする．

si,t = Si(pj,t−1, fj,t−1, si,t−1)

次に，前の心理状態と今の心理状態の遷移により，

一次的表情が表出されるとすると，式は以下のよう

に定義できる．

定義 3.2 (心理状態からの一次的表情の表出) 主

体 iの前の心理状態 si,t−1，今の心理状態を si,t で

あったとき，表出される一次的表情 fi,tは以下のよ

うに心理状態の遷移のみに依存する関数で表せる

とする．

fi,t = Fi(si,t, si,t−1)

また，そのとき心理状態によって意思決定が変化

することを以下のように定義する．

定義 3.3 ( 心理状態に影響される意思決定) 相 手

からの提案を pj,t−1，今の心理状態を si,t，Diを心

理状態に影響される意思決定の関数とする．この

ときの意思決定 di,t は以下になる．

di,t = Di(pj,t−1, si,t)

3.2 二次的表情の表出

一次的表情と異なり，二次的表情は交渉者の心理

を素直に表示するのではなく，戦略的に作られる表

情である．二次的表情の表出は，どのような交渉形

式，交渉事例であるかによって様々な方法が考えら

れる．以下では，二次的表情の表出の二つの例を述

べる．

まず，相手の心理状態が相手の意思決定に影響を

与えると考え，相手の心理状態の推測を用いた表情

戦略について述べる．

次に，情報が意思決定に影響を与えると考えたと

きの例として価格交渉を考え，このときに相手の限

度価格の推測を用いた表情戦略について述べる．

3.2.1 相手の心理状態の推測を用いた表情戦略

特定の表情を送ることで相手の意思決定を導くこ

とについて検討する．相手の心理状態が sj,tである

と推測したとする．こちらから出す提案が pi,tであ

るときに，特定の表情 fi,tを選択することで，相手

の意思 d∗j,t+1を導きたいとする．定義 3.3における
Dj をもとに，sj,t+1 を求める関数を D̄j とすると，

そのときに推測される相手 jの心理状態 sj,t+1は以

下になる．

sj,t+1 = D̄j(pi,t, d
∗
j,t+1) (1)

定義 3.1における関数 Sj をもとに表情 fi,t を求

める関数を S̄j とすると，表出すべき表情 fi,t は，

fi,t = S̄j(pi,t, sj,t, sj,t+1) (2)

式 1を代入すると，

fi,t = S̄j(pi,t, sj,t, D̄j(pi,t, d
∗
j,t+1)) (3)

となり，相手の意思 d∗j,t+1を導きたい ときには，

上式の fi,t を用いればよい．

3.2.2 相手の限度価格の推測を用いた表情戦略

交渉では，交渉参加者にとって，これ以上妥協す

ることはできない，という境界線が存在する [9, 10]．
例えば，売買交渉であれば，売り手にとっては「こ

れ以下の価格で売ることできない価格」，買い手に

とっても「これ以上の価格では買わない価格」が存



図 1: オンライン交渉の操作パネル

在する．これを限度価格（reservation price）と呼
ぶ．交渉では限度価格はお互いにわからないため，

相手の提案や表情からそれを予測することになる．

そして，予測した限度価格からこちらの提案を決め

る．例えば，相手の表情が「怒り」のときには「相

手は，もう譲歩できないもの」と捉え，相手の予想

相場を上げ，もう少し妥協する，という場合が考え

られる．「喜び」のときには，「相手は，まだ余裕を

持っているもの」と捉え，相手の予想相場を下げ，

あまり妥協しないようにする場合が考えられる．

よって，相手が，こちらから出した提案と表情か

ら限度価格を推測することを利用し，特定の表情

を用いることで，相手の意思決定を変える，という

交渉戦略を考えることができる．例えば，売り手は

「怒り」の表情を出すことで相手の予想限度価格を

上げるように導いた上で，相手を妥協させることが

できる．

以前の研究にて，表情によって限度価格の予想が

変化することが観測されており [6]，このような二
次的表情の表出を実際に利用できる可能性がある．

4 擬人化エージェントによる表情

戦略

本章では，擬人化エージェントを用いたオンライ

ン交渉の研究と３章の定義より，具体的なエージェ

ントと表情戦略を考察する．

図 2: エージェントの心理状態

4.1 擬人化エージェントを用いたオンラ
イン交渉

我々は，擬人化エージェントを用いたオンライン

交渉のツールを開発した．ツールの操作パネルを図

1に示す．図 1の左上は，相手からコントロールされ
ているアニメーションの表情である．交渉参加者は，

図の右側のパネルを用いて提案を入力し，さらに表

情を選択する．この交渉ツールは，ユーザの表情表

出の傾向を学習した後，ユーザが不在でも自律的に

ユーザの代理として表情を表出する．ツールで用い

る表情は，喜び（HAPPY）,怒り（ANGRY）,悲し
み（SAD），驚き（SURPRISED），冷静（COOL)
の５つとする．

4.2 ベイジアンネットを用いた一次的表
情の表出

このツールでは，交渉における心理状態を ABX
モデル [11]に基づいて決定している．

ABX モデルとは，交渉当事者 A と B が提案 X
について対話しているとき，その三者関係を，(a)A
の Xに対する評価値，(b)Bの Xに対する評価値，
(c)Aの Bに対する感情の関係で捉え，一方が他方
に肯定的であるときを +符号，否定的であるとき
を −符号，中間であるときを０とし，矢印と共に
示したものである．

ABXモデルを用いることで，提案 Xの評価だけ
でなく，相手への好感度を入れたモデルになり，提

案 Xによる客観的な意思決定だけでない，感情に
よる心理状態と意思決定の変化を示せる．



図 3: 主体 iのベイジアンネットによる表情表出

図 4: 相手の心理状態の推測

図 2は，Bから，提案Xと表情を受け取ったとき
の Aの心理状態を列挙したものである．提案 Xは
Bが出したものであるため，Bから Xの矢印の符
号は常に+である．Aから B，および Aから Xへ
の矢印は，それぞれ３通りの値を取れるため，全部

で９状態が考えられる．提案と表情を受け取ったと

きのエージェントの心理状態は，図 2中の９つのい
ずれかに遷移するとする．

定義 3.1，定義 3.2を用いて，心理状態の変化と
表情の表出を，図 3のようなベイジアンネットで表
す．定義 3.1における，ある心理状態から相手から
提案や表情を受け取ったときに，別の心理状態にな

ることは図 3の上部（pj,t−1, fj,t−1, si,t−1から si,t）

で示される．また，定義 3.2における，前の心理状
態から今の心理状態に遷移するときに表情の表出が

されることは，図 3の下部（si,t, si,t−1から fi,t）で

示される．

交渉ツールにこのベイジアンネットを組み込むこ

とで実際のユーザの表情選択を観測し，一次的表情

を表出することができる．実験により，ツールによ

る表情表出とユーザの表情選択の一致率が高いこと，

表 2: 提案，表情と意思決定の例
fi,t =HAPPY

d∗j,t+1

合意 再提案 決裂

pi,t の 高 (+) 90% 10% 0%
評価値 中 (0) 33% 55% 12%

低 (-) 0% 89% 11%

fi,t =COOL
d∗j,t+1

合意 再提案 決裂

pi,t の 高 (+) 49% 51% 0%
評価値 中 (0) 4% 94% 2%

低 (-) 0% 96% 4%

fi,t =ANGRY
d∗j,t+1

合意 再提案 決裂

pi,t の 高 (+) 39% 61% 0%
評価値 中 (0) 8% 77% 15%

低 (-) 0% 80% 20%

また表情表出の個人差にも対応できることがわかっ

た [3]．

4.3 二次的表情を用いた戦略

前章において，二次的表情を表出する方法の１つ

として相手の心理状態の推測を用いた交渉戦略を述

べた．この戦略を用いることで，相手の心理状態を

推測し，こちらから特定の表情を表出することで相

手の心理状態や意思決定を変えられる．さらに具体

的に二次的表情を求めることについて述べる．

二次的表情は以下に再掲する式 (3) により導か
れる．

fi,t = S̄j(pi,t, sj,t, D̄j(pi,t, d
∗
j,t+1))

まず，sj,t は推測される心理状態である．相手が

一次的表情を心理状態に基づき表出しているとする

と，前節における一次的表情を表出するベイジアン

ネットから，相手が表出する表情を用いて推測する

ことができる．このときの相手のベイジアンネット

の例を図 4を示す．この図は，ユーザが相手に対し
て評価が (+)となる提案と (HAPPY)の表情を送っ
た後に，相手が (HAPPY)の表情を表出したときを
示している．この図のように，相手の出した表情，



こちらの出した提案と表情から心理状態を推測し，

相手の心理状態が S3である可能性が 88.3%，S2が
11.7%である可能性が示されている．

表 2は主体 j が，ある心理状態において，主体 i

から提案 pi,t と表情 fi,t を受け取ったとき，j が意

思を d∗j,t+1と決定するときの確率を示している [1]．
提案は評価値により高 (+)，中 (-)，低 (0)になる．
意思決定は合意，再提案，決裂のいずれかである．

例えば，相手からの表情 fi,t が HAPPY で，提案
pj,tの評価値が高 (+)であったときには，合意する
確率が９０％，再提案になる確率が１０％であるこ

とを示している．この表は式 (3)に相当し，これに
基づき，d∗j,t+1の合意，再提案，決裂のいずれかを

相手に選択させたいときに，表 2の提案を pi,tの中

で，最も相手の意思決定を変えさせる確率が高い表

情 fi,t を選択すればよい．

5 まとめ

従来までの表情研究を拡張し，表情表出のモデル

を作成した．また，一次的表情と二次的表情につい

てゲーム理論的に考察した．一次的表情を表出する

モデルをベイジアンネットにより具体化し，それを

戦略的に利用した二次的表情の表出方法を提案した．

そして，それらを組み込むことで一次的表情と二次

的表情を表出する交渉ツールを提案した．
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