
Introduction

– どのようなことを考えて，何をしているのか? –

渡邊 栄治 (甲南大学)
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– Introduction – 2020, Konan University

■ [過去]

• 研究分野：機械学習，システム工学 → 学習分析．

• 講義中の気づき (2006 年頃)：

– 「板書/説明」と「ノーティング」のタイミングが?

– 説明中，視線は黒板方向，ノーティングに専心．

• 「気づき」に対して，関連する研究者と joint：

– Workshop1，科研費2，まとめ3．
1http://we-www.is.konan-u.ac.jp/event/event.html
2http://we-www.is.konan-u.ac.jp/kaken/kaken.html
3http://we-www.is.konan-u.ac.jp/research/summary.pdf
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■ [現在] 学習分析

• 学習分析 (Learning Analytics) のプロセス：

– 教育・学習データ (ログ) の蓄積，
– 教育・学習データ (ログ) の分析，
– 学習者・教員へ分析結果のフィードバック，
– フィードバックの効果を評価・改善．

• 学習分析を対象とした活発な国際会議：

– LAK (Learning Analytics and Knowledge), EDM (Education Data

Mining), AIED (Artificial Intelligence in EDucation).
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■ [現在] 研究対象

読む/書く@自習 
ü ページをめくる速度 
ü ノーティングのタイミング 

話す@講義  
ü 学習者との Eye Contact 
ü 板書のタイミング 

聞く@講義 
ü 講師との Eye Contact 
ü ノーティングのタイミング 

視線が合う. 
黒板ばかり見ている?  視線が合う. 

とにかく， 
板書を 

話す/聞く@面接 
ü 視線の一致 
ü 頷きのタイミングや頻度 

なるほど!! 

今の回答で
OK? 

話す/聞く@教え合い 
ü わからない箇所を説明 
ü 耳を傾ける/聴かない 

とにかく， 
板書を 

説明がわか
りやすい!! 

話す/聞く@話し合い 
ü 賛成! (発言しないけど) 
ü 意見に頷いてくれる 

頷いてくれる． 
賛成? 

反対! 

賛成! 

xxページに移動. 

理解して
ノートに. 
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■ [現在] Our Approach

• Sensing：装着型/非装着型センサ．

• Modeling：統計モデル，Neural network model．

• Mining：データマイニング4，プロセスマイニング5．

A                                                                                                                               A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

A                                                                                                                               A 
 
 
 
 
 
 
 
A 

甲南大学 知能情報学部 渡邊研究室 
Web: http://we-www.is.konan-u.ac.jp 

人間の知的な動作の分析に関する研究 

研究目的： 
! 対象：「読む/書く/話す/聞く」などの場面における人間の知的な動作 
! 動作から興味/理解/意思などを推定するための機構の解明や手法の構築 

読む/書く@自習 
!  ページをめくる速度 
!  ノーティングのタイミング 

話す@講義 
!  学習者とのEye Contact 
!  板書のタイミング 

聞く@講義 
!  講師とのEye Contact 
!  ノーティングのタイミング 

視線が合うなぁ. 
黒板ばかり見ている?  視線が合

うなぁ. 

とにかく， 
板書を 

話す/聞く@面接 
!  視線の一致 
!  頷きのタイミングや頻度 

なるほど!! 

今の回答で
OKかなぁ? 

話す/聞く@教え合い 
!  わからない箇所を説明 
!  耳を傾ける/聴かない 

とにかく， 
板書を 

説明がわか
りやすい!! 

話す/聞く@話し合い 
!  賛成! (発言しないけど) 
!  意見に頷いてくれる 

頷いてくれる． 
賛成? 

反対! 

賛成! 

動作 
(見えるもの) 
! 視線,瞬き 
! 頷き 
! 表情 

興味/理解/意思 
(見えないもの) 
! 興味 
! 理解 
! 意思 

動作における特徴と興味/理解/意思の関係 
! 数式で表現 [時系列分析,機械学習] 

xxページに… 

理解して 
ノートに… 

4http://www.kamishima.net/archive/datamining.pdf
5http://www.issj.net/journal/jissj/Vol11_No2_Open/A3V11N2.pdf
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■ [現在] Our Approach

..

Cooperative Learning

Student-A:
xt = −a1xt−1 − a2xt−2 + et

Student-D:
xt = −a1xt−1 − a2xt−2 + et

(p1, p2)
for Student-C

(p1, p2)
for Student-A

(p1, p2)
for Student-B

(p1, p2)
for Student-D

p1

p2

Feedback

Role of pi,
Characteristics
of each student

Time Series Model

Parameter:
a1, a2

xt + a1xt−1 + a2xt−2 = 0
(1 + a1z

−1 + a2z
−2)

xt = 0
(1− p1z

−1)(1− p2z
−1) = 0

z = p1, p2

xt: Event
(Looking at Note,
Other Students)

Sensing/Modeling/Mining
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■ [未来] 検討すべきこと

• 小さな Teaching Asistant による Sensing/Teaching：

– (バイタルデータ収集，開始/終了時の質問) VEVO6

– (子ども目線, 表情/音声/質問/回答) Roomba, Braava7 8

– (他者を思いやる) 弱いロボット9

– (教えない/命令しない) 仕掛け10

• 講師の視線，動作 ↔ 子どもの視線，動作：
6https://vevo-robot.com
7https://www.irobot-jp.com/irobothomeapp.html
8https://www.irobot-jp.com/irobot/stem
9http://blog.ricoh.co.jp/RISB/technology/post_489.html

10http://blog.ricoh.co.jp/RISB/technology/post_423.html
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■ 統計的モデリング/人工知能

• 統計的モデリング：

– 現象に合致するモデルを定式化 → 重回帰モデル，
– モデルにおけるパラメータを決定 → 最小2乗法，
– 構築されたモデルの説明 → 回帰係数の意味付け．

• 人工知能 (AI)：

– 現象に合致するモデルを定化式 → Neural Network，
– モデルにおけるパラメータを決定 → 学習アルゴリズム，
– 構築されたモデルの説明 → 荷重係数の意味付け．
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