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1．は じ め に

学際的な研究の可能性を論じる．

2．テキスト世界での非言語コミュニケーション
1980 年代のアスキーネットの文化から誕生し，WWW
（World Wide Web）時代の前に流行っていた BBS（Bulletin

対面でのコミュニケーションに対して，電話での会

Board System）や IRC（Internet Relay Chat）など，限

話では視覚情報が欠落するものの声の抑揚などから感情

定された状況で使用されているインターネットスラング

推測のためのヒントが得られるが，テキストのみでのコ

（Netspeak・Textspeak）が 90 年代後半頃から社会言

ミュニケーションでは文字列以外の情報はすべて欠落し

語学などの研究対象となった．その新たな現象の一部

てしまう．電話とオンラインチャットにおけるコミュニ

である顔文字はプレーンテキストで表現できることか

ケーションの一般的な相違点に関する研究は多数報告さ

ら，ダイヤルアップ接続などの低速通信においても簡単

れている [Garcia 98, Holbrook 03, Williams 77]．その

に「感情」や「アート」などを伝達できる手段となっ

情報不足を補うためにさまざまな技術と方法が存在する

た．ADSL の普及とともにチャットコミュニケーショ

が，ビデオチャットなど直接対面し情報交換する方法が

ンは大手企業のメッセージアプリケーションへ流れ，文

好ましくない環境下では，顔文字，絵文字，スタンプ，

字以外の大容量データのやり取りにかかるコストは低減

顔アニ＊1，GIF アニメーションなどがよく使われる．こ

されたが，顔文字は依然として使用され続けている．ユ

れらの補足情報の利用方法と効果も研究対象になってい

ニコードと Twitter の普及とともに新たな「珍しい文字

る [Jibril 13, Walther 01, Wang 16]．2015 年にアメリカ

と記号からつくられた顔文字のような文字列」が携帯電

で行われたアンケートによると，絵文字利用者の 70.4％

話やスマートフォンなどに搭載されている IME（Input

は「言いたいことをより具体的に表現するために使う」
，

Method Editor）にも導入され，現在は絵文字やスタン

64.7％は「相手に自分をより良く理解してもらうため」
，

プと共存している．顔文字が利用され続けている理由は，

5 割近くは「より親しいつながりをつくるため」と回答

顔文字の表現力，柔軟性と背景にあるネット文化にある

している＊2．

と思われる．
本解説では，顔文字と絵文字という絵記号を中心とし，
文書の中で使われている非言語表現のさまざまな可能性

しかし，自分が伝えたいことをよりわかりやすくする
ために画像的な要素をメッセージに付けることによって
理解が深くなったり，相手と親しくなるとは限らない．

と問題点を紹介する．テキストに表現された「人間につ
いての知識」を獲得する人工知能を開発している観点か
ら著者の意見を述べ，人間を理解する難しさ，面白さと

＊1 テキストサイズのアニメーション顔やキャラクタのこと．
＊2 https://www.statista.com/statistics/476354/
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[Miller 16] の研究によると，同じ絵文字でもプラット

象になっている．オンラインチャットにおけるグラフィッ

フォームによって絵が異なり，解釈が違ってしまうこと

クシンボルの使用方法とその効果は以前から研究され，

が指摘されている．例えば，U＋1F601 の絵文字の場合

テキスト処理における絵文字処理技術も開発されている

は Apple の

[Barbieri 16, Eisner 16]．それにもかかわらず，自然言

はにやつき笑いで「かかってこい」
（ ready
，Twitter

語処理の技術として，頻繁につくられている顔文字やど

などは攻撃的な意味はなく大きな

んどん増加している絵文字から感情を推測するための柔

笑いと解釈された．顔文字の表現にも自由度があり，
フォ

軟な手法が存在しているとは言い難い．絵文字や顔文字

ントが同一であれば必ず同じ表現になるが，フォントを

の増加傾向と比較すると，それらの分析や開発が追いつ

変更するだけで同じはずの「顔」の形が変化してしまう

いていない可能性が高い．

for ﬁght ）と解釈されたが，アンドロイドの
の

，Windows の

こともある（図 1 の d）参照）
．

1990 年代後半，映画＊3 の単なる背景要素だけであっ
た顔文字は，20 年後の現在，
「携帯電話に住んでいる」
映画の主人公となった＊4．冗談の一種であったとしても，
名作「ピーターパン」や「白鯨」などの翻訳にも使用さ
れるようになってきている．次章にグラフィカルな情報
伝達の標準化への日本文化の役割と海外への影響につい
て述べる．

3．日本文化の影響と浸透
人間の表情は世界共通であるという [Darwin 1872]
の 結 論 は 間 違 っ て い る 可 能 性 が あ り [Gendron 14]，
[Ekman 92] の分類によれば人種を問わず世界中の人間
が共有している基本感情は六つであると指摘されている
が，その後の [Jack 14] らの研究により，共有されてい
ると考えられる基本感情は四つしかない可能性が示唆さ
れている．現在のところ人間の感情については未知の要
図1

a）「ちゃぶ台返し」の顔文字の怒り程度によるバリ
エーション，b）両手のバージョン，c）「落ち着け」
の 2 パターン，d）ローマ字での表記

素が多いが，画像を交えたコミュニケーションがグロ
バールな現象となっている．一方で，意味（感情）の伝
達を円滑にすることが目的であったとしても，中には誤
解を招く表現があることも事実である．日本のアニメか

親しみに関していえば，顔文字を使用することで表
現における親しさが増す一方で，相手との関係性によ
り違和感を伴う場合も十分にあり得る [加藤 08]．しか

らジェスチャを知った外国のネットユーザはほとんど
の顔文字・絵文字を理解しているかもしれないが，
，

，

のような，はっきり人間の体の部分が写ってい

し，どのように解釈されるかはさほど考慮することも

る絵文字でも海外でのジェスチャ理解度は不十分である

なく，ネットユーザの大半が画像的な表現をしている

恐れがある．

[Seyednezhad 17]．以前に述べた「なぜ絵文字を使う

していえば，日本人と海外の人々とのコンテクストの共

か」というアンケートの結果をさらに見ると，
「自分の

有が不十分であることから誤解される可能性がある．

考え方を言葉より良く反映しているため」
（41.1％）
，
「テ

は陽気な「ふざける顔」のはずであるが，インドの文化

キストより早く入力できるため」
（41％）
，
「LOL のよ
うな省略や：-）のような顔文字より入力しやすいため」

などでは舌を出す行為は下品な意味合いがあるため，異

（38.2％）
，
「慣れているから」
（32％）
，
「より現代的なコ

のような漫画で使用されるシンボルに関

なる背景の相手の反応に驚く可能性がある．初心者マー
クを表している

は，例えば著者の母国であるポーラ

ミュニケーション方法であるため」
（23.6％）
，
「他の人

ンドでは

が使っているため」
（19.3％）の理由も紹介されている．

白人の顔を選択して利用できても，特に年寄りの欧米人

確かにファッション的な部分もあるが，現代的なコミュ

にとってどのように理解されるか予想できない部分があ

ニケーションのスタイルというよりはむしろ，エジプト

る．他方，文化の背景がわからなくても何となく理解で

である．一方，謝罪や「よろしく」の

は

の象形文字や中国の漢字などが表意文字として絵に由来
していることなどを勘案すると，ある意味では過去への
回帰とも考えられる [Alshenqeeti 16]．
世界中のトイレのマークや空港でのサイン，コンピュー
タにおける GUI のアイコンなどは，シンボルの標準化の対

＊3「
（ハル）
」
，東宝系の日本映画（1996）
．監督・脚本：森田芳光．
http://www.imdb.com/title/tt0115431/
＊4「The Emoji Movie」
，
Sony Entertainment（2017）
，
監督・脚本：
Tony Leondis．http://www.imdb.com/title/tt4877122/
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Chrome の 拡 張 機 能「Le Lenny Face」 の
顔文字選択の一部

以上の例を見ると，顔文字や絵文字は国境を越えた人
生を送り，短動画のアニメーション GIF などが埋め込
図2

アメリカのファミリーレストランのチェーン店
「Denny’
s」によるつぶやき（2014 年 5 月 22 日）

みにくいテキストでよく使われている．このように顔文
字は，現実世界における視覚効果と，抽象化されたテキ
ストベースの世界とをつなぐ接点となり，自然言語処理

）も存在し，特に若者の間ではも

の分野において無視できない存在へと成長を遂げた．次

との意味を気にせず新たな意味で利用されたりすること

章では，著者らの研究を例に使いながら，顔文字処理の

もあるであろう．

問題点を説明する．

きる顔文字（

や

顔文字を例にすると，テレビアニメ「巨人の星」の
登場人物が卓上に食器類や食べ物が乗っている状態の

4．対 話 処 理 の 例

ちゃぶ台をひっくり返すシーンで有名になった「ちゃ
ぶ台返し」の

は世界中のオンラインゲーム

SF 映画「Moon」＊7 に出てくるロボット Gerty は自然

のチャットルームで人気を集めてほかのメディアまで広

言語および基本的な絵文字（smileys）を利用している．

がったように，例えば日本の「2 ちゃんねる」から海外

実行している行動，発言している内容と表示されている

の「4 チャンネル」＊5 経由で世界中に広がった顔文字も

感情の間で生まれるギャップはプロットの面白さを増加

少なくない．図 1 で示すような，さまざまなバリエー

させる．
「2001 年宇宙の旅」
の HAL＊8 より親しみ深いが，

ションと一般的な返事「落ち着け」
（英語版は Respect

人工知能の笑顔に整合性がない場合違和感が生じる．無

Tables ）まで愛用され，ユニコードの入力ができなく

論，そのギャップは人間同士の間でも起き，あらぬ誤解

ても図 1・d）のようにローマ字で表す方法もある．図 1・

につながっている．心理学者アルバート・メラビアンの

（smugshrug・わからぬ・

研究 [Mehrabian 71] によると，感情を伝えるときに人

）という顔文字も 2010 年のアメリカのヒップホップ

は相手の言語，聴覚（声のトーン）と視覚（身体言語・

b）と c）に出てくる

グループのつぶやき＊6 によって世界中の人気を集めて，

ボディーランゲージ）を分析し，その三つのチャネルの

ミーム的なシンボルになった（図 2）
．

間で不一致（incongruity）や矛盾が起きると，メッセー

ほ か に 大 ヒ ッ ト し た 顔 文 字 の 例 は「 レ ニ ー」
（Le

ジの受け手は異なる伝言を受け取り，間違った情報を与

である．もともと日本のインターネット

えられる．そうすると受取り側（receiver）は発話者に

に出現していた顔文字が 2012 年にフィンランドのセ

対して不快な思いをすることとなることが指摘されてい

キュリティフォーラムをスパミングするために使用さ

る．

Lenny）

れた途端，Reddit.com などに広がり，今もよく使われ

Human Machine Interface（ヒューマンマシンインタ

ている．ブラウザの拡張として利用できたり（図 3）
，

フェース，HMI）の分野では対話の内容，感情，トーン，

Wii の Mii のアバターの顔に使用されたり，人気ゲーム

ジェスチャ，表情も研究されているが，ロボットが選

Minecraft のブロックでつくられたりしている．

択，あるいは生成する適切な表情と，人間の表情とお互
いに交わされる言語の内容との関係は深く研究されてい

＊5 http://www.4chan.org
＊6 https://twitter.com/TravisPorter/status/
27647230153

＊7 http://www.imdb.com/title/tt1182345/
＊8 http://www.imdb.com/title/tt0062622/
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テキストによる発話伝達の簡単図．
Mehrabian の理論によると，チャネルの間に不一致が発生すると誤解が生まれる

るとはいえない．その理由としては，動画像からの学習

種々の問題があるものの，発話に対し，非言語的な部

データの作成にコストがかかることがあげられる．一方

分を創造的に追加する可能性がうかがえる．2015 年に

テキストに頻繁に付与される顔文字が視覚チャネルの代

顔写真から顔文字を自動的に生成する特許が登録され

用と考えると，メッセージの内容とのギャップについて

[Chembula 15]，[Kim 15] はユーザの顔をスタンプと合

推測できる可能性がある．テキストには音声的な情報が

成し，キーワードを表す画像と意味的な背景画像に貼り

あまり含まれていないが，文末に追加された顔文字は顔

付ける「絵記号生成システム」を提案した．

や身体の状態や動きだけではなく，イントネーションに

人間のコミュニケーション支援は，現在においても

ついてのヒントも与えてくれるともいえる（図 4 参照）
．
2014 年に ``：-）
’
’のような欧米の「横顔文字」を利用

盛んに行われている研究のテーマであるが，顔文字の生

して適切な音声合成を行う特許 [Radebaugh 14] が登録

し，より一層のコミュニケーション支援を行える可能性

されるなど，テキストから推定できる音声的な情報を取

がある．しかも，自由度を上げて，強化学習などと融合

り扱う技術も生み出されている．

すればロボットの表現力が豊かになり，同じパターンの

成技術をアバターやロボットの表情やジェスチャへ変換

その情報はロボットとの自然な会話に使用できる可能

ジェスチャや表情を繰り返すといった不自然さをなくせ

性が高いが，テキストと顔文字の表現する情報の不一致

るかもしれない．ヒューマンコンピュータインタラク

は，皮肉やユーモアの理解と生成の研究にも重要な手掛

ション（HCI）の分野では，語彙レベルから顔や手の物

かりになり得る．特に皮肉は現在の情緒推定分野では悩

理的な動きへの変換が困難であるが，顔文字を語彙と表

ましい課題である．対話処理にもその問題が存在し，著

情と体の動きの間の中間表現として扱えたら，より自然

者らの研究グループでも報告している [Rzepka 16]．副

な移行が可能になるかもしれない．

詞と顔文字が感情的な表現を強くする傾向が確認できた

一方で，キネクトなどを使用し，人間の会話中の動き

が，逆効果のケースもあった．顔文字があるから皮肉に

を読み取り，それらを顔文字へと変換することも可能と

見える場合だけではなく，逆に顔文字がないからこそ真

なるかもしれない．これらの技術を使い，誰に対しても

面目すぎて皮肉に見える表現もあった．予備実験である

容易に理解可能な顔文字を自動的に発見（あるいは生成）

ため断定的な結論は出せないものの，感情の推定が顔文

することができれば，顔文字や絵文字の解釈が人によっ

字の有無だけで随分異なると考えられる．評価実験に参

て異なるという問題 [Miller 16] が解決されるかもしれ

加した被験者は例えば

ない．

という顔文字の表現する感

情などを適切に理解できていない可能性があり，顔文字

しかし，世界中で通じる普遍的な顔文字や絵文字が

を選択しながら対話をするシステムを構築する過程にお

発見されたとしても，テキストベースの表現による視覚

いて，顔文字の理解度についての調査も必要であること

チャネルだけに基づいたコミュニケーションが成立す

がわかった．

るかどうかは疑問が残る．[宗森 06] の実験結果を見る

顔文字を選択するだけではなく，新種の顔文字を自動

と，最低限の会話ができても，具体的な情報（図 5）を

生成する技術も面白い研究課題である．2003 年に中村

伝えるときに絵だけのコミュニケーションでは不十分で

ら [中村 03] がニューラルネットワークを使用する「顔

ある．図 4 で表したように，話者の間の理解には共通の

文字生成」の手法を提案した．感情要素と発話行為を

知識が必要となり，お互いに自己文脈と呼んだ一時的な

含む行動要素を学習し，口，目，手などのパーツから

状態を理解してもらうのはコミュニケーションの基礎と

顔文字を自動的に生成することを試みた．実験結果には

見ている．
「Mr.Children」のような概念は絵記号で表し
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とってはわかりやすいとは言い難い面を有する顔文字が
今なお盛んに使用されている理由は何であろうか．絵文
字やスタンプなどをつくるより簡単につくれる顔文字は
自己アピールのアート的な表現として扱ってよいであろ
うか．絵文字には説明があり，スタンプには意味カテゴ
リーが付与されているが，そういう面で考えれば人間は
硬いバウンダリーのない言葉のように自由な表現をする
ために顔文字を使用しているのであろうか．
また仮に，言語学的な観点から絵文字を「句読点」と
して定義するにしても，それは今までなかったバリエー
ションのある句読点となるであろう．その理解に関す
図5

宗森らの絵文字だけでのチャットによる誤解の例
（[宗森 06, p. 2074, 図 8] 再利用）

る差についてもまだまだ研究の余地がある．例えば，ネ
ガティブな感情を表す表情の解釈は年齢によって異なる
[Mienaltowski 13]．顔文字に対しても同じことが当ては

にくいが，
「キス投げ」の絵文字

や「なでなで」の顔

文字（ ^^）/（;_;）などは心の状態を言葉よりうまく伝

まるだろうか？
技術的な課題も多数想定される．例えば，三チャネ

えることもある．
「OK」
，
「いい」
，
「よかった」
，
「よし」
，

ルを利用する俳句生成システム [Rzepka 15a] では，表

「大丈夫」
，
「了解」
，
「そうして」を一つの絵記号 d（^_^ ）

情の情報を追加すればより良い評価が得られるであろう

あるいは

で表現するほうが発話者によっては楽である

か．また，第二言語習得のための対話システム [Mazur

し，脳は絵文字のほうが処理しやすい [Yuasa 11] ため

12] に顔文字を追加すれば，習得がスムーズになるであ

受取り側にとっても受けやすい伝言になる．無論，意味

ろうか．発話生成 [Rzepka 05]，倫理判断 [Rzepka 15b]

が広いときは誤解も生まれるし，わざとその伝言を曖昧

や常識的知識獲得 [Shudo 16] はインターネット資源を

にすることもあったり，美的な目的だけで使用すること

利用しているが，より深く顔文字を処理すれば書き手が

もあるため絵記号の処理は困難である．一方，感情的な

残したかった意図がよりうまく発見できるだろうか．

文を生成するシステムにとっては適切な表現が見つから
ない場合は

という汎用的な選択肢があれば助かるかも

しれない．

絵記号は危機的な状況においても字が読めない人に
とって命を助けることもあり [Berg 16]，うつ病の症状
を発見する手掛かり [Mowery 17] にもなり得る．客を誘
惑するマーケティングの武器として利用されたり，性的

5．さらなる研究の必要性

指向の推測 [Maliepaard 17] によって個人情報を入手す
る要素としても利用される．相互の理解を深めるための

は Oxford English Dictionary の「Word of the Year

ヒントとして扱われるのと同様に，意味を曖昧にするた

2015」に選ばれて，絵によるコミュニケーションの重

めのツールとなる可能性も十分にある．どんな現象であ

要性は強調された．
「面白い現象」から「重要なコミュ

るか，どの役割を果たしているかわからない部分がいま

ニケーションの要素」となり，言葉とは生き物であるこ

だに多くても，自然言語の一部として扱い，自然言語処

とを実感させられた．本稿のタイトルでも示していると

理の対象とならざるを得ない時代が来たともいえる．こ

おり，絵記号はさまざまな領域をつなげる架け橋として

の解説では，絵記号を対象とした研究のほんの一部にし

扱える．コミュニケーションのチャネルの間，文章と画

か触れることができなかったが，絵記号は人間を理解す

像・動画の間，記号論と認知科学の間，日本と海外の間

るための材料として重要であり，人工知能と他の分野の

などが考えられる．使用方法が異なっているとしても

学際的な共同研究につながると考えられる．本解説が，

[Moschini 16]，絵記号の標準化に日本の影響も小さく

読者の皆様にとって，絵記号研究に興味をもっていただ

ない．顔文字が絵文字へ，絵文字はスタンプへ，スタン

くきっかけとなれば幸いである．

プはアニメスタンプへ進化をし，人間の認知的処理は容
易になってきている反面，コンピュータでの自動処理に
ついてはまだまだ困難であると考えられる．知的なエー
ジェントによる言語と非言語のコミュニケーションのバ
ランスへの挑戦であることから，絵記号は研究課題とし
ての重要性を増しており，絵記号の進化に伴って新たな
疑問が生じ，より基礎的な疑問を解決するための調査研
究は多数必要となるだろう．絵文字が誰にでもどこでも
通じるゴールへ向かっているならば，人間の認知機構に
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