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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】対象者の感情を効果的に分析できる感情分析シ
ステム、感情分析方法及び感情分析プログラムを提供す
る。
【解決手段】感情分析システム１は、対象者の脳波を測
定する脳波計２１と、脳波計２１が測定した脳波を、感
情に対応付けて格納された脳波の特徴パターンと比較し
、対象者の感情の強度を推測するパターン識別部と、対
象者が観ている映像を撮像するカメラ２２と、パターン
識別部で推測される対象者の感情の強度と、カメラ２２
で撮像される映像とを対応付けて記憶する記憶部とを備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の脳波を測定する脳波測定部と、
　前記脳波測定部が測定した脳波を、感情に対応付けて格納された脳波の特徴パターンと
比較し、前記対象者の感情の強度を推測するパターン識別部と、
　前記対象者が観ている映像を撮像する撮像部と、
　前記パターン識別部で推測される前記対象者の感情の強度と、前記撮像部で撮像される
映像とを対応付けて記憶する記憶部と
　を備える感情分析システム。
【請求項２】
　前記対象者の注視点を検出する注視点検出部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記パターン識別部で推測される前記対象者の感情の強度と、前記注視
点検出部で検出される前記対象者の注視点とを対応付けて記憶する請求項１に記載の感情
分析システム。
【請求項３】
　音声を集音する集音部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記パターン識別部で推測される前記対象者の感情の強度と、前記集音
部で集音される音声とを対応付けて記憶する請求項１又は２に記載の感情分析システム。
【請求項４】
　前記集音部は、前記音声の音源位置、音圧及び周波数特性の少なくとも一つを検出し、
　前記記憶部は、前記パターン識別部で推測される前記対象者の感情の強度と、前記集音
部で検出される前記音声の音源位置、音圧及び周波数特性の少なくとも一つとを対応付け
て記憶する請求項３に記載の感情分析システム。
【請求項５】
　前記記憶部に記憶した前記対象者の感情の強度の時間に対する変化を表わすグラフを表
示する表示部と、
　前記表示部に表示した前記グラフの中の一時刻を指定する指定手段とを備え、
　前記表示部は、前記指定手段により指定された時刻に撮像された映像を表示することを
特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の感情分析システム。
【請求項６】
　対象者の脳波を測定する段階と、
　前記脳波測定部が測定した脳波を、感情に対応付けて格納された脳波の特徴パターンと
比較し、前記対象者の感情の強度を推測する段階と、
　前記対象者が観ている映像を撮像する段階と、
　前記パターン識別部で推測される前記対象者の感情の強度と、前記撮像部で撮像される
映像とを対応付けて記憶する段階と
　を備える感情分析方法。
【請求項７】
　コンピュータに、請求項６に記載の各段階を実行させるためのプログラム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象者の感情を効果的に分析できる感情分析システム、感情分析方法および
感情分析プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から個人の感情を考慮した商品やサービスの提供が提案されている。個人の感情調
査には、アンケート調査が行われることが一般的である。しかしながら、アンケート調査
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では、意識的もしくは無意識に、質問に対して本心とは異なる回答をすることがあり、ア
ンケートの調査結果が本当の感情を表していないことがある。
【０００３】
　このため、近年では、脳波等の生理的指標を用いて、個人の感情を分析することが行わ
れている。脳波は、ヒトや動物の脳から生じる電気活動を、頭皮上、蝶形骨底、鼓膜、脳
表、脳深部などに置いた電極で記録したものであり、医療での臨床検査、医学、生理学、
心理学、工学などの研究手法として用いられている。この応用として、簡易脳波計を用い
て脳波を測定し、脳波情報から対象者の感情や生理的状態を判別する試みが行われている
（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１３１３２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上のように、近年では、脳波等の生理的指標を用いて、個人の感情を分析することが
行われている。
【０００６】
　本発明は、対象者の感情を効果的に分析できる感情分析システム、感情分析方法及び感
情分析プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決すべく、本発明に係る感情分析システムは、対象者の脳波を測定する
脳波測定部と、脳波測定部が測定した脳波を、感情に対応付けて格納された脳波の特徴パ
ターンと比較し、対象者の感情の強度を推測するパターン識別部と、対象者が観ている映
像を撮像する撮像部と、パターン識別部で推測される対象者の感情の強度と、撮像部で撮
像される映像とを対応付けて記憶する記憶部とを備える。このような構成により、対象者
がどのような映像をみているときに、どのような感情（例えば、好き、興味がある、スト
レスを感じている、眠気を感じている、集中している）であったかを容易に分析すること
ができる。
【０００８】
　本発明では、対象者の注視点を検出する注視点検出部をさらに備え、記憶部は、パター
ン識別部で推測される対象者の感情の強度と、注視点検出部で検出される対象者の注視点
とを対応付けて記憶してもよい。このような構成により、対象者が映像のどの部分を注視
しているがわかる。このため、より効果的に対象者の感情を分析することができる。
【０００９】
　本発明では、音声を集音する集音部をさらに備え、記憶部は、パターン識別部で推測さ
れる対象者の感情の強度と、集音部で集音される音声とを対応付けて記憶するようにして
もよい。このような構成により、音声についても対象者の感情を分析することができる。
【００１０】
　本発明では、集音部は、音声の音源位置、音圧及び周波数特性の少なくとも一つを検出
し、記憶部は、パターン識別部で推測される対象者の感情の強度と、集音部で検出される
音声の音源位置、音圧及び周波数特性の少なくとも一つとを対応付けて記憶するようにし
てもよい。このような構成により、音声の音源位置、音圧及び周波数特性についても対象
者の感情を分析することができる。
【００１１】
　本発明では、記憶部に記憶した対象者の感情の強度の時間に対する変化を表わすグラフ
を表示する表示部と、表示部に表示したグラフの中の一時刻を指定する指定手段とを備え
、記表示部は、指定手段により指定された時刻に撮像された映像を表示するようにしても
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よい。このような構成により、対象者がどのような映像を見ているときに、どのような感
情（例えば、好き、興味がある、ストレスを感じている、眠気を感じている、集中してい
る）であったかを、さらに容易に分析することができる。
【００１２】
　上記の課題を解決すべく、本発明の感情分析方法は、対象者の脳波を測定する段階と、
脳波測定部が測定した脳波を、感情に対応付けて格納された脳波の特徴パターンと比較し
、対象者の感情の強度を推測する段階と、対象者が観ている映像を撮像する段階と、パタ
ーン識別部で推測される対象者の感情の強度と、撮像部で撮像される映像とを対応付けて
記憶する段階とを備える。
【００１３】
　上記の課題を解決すべく、本発明のプログラムは、コンピュータに、上述の感情分析方
法における各段階を実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態に係る感情分析システム１の概略図である。
【図２】ヘッドセット装置２の構成図である。
【図３】データ処理装置３の機能ブロック図である。
【図４】表示部３６により表示装置に表示される画像の一例を示す図である。
【図５】データ取得時の感情分析システム１の動作を示すフローチャートである。
【図６】感情分析時の感情分析システム１の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る感情分析システム１の概略を示す構成図である。図２
は、ヘッドセット装置２の構成図である。図３は、データ処理装置３の機能ブロック図で
ある。以下、図１～図３を参照して、感情分析システム１について説明する。
【００１６】
　感情分析システム１は、ヘッドセット装置２と、データ処理装置３とを備える。ヘッド
セット装置２は、対象者Ｃの頭部にセットされ、対象者Ｃの脳波、対象者が観ている映像
及び聴いている音声や視線の向き等のデータを取得する。データ処理装置３は、ヘッドセ
ット装置２から送信されるデータを必要に応じて処理する。
【００１７】
　ヘッドセット装置２は、対象者Ｃの脳波を検出するための脳波計２１（脳波測定部）と
、対象者Ｃが観ている映像を撮像するカメラ２２（撮像部）と、対象者Ｃが聴いている音
声を集音するマイク２３（集音部）と、対象者Ｃの注視点を検出する検出器２４（注視点
検出部）と、送信部２５と、電源２６とを備える。
【００１８】
　脳波計２１は、一対又は複数個の電極を備える。該電極は、対象者Ｃの頭部に装着され
て対象者Ｃの頭部の電位を検出する。なお、脳波は脳内の部位によって異なった波形を示
すが、本実施形態では、国際１０－２０法で定めるＦｐ１の部位の脳波を測定するように
電極を設置するとよい。脳波計２１は、電極で検出された対象者Ｃの頭部の電位を増幅し
て時系列に出力する。
【００１９】
　カメラ２２は、例えば、固体撮像素子であり、対象者Ｃの頭の向きに合わせて装着され
る。これにより、カメラ２２は、対象者Ｃの視角内に映る映像、例えば、対象者Ｃが観て
いる映像を撮像することができる。カメラ２２は、撮像した映像を電気信号に変換して時
系列に出力する。
【００２０】
　マイク２３は、対象者Ｃが聴いている音声を集音する。また、マイク２３は、複数のマ
イクを備え、音声の音源位置、音圧及び周波数特性を検出し、前記音声と合わせて時系列
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に出力する。なお、音声の音源位置、音圧及び周波数特性の検出処理は、データ処理装置
３で行うようにしてもよい。
【００２１】
　検出器２４は、カメラ２２と連動して動作し、対象者Ｃの視線方向から対象者Ｃの注視
点を検出する。具体的には、検出器２４は、対象者Ｃの視線方向を割出し、該視線方向に
基づいて対象者Ｃの注視点を検出する。なお、対象者Ｃの視線方向の割出には、強膜反射
法、角膜反射法、ＥＯＧ（Electro-Oculography）法、サーチコイル法、画像解析法等、
種々の手法を用いることができる。なお、注視点の検出には、初めに、割り出した視線方
向と、実際に対象者Ｃが観ている点を一致させる作業（いわゆるキャリブレーション）が
必要である。
【００２２】
　送信部２５は、脳波計２１、カメラ２２、マイク２３、検出器２４で取得した脳波、映
像、音声、音源位置、音圧、周波数特性、注視点（以下、単にデータとも称する）をデー
タ処理装置３へ出力する。データ処理装置３に送信されるデータは、時系列とすることが
好ましい。また、データの送信は、有線、無線のどちらであっても構わない。電源２６は
、ヘッドセット装置２の動作に必要な電力を供給する。
【００２３】
　データ処理装置３は、キーボード、マウス、タッチパネル等の入出力装置、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）等の演算部及びＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（rea
d only memory）等の記憶装置を備えた本体、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表
示装置、音声を出力するスピーカなどから構成されるコンピュータシステムである。
【００２４】
　データ処理装置３は、コンピュータシステムの記憶装置に格納されたプログラムを演算
部により実行することにより実現することができる。この記憶装置および演算部は、通信
回線を介して接続されたサーバ、クラウドなどの物理的に離間した装置に組み込まれてい
てもよい。
【００２５】
　データ処理装置３は、受信部３１と、パターン識別部３２と、記憶部３３と、操作受付
部３４と、音声再生部３５と、表示部３６と、電源３７とを備える。
【００２６】
　受信部３１は、ヘッドセット装置２から時系列に送信されるデータを受信する。
【００２７】
　パターン識別部３２は、受信部３１で受信した脳波を、複数の感情（例えば、「好き」
、「興味」、「ストレス」、「眠気」、「集中」）ごとに、予め取得した特徴パターンと
比較し、対象者Ｃの各感情の強度（度合い）を推測する。パターン識別部３２は、推測し
た感情の強度を、「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気」、「集中」といった感情
毎に時系列に出力する。つまり、パターン識別部３２からは、対象者Ｃの感情の強度の推
移（時間に対する変化）が、「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気」、「集中」と
いった感情毎に出力される。
【００２８】
　ここで、特徴パターンとは、感情を表現する脳波の特徴値、あるいは特徴値の集合であ
る。特徴パターンは、「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気」、「集中」といった
感情毎に用意されている。特徴パターンの一例としては、好きな匂いと嫌いな匂いを特徴
づけるＦｐ１の部位の脳波における６～８Ｈｚの周波数が挙げられる。すなわち、好きな
匂いを対象者に与えたところ、Ｆｐ１の部位の脳波において、６～８Ｈｚの周波数成分の
振幅が低下し、嫌いな匂いを対象者に与えると６～８Ｈｚの周波数成分の振幅が上昇する
というパターンが示される。
【００２９】
　このことから、Ｆｐ１の部位の脳波における６～８Ｈｚの周波数成分の増減が、好きな
匂いと嫌いな匂いを特徴づけるパターンとして用いる。特徴パターンは、このように単一
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の周波数の特性でもよく、複数の周波数の特性の組合せでもよい。また、特定の感情を示
すものであれば、周波数の特性以外の特徴パターンでもよい。
【００３０】
　パターン識別部３２は、上述したような各感情と特徴パターンとを対応関係を付けたデ
ータベースを備え、特徴値に対応する対象者Ｃの各感情の強度を推測する。データベース
に格納する対応関係は、以下のようにしてあらかじめ取得される。すなわち、脳波計２１
によって脳波を測定するとともに、対象者自身が脳波測定時に当てはまる各感情を特定す
ることにより、データを収集する。そして、測定した脳波を解析し、脳波の特徴値（例え
ば脳波を特徴づける周波数成分）を抽出する。そして収集したデータを統計的に処理する
ことで、特徴値と感情の対応関係を求める。
【００３１】
　データベースに格納する各感情（例えば、「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気
」、「集中」）と特徴パターンとの対応関係は、例えば、対象者毎に、予め取得して格納
するとよい。或いは、多数の対象者について共通化された対応関係を予め取得して格納し
てもよい。また、対象者毎の対応関係および共通の対応関係の両方を格納しておき、対象
者について個別の対応関係が得られている感情については個別の特徴パターンを利用し、
個別の対応関係が得られていない感情については共通の特徴パターンを用いるようにして
もよい。
【００３２】
　はじめに、脳波をたとえば高速フーリエ変換などを用いて周波数解析を行い、行が時間
、列が周波数成分のｎ×ｍデータ行列を作成する。続いて、ｎ×ｍデータ行列を正規化し
、正規化したデータ行列から相関行列を求める。そして、相関行列を固有値分解した上で
、主因子法を用いて因子を抽出する。抽出した因子のうち、高い寄与率である因子（例え
ば、寄与率５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％など）を用いてバリマッ
クス回転を行い、最小二乗法により因子得点を求めることにより、特徴値を抽出する。な
お、特徴値の抽出方法については、上記に限定されず、脳波の特徴が抽出できるものであ
ればよい。
【００３３】
　特徴パターンに対応付けて格納される感情は、好き、興味、ストレス、眠気、集中、き
らい、怒り、悲しみ、幸福、興奮、楽しいなど気持ちを表すもの、空腹、眠気など生理的
な情報を表すものなど、意識的、無意識的を問わず、脳波に特徴的なパターンを生じさせ
る感情であればいかなるものでもよい。また、感情は、単一の感情であってもよく、また
複数の感情の組み合せでもよい。
【００３４】
　パターン識別部３２は、脳波計２１で計測される脳波における特定の周波数成分の大き
さをデータベースに格納された「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気」、「集中」
といった各感情の特徴パターンと比較・照会する。そして、対象者Ｃの各感情（例えば、
「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気」、「集中」）毎に強度を推測し、時系列に
出力する。
【００３５】
　記憶部３３は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）等
の記憶媒体であり、受信部３１で受信されるヘッドセット装置２からのデータと、パター
ン識別部３２から出力される対象者Ｃの各感情の強度とを時系列に対応づけて記憶する。
具体的には、カメラ２２で撮像される映像、マイク２３で集音される音声及び音声の音源
位置、音圧及び周波数特性、検出器２４で検出される対象者Ｃの注視点を、パターン識別
部３２で推測された対象者Ｃの各感情に時系列に対応づけて記憶する。
【００３６】
　操作受付部３４は、ユーザの操作入力を受け付ける。具体的には、感情分析システム１
のＯＮ／ＯＦＦや、記憶部３３に記憶されている各感情のうちどの感情を表示させるかと
いった操作等を受け付ける。
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【００３７】
　音声再生部３５は、操作受付部３４で受け付けられた操作内容に応じて、記憶部３３に
記憶されている音声データをスピーカへ出力し、音声を再生する。
【００３８】
　表示部３６は、操作受付部３４で受け付けられる操作内容に応じて、記憶部３３に記憶
されている各感情及び対応づけられているデータをＬＣＤ等の表示装置に表示させる。電
源３７は、データ処理装置３の動作に必要な電力を供給する。
【００３９】
　図４は、表示部３６により表示装置の画面Ｄに表示される画像の一例を示す図である。
図４には、各感情のうち「好き」を選択した場合に、表示装置の画面Ｄに表示される画面
の例を示している。図４に示すように、画面には、「好き」の強度の推移を示すグラフＧ
が時系列に表示される。図４では、グラフＧは、縦軸に好き度（％）、横軸に時間（Ｔ）
として表示されている。
【００４０】
　また、右下には、「好き」の感情のグラフＧを表示していることがわかるように、枠Ｂ
内には、「好き」の文字が表示される。さらに「好き」の文字の下には、ユーザが表示装
置の画面Ｄに表示された好きの感情を示すグラフＧのうち、ポインタＰ１で指定した時刻
での好き度の数値（％）が表示されている（図４では、９０％）。
【００４１】
　また、枠Ａ内には、ポインタＰ１で指定された時刻に対応づけて記憶されている他のデ
ータである、映像、音声の音源位置、音圧及び周波数特性、対象者Ｃの注視点が表示され
る。枠Ａに表示する映像は、静止画または動画のいずれであってもよい。動画を表示する
場合には、ポインタＰ１で指定された時刻から所定時間（例えば５秒間）の動画を表示す
るようにしてもよいし、ポインタＰ１で指定された時刻を含む所定時間（例えばポインタ
Ｐ１で指定した時刻の前後各５秒、合計１０秒間）の動画を表示するようにしてもよい。
動画を表示する場合には、所定期間の動画を繰り返し表示するように構成してもよい。こ
こで、音声の音源位置、音圧、周波数特性は、円Ｘとして、注視点は、点Ｐ２として映像
に重ねて表示される。図４では、円Ｘの中心が音源位置、円Ｘの大きさ（直径）が音圧を
表している。また、周波数特性は、例えば、色の変化により表示することができる。なお
、図４に示す以外の方法で、音声の音源位置、音圧及び周波数特性や対象者Ｃの注視点を
表示するようにしてもよい。
【００４２】
　また、音声再生部３５は、記憶部３３に記憶されている音声データのうちポインタＰ１
で指定された時刻に対応する部分を再生し、スピーカから出力する。例えば、音声再生部
３５は、ポインタＰ１で指定された時刻から所定時間（例えば５秒間）の音声を再生する
ようにしてもよいし、ポインタＰ１で指定された時刻を含む所定時間（例えばポインタＰ
１で指定した時刻の前後各５秒、合計１０秒間）の音声を再生するようにしてもよい。音
声再生部３５は、音声を繰り返し再生するように構成してもよい。
【００４３】
　図５は、データ取得時の感情分析システム１の動作を示すフローチャートである。
　感情分析システム１の処理を開始すると、ヘッドセット装置２により、カメラ２２で撮
像される映像、マイク２３で集音される音声、音声の音源位置、音圧及び周波数特性、検
出器２４で検出される対象者Ｃの注視点のデータが取得される（ステップＳ１０１）。
【００４４】
　ヘッドセット装置２で取得されるデータは、時系列にデータ処理装置３へ送信される（
ステップＳ１０２）。
【００４５】
　データ処理装置３では、ヘッドセット装置２から送信される脳波を、感情に対応付けて
格納された脳波の特徴パターンとの比較を、「好き」、「興味」、「ストレス」、「眠気
」、「集中」といった感情毎に行い、対象者Ｃの感情の強度の推移を、感情毎に時系列に
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出力する（ステップＳ１０３）。
【００４６】
　記憶部３３は、受信部３１で受信されるヘッドセット装置２からのデータと、推測した
対象者Ｃの各感情の推移とを時系列に対応づけて記憶する（ステップＳ１０４）。データ
取得の処理が終了すると、感情分析システム１は、一連の動作を終了する。
【００４７】
　図６は、感情分析時の感情分析システム１の動作を示すフローチャートである。
　操作受付部３４が記憶部３３に記憶されている対象者Ｃの各感情のうち、いずれかの感
情を表示するかの選択指示を受け付ける（ステップＳ２０１）。次に、表示部３６は、図
４に示すように、記憶部３３に記憶されている対象者Ｃの感情（例えば「好き」）の強度
推移を表すグラフＧを表示装置に表示する（ステップＳ２０２）。
【００４８】
　次に、操作受付部３４で表示装置に表示されたグラフＧの特定の時刻をポインタＰ１で
指定する指示が受け付けられると（ステップＳ２０３）、表示部３６は、指定された時刻
に対応づけて記憶されている他のデータである、映像、音声の音源位置、音圧及び周波数
特性及び対象者Ｃの注視点等を表示する（ステップＳ２０４）。
【００４９】
　また、音声再生部３５は、指定された時刻の脳波に対応づけて記憶されている音声をス
ピーカに出力し、音声を再生する（ステップＳ２０５）。感情分析の処理が終了すると、
感情分析システム１は、一連の動作を終了する。
【００５０】
　以上のように、本発明の感情分析システム１は、カメラ２２で撮像される映像、マイク
２３で集音される音声及び音声の音源位置、音圧及び周波数特性、検出器２４で検出され
る対象者Ｃの注視点と、パターン識別部３２で推測された対象者Ｃの各感情の強度とを時
系列に対応づけて記憶部３３に記憶している。
【００５１】
　そして、ユーザが、表示装置に表示させる感情を選択すると、選択された感情の強度の
推移を表すグラフが表示される。次に、表示されたグラフの特定の時刻をポインタＰ１で
指定すると、表示部３６は、指定された時刻に対応づけて記憶されている他のデータであ
る、映像、音声の音源位置、音圧及び周波数特性、対象者Ｃの注視点等を表示する。また
、音声再生部３５は、記憶部３３に記憶されている音声データの指定された時刻に対応す
る部分を再生し、スピーカに出力する。
【００５２】
　このため、対象者がどのような感情（例えば、好き、興味がある、ストレスを感じてい
る、眠気を感じている、集中している）のときに、どのような映像を見ていたか、音声は
どうであったか、映像のどこを注視していたかを容易に確認することができる。この結果
、対象者の感情を効果的に分析することができる。
【００５３】
　なお、本発明の一実施形態である感情分析システム１を例に本発明を説明したが、本発
明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変
形、改良等は本発明に含まれるものである。例えば、上記実施形態では、推測した脳波の
周波数成分を解析することで特徴値を求めたが、特徴値の求め方はこれに限定されず、例
えば、振幅（ピークトゥピーク値や実効値）、絶対値、変化の急峻度など求めてこれを特
徴値としてもよい。
【００５４】
　また、図４に示した画面Ｄにおいて、ポインタＰ１で指定された時刻における、複数の
感情（選択した感情を含んでもよい）の強度をレーダチャートにより表示してもよい。こ
れにより、選択した感情以外の感情が支配的になっていないか等、選択した感情以外の感
情を考慮しながら感情の分析をすることができる。
【産業上の利用可能性】
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【００５５】
　以上で説明したように、本発明の感情分析処理システム、感情分析方法、および感情分
析プログラムは、対象者の感情を効果的に分析できる。このため、マーケティング等に利
用することができる。
【符号の説明】
【００５６】
１　感情分析システム
２　ヘッドセット装置
３　データ処理装置
２１　脳波計
２２　カメラ
２３　マイク
２４　検出部
２５　送信部
２６　電源
３１　受信部
３２　パターン識別部
３３　記憶部
３４　操作受付部
３５　音声再生部
３６　表示部
３７　電源
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