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あらまし 本報告では，
「講義」，
「会議」，
「面接」，
「自習」などにおける「読む」，
「書く」，
「話す」，聞く」，
「教え合う」，
「話し合う」などの知的な動作を定量的に分析するための手法について述べる．具体的には，
「知的な動作の検出」，
「知
的な動作に対するモデリング」および「知的な動作と興味や理解などの内面状態の関係解明」について検討する．
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1. 概

要

「講義」，
「会議」，
「面接」，
「自習」などの
図 1 に示すように，

書籍や電子媒体を用いた自習において，試験だけでなく，学
習者の「読む/書く」動作は，学習者の興味や理解を推定する
上で重要な役割を果たす．

場面で，
「読む」，
「書く」, 「話す」, 「聞く」，
「教え合う」，
「話し

板書を用いる講義において，学習者は，講師の説明を聞くこ

合う」などの基本的ではあるが，知的な能力が必要とされる．

とと，ノーティングすることが要求される．一方，講師は，学
習者の動作から学習者の興味や理解度を推定することにより，
講義を円滑に進める必要がある．また，学習者間で教え合う
「協同学習」では，グループ内の理解度だけでなく，協調性に
ついても評価する必要がある．
面接において，被面接者の回答内容だけでなく，被面接者の
動作 (視線や顔の動きなど) も評価の対象となる．一方，被面
接者は，面接者の動作から自身に対する評価を推定することが
必要となり，両者の間に相互作用が生じる．以上のように，両
者の動作と評価の間に生じる相互作用を調べる必要がある．
会議において，
「効率的な進行」，
「活発な意見交換」が「良い
会議」とされている．そのために，
「発話者の検出」，
「非対話者
の非言語動作の検出」に基づいて，
「参加者の相互作用」を定量

図 1 対象とする人間の知的な動作

化することにより，
「会議」の評価を行う必要がある．
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2. 人間の知的な動作の分析

3. 良い読み方とは?

本報告では，図 2 (a) に示すような場面を対象として，
「読む/

新たな知識の獲得は，
「読む」ことや「聞く」ことから始まる．

書く/話す/聞く」などの知的な動作の計測 (Sensing)，モデル

多数のページから構成される書籍の内容を理解するためには，

化 (Modeling)，マイニング (Mining) を行うことにより，図 2

必要なページを繰り返し読む必要がある．一方，特定のページ

(b) に示すように，動作 (見えるもの) から興味や理解など (見

において，断片的な知識を体系化するためには，重要な箇所に

（注 1）

えないもの) を推定するための機構について検討する [1]

．

着目し，当該の箇所を効率よく読むことが重要である．また，
内容に対する興味や理解度は，視線や顔の動きに表出されるこ

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

視線が合うなぁ.
黒板ばかり見ている?

視線が合
うなぁ.

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

とがあり，視線や顔の動きにも着目する必要がある．

とにかく，
板書を

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
反対!

図 3 良い読み方とは?

3. 1 読 む 動 作
読む動作は，対象とするコンテンツ (紙媒体や電子媒体) に
対する興味や理解度と密接に関係している．ここで，コンテン

賛成!

とにかく，
板書を
説明がわか
りやすい!!

頷いてくれる．
賛成?

ツを読む動作は，図 4 に示すように，以下のように大別できる．

•

特定のページにおける特定箇所の注視

•

複数のページを読む際のページ移動

本節では，上述の読む動作と興味や理解度の関係について検
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/聞く@面接
ü 視線の一致
ü 頷きのタイミングや頻度

討する．
Region Of Interrest

Page Transition

今の回答で
OKかなぁ?

xxページに…
なるほど!!

理解して
ノートに…

(a) 対象とする場面
興味/理解/意思
(見えないもの)
ü 興味
ü 理解
ü 意思

動作
(見えるもの)
ü 視線,瞬き
ü 頷き
ü 表情
動作と興味/理解/意思の関係解明
ü モデル化 [時系列分析,機械学習]

(b) 研究目的

図 2 人間の知的な動作の分析に基づいた内面状態の推定
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図4 読む動作

3. 2 特定のページにおける視線移動を対象として
特定のページに対する興味や理解度によって，注視場所や注
視時間が異なる．ここでは，
「特定のページにおける視線移動と
理解度の関係」について検討する．

3. 2. 1 各領域に対する注視時間の予測モデル
領域 (x, y) に対する過去の注視時間 cx,y (t − ℓ) を入力とし
て，各領域における注視時間を予測する時系列モデルを考える．

cx,y (t) =

∑
ℓ

=

∑
ℓ

αℓ f (cx,y (t − ℓ))

∑

αℓ f (

wx,y,ℓ cx,y (t − ℓ))

(1)

x,y

（注 1）
：本研究は，JSPS 科研費 22500947, 25350308, 2533042, 16K00499,

19K12261, 19K03095 の助成を受けました．

ここで，係数 αℓ および wx,y,ℓ に着目することにより，各領域

—2—

に対する注視時間 cx,y (t) と当該のページに対する興味や理解
度との関係について検討する．

3. 2. 2 視線および顔の動きと理解度の関係
•

入力：視線移動，顔の動き (固定カメラ)

•

出力：理解度 (問題に対する得点)

•

実績: [1], [2], [3], [4].

3. 2. 3 視線および顔の動きと理解度の関係
•

入力：視線移動，顔の動き (ウェアラブルカメラ)

•

出力：理解度 (問題に対する得点)

•

実績: [5], [6], [7], [8], [9], [10].

3. 3 複数のページの移動履歴を対象として
複数のページから構成されるコンテンツを対象とする．

3. 3. 1 ページの閲覧頻度 fpage と興味や理解度の関係
次式に示すように，コンテンツに対する興味の有無や理解度
と page 番目のページに対する閲覧時間 fpage の関係を明らか
にする．具体的には，係数 αpage に着目することにより，(i)
コンテンツを理解する上で重要なページを明確にする，(ii) 理
解している/理解していない場合の読み方を明確にする．
興味, 理解 = f (

∑

(2)

αpage fpage )

page

•

入力：ページの移動履歴

•

出力：理解度 (問題に対する得点, 要約など)

•

実績： [11], [12], [13], [14], [15], [17].

3. 3. 2 閲覧したページ番号 page(t) に対する時系列モデル
次式に示すように，時刻 t におけるページ番号 page(t) に対
する時系列モデルを考える．具体的には，係数 αℓ に着目する
ことにより，ページの進め方と理解度の関係を明確にする．

∑

page(t) = f (

αℓ page(t − ℓ))

(3)
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く記載されているか，(ii) 当該のノート内容を利用して，関連

4. 良い書き方とは?

する問題を解くことができるのかなどのノート内容に対する評

「書くこと」は，
「聞いた内容」や「見た内容」を，確実にか

価が必要である．

つ効率的に記録するための重要な動作である．例えば，講義に

•

入力：ノート (問題を解くための参考資料として)

おいて，聞き手には，話し手の説明を聞き，かつ板書を読みな

•

出力：第三者による参照時間，評価．

がら内容を理解した上で「書くこと」が要求される．その際，

•

実績： [21]

ノーティング動作のタイミングが，講義内容を理解する上で重

4. 4 板書内容とノート内容の関係

要な役割を果たす．また，ノートは，事後に読み返すことによ
り，講義内容を想起するための重要な記録媒体である．

学習者のノート内容は，板書のタイミングや板書内容および
学習者の理解度の影響を受ける．検討すべき課題として，板書
とノート内容の比較および照合が挙げられる．

•

入力：板書内容

•

出力：学習者のノート内容

•

実績： [3]

4. 5 ノートの読み易さと理解度の関係
学習者のノートの読み易さと学習者の理解度の関係について
検討する．

図 5 良い書き方とは?

•

入力：ノート構造に対する客観的な評価 (読み易さ)

•

出力：理解度 (問題に対する得点，内容に対する口頭説明)

•

実績： [3]

4. 1 書 く 動 作

4. 6 ノーティング動作と理解度の関係

本節では，図 6 に示すように，自習や講義におけるノーティ

講師の動作と学習者のノーティング動作の間には，密接な関
係があり，内容の理解度に対応して，学習者のノーティング動

ングを行う場合を対象とする．
以下では，(i) ノートの読み易さやノート内容の評価, (ii) 板
書とノーティングのタイミングの関係, (iii) 板書内容とノート内

作に差異が生じる．ここでは，学習者のノーティング動作と理
解度の関係について検討する．

容の関係, (iv) ノートの読み易さと理解度の関係, (v) ノーティ

•

入力：視線移動，顔の動き，手の動き

ング動作と理解度の関係, (vi) 手書きノートの電子化, (vii) 手

•

出力：時間，書き込み内容，問題に対する得点

書きノートの高機能化, などについて検討結果する [25], [26]．

•

実績：[2], [5], [10], [11], [?], [19], [20], [21], [22], [23],

[24], [27].
4. 7 ノーティング動作の類似度
ノーティング動作に関する学習者間の類似度を評価する．

Noting

Noting

•

入力：顔の動き．

•

出力：類似度．

•

実績： [28], [29].

4. 8 固定カメラを用いた手書きノートの電子化

図 6 自習や講義に対するノーティング動作

•

入力：ハンドアウト，ペン先位置，講義映像

•

出力：書き込み内容，時間

•

実績： [17].

4. 9 ウェアラブル型カメラを用いた手書きノートの電子化
4. 2 ノートの読み易さの評価

•

入力：ハンドアウト，ペン先位置，講義映像

検討すべき課題として，(i) 画像処理などによるノート構造

•

出力：書き込み内容，時間，講義映像, キーワード.

の抽出方法，(ii) ノートの読み易さの要因の抽出と要因の定量

•

実績： [7], [8], [9], [14], [16], [18].

的な評価方法などが挙げられる．また，ノートの読み易さに対

4. 10 タブレット型端末や電子ノートを用いた手書きノート

する評価として，(i) アンケート形式による主観的な評価，(ii)
視線分布に対する分析などが挙げられる．

の高機能化
タブレット型端末や電子ノートなどを用いることにより，書

•

入力：ノート

•

出力：ノート構造

•

入力：ペン先位置，キーワード?

•

出力：ノート構造に対する客観的な評価 (読み易さ)

•

出力：書き込み位置，時間，書き込み内容

•

実績： [1]

•

実績： [?], [12], [13].

4. 3 ノートの内容の評価
構造上の読み易さではなく，(i) 必要な情報が論理的に正し

き込み内容の抽出により，手書きノートの高機能化を図る．
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5. 1. 2 両者の動作の分析

5. 良い講義とは?

•

入力：講師および学習者の顔方向

講義において，講師は，学習者の動作や表情から，学習者の

•

出力：統計的な特性

興味や理解度を精度良く推定し，講義を円滑に進める必要があ

•

実績： [5], [7], [10].

る．一方，学習者は，講師の説明を聞き，かつ板書を読みなが

5. 2 相 互 作 用

ら，内容を理解した上で，ノーティングすることが要求される．

図 8 に示すように，講師と学習者の動作の間には，以下のよ

さらに，両者の間には相互作用が生じており，相互作用は，講
演や講義の進行を分析する上で重要な役割を果たす．
講師および学習者の動作を分析するとともに，両者の間に生

うな相互作用が生じる．

5. 2. 1 講師の動作に対するモデリング
講師は，自身のペースと相対する学習者の影響を受ける．し
たがって，講師の動作を，次式によりモデル化を行う．

じる相互作用について検討している．

講師の動作 =

∑

αp fS,p (学習者の過去の動作)

p

+βfL (講師の過去の動作)
•

入力：両者の動作

•

出力：講師の動作

•

抽出：講師の動作に対する影響因子

•

実績： [12].

(4)

5. 2. 2 学習者の動作に対するモデリング
図 7 良い講義とは?

学習者は，自身のペース，講師の講義の進め方および他の学
習者の影響を受ける．したがって，学習者の動作を，次式によ

5. 1 講師および学習者の動作

りモデル化を行う．

図 8 に示すように，板書を用いた講義において，講師および
学習者には以下のような動作が生じる．

•

学習者の動作 = αp fS,p (学習者の過去の動作)

+

講師の動作：

αq fS,q (他の学習者の過去の動作)

q =p
|

– 板書動作，板書内容，説明動作，説明内容，

+βfL (講師の過去の動作)

– 学習者に対するアイコンタクト
•

∑

学習者の動作：

•

入力：両者の動作

– ノーティング動作，ノーティング内容，

•

出力：学習者の動作

– 板書方向への注視，講師方向への注視，

•

抽出：学習者の動作に対する影響因子

– 頷き

•

実績： [9], [11].

(5)

5. 2. 3 講師および学習者の動作の関係
Behaviors of Lecturer
üExplanation
üWriting
üTiming

Contents
üExplanation
üWriting

Students

Lecturer

•

入力：両者の動作

•

出力：両者の動作

•

抽出：学習者の動作に対する影響因子，両者の動作の相関

•

実績： [1], [6], [4], [6], [8], [14], [15], [16], [17], [18],

[19], [20], [21].
5. 2. 4 講師および学習者の動作と学習者の理解度の関係

Behaviors of Students
üFace movement
üTaking notes
with interests and understandings

図 8 講義における講師および学習者の動作

5. 1. 1 両者の動作における特徴量の抽出

•

入力：講師の動作，学習者の動作, 理解度

•

出力：学習者の動作

•

実績： [13].

5. 2. 5 学習者の動作の類似度
•

入力：講師の動作，学習者の動作

•

出力：講師の動作，学習者の動作

•

抽出：学習者の動作の類似度 (相関係数，モデルパラ

メータ)
実績： [23]

•

入力：講演映像

•

•

出力：講師および学習者の顔方向

5. 3 少人数を対象とした対面講義

•

実績： [2].

1 対 1 の対面講義において，講師は学習者の視線，うなずき，
表情などの非言語動作から，学習者の興味や理解度を精度良く
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推定することが重要である．

•

入力：学習者の非言語動作

•

出力：学習者の興味や理解度

•

実績：

Lecturer

Student

図 9 少人数を対象とした対面講義
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6. 良い協同学習とは?
Active Learning の一つの形態である協同学習 (Cooperative

[8]

Learning) では，学習者が相互に，
「教わる/教える」役割を果た
すために，教員が複数のグループの状況 (協調性や理解度) を，
即時に評価することは困難である．したがって，
「教わる/教え

[9]
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る」学習者の動作を検出するとともに，学習者の動作から個人
およびグループとしての協調性や理解度を推定するための手法
を構築することが重要である．

図 10 良い協同学習とは?

6. 1 学習者の動作の検出
•

入力：動画

•

出力：学習者の非言語動作 (顔方向)

•

実績： [1], [8], [9].

6. 2 学習者の動作のモデリング
•

入力：学習者の非言語動作

•

出力：学習者の非言語動作

•

実績： [2], [3], [4], [5], [6].

6. 3 学習者の協調性の推定
•

入力：学習者の非言語動作

•

出力：学習者の非言語動作の類似度

•

実績： [7].
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7. 良い面接とは?
面接においては，面接者の質問に対する被面接者の回答内容

[2]

だけでなく，被面接者の動作 (目や顔の動きなど) が，評価の
対象となる．一方，被面接者は，面接者の動作から，自身に対

[3]

する評価を推定することが必要となる．
[4]

[5]

[6]

図 11 良い面接とは?
図 12 に示すように，質問や答などの言語動作以外に，視線

[7]

や顔の動きなどの非言語動作が生じる．また，被面接者の非言
語動作が評価に影響を及ぼすことがある．さらに，被面接者は，
面接者の非言語動作から評価を推定することがある．

Interviewee
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動作の分析, 映情学技報, HI2014-38, 38, 10, pp. 41–44, 東京農
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図 12 面接における動作と相互作用

7. 1 被面接者および面接者の動作に対するモデリング
•

入力：両者の視線，顔の動き，瞬き，頷き

•

出力：両者の視線，顔の動き，瞬き，頷き

•

実績： [6], [8].

7. 2 被面接者の動作と面接者による評価の関係
•

入力：被面接者の動作 (視線，顔の動き，瞬き，頷き)

•

出力：評価．

•

実績： [1], [2], [3], [4].

7. 3 被面接者の動作と被面接者による自己評価の関係
•

入力：被面接者の動作 (視線，顔の動き，瞬き，頷き)

•

出力：自己評価．

•

実績：

7. 4 面接者の動作と面接者による評価の関係
•

入力：面接者の動作 (視線，顔の動き，瞬き，頷き)

•

出力：評価

•

実績： [5], [7].
文

献

[1] 渡邊 栄治, 尾関 孝史, 小濱 剛, 模擬面接における受講者による
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•

8. 良い会議とは?

実績： [2]., [3], [5], [6], [7].

8. 3. 2 意思決定のための会議の流れの抽出

会議において，
「効率的に進める」，
「活性化する」ことが良好

•

入力：参加者の動作

な会議の進行状況である．一方で，Key となる発言者や発言内

•

出力：会議 phase

容を検出することは，会議内容に対する review や以降の会議

•

実績：

を「効率的に進める」，
「活性化する」上で重要な分析とである．

8. 3. 3 意思決定のための会議における雰囲気の測定
•

入力：参加者の動作

•

出力：会議の雰囲気

•

実績：

8. 3. 4 Key person の抽出
•

入力：参加者の動作，phase，活性度

•

出力：key person

•

実績：
文

図 13 良い会議とは?

8. 1 会議形態および会議における動作と相互作用
「アイデアを創出するた
図 14 に示すように，会議の形態は，
めのブレインストーミング」と「意思決定を行うための会議」
に大別できる．前者では，アイデアに対する批判ができないた
めに，アイデアに対する反応は表情などの非言語動作に表出さ
れる．また，後者においても，発言内容に対する反応が参加者
の非言語動作に表れることから，非言語動作に着目し，参加者
の非言語動作に対する相互作用について検討する必要がある．

Brainstorming
using WB

Meeting for
decision making

図 14 会議における動作と相互作用

献
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の動作の分析, 信学技報, HCS2015-56, pp. 89–94, 高山市民文
化会館, 2015. [article], [ohp].
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の動作の分析 (第 3 報), 映情学技報, HI2018-71, pp. 41–44, 北
九州市立大学, 2018. [article], [ohp].
[7] Eiji Watanabe, Takashi Ozeki and Takashi Kohama, Modeling of behaviors of participants in meetings for decision
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pages, Bangkok, 2019.
(DOI: https://doi.org/xxxxx) [article], [ohp].

8. 2 BrainStorming
8. 2. 1 BrainStorming における参加者の動作の抽出
•

入力：会議映像

•

出力：参加者の動作

•

実績： [1], [4], [5].

8. 2. 2 BrainStorming における雰囲気の測定
•

入力：参加者の動作

•

出力：雰囲気

•

実績：

8. 3 意思決定のための会議
8. 3. 1 意思決定のための会議における参加者の動作の抽出
•

入力：会議映像

•

出力：参加者の動作
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9. 良い発表とは?
良い発表を行うための要素として，
「発表資料」や「シナリオ」
に加えて，
「服装」，
「アイコンタクト」，
「表情」，
「身振り」，
「声
「聞き手の興味や理解度」
の抑揚」が挙げられる（注 2） ．さらに，
に対応して，
「発表内容」や「シナリオ」を変化させる必要があ
り，
「聞き手の興味や理解度を推定する」能力も必要である．

図 15 良い発表とは?
本節では，
「聞き手の非言語動作と興味や理解度の関係の明確
化」について検討する．

9. 1 聞き手の非言語動作の検出
•

入力：聞き手の動画

•

出力：聞き手の顔の動き

•

実績： [3].

9. 2 話し手と聞き手の相互作用のモデリング
•

入力：話し手および聞き手の動作 (OpenPose の利用)

•

出力：相互作用のためにモデル

•

実績： [4].

9. 3 話し手により推定された聞き手の興味や理解度と聞き
手のヒアリングによる興味や理解度の関係

•

入力：

– 話し手により推定された聞き手の興味や理解度
– 聞き手のヒアリングによる興味や理解度
•

出力：両者の関係

•

実績： [1], [2].
文

献
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（注 2）
：林野庁, 「コミュニケーションとプレゼンテーション能力」,

http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/forester/pdf/09_28_9bu.pdf,
pp.212-213, 2017/11/20 access．
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10. そ の 他
10. 1 じゃんけんの予測
•

概要：時系列予測 + パターン分類

•

実績：

図 18 インディアンポーカーおける対戦者の動作の分析

図 16 じゃんけんの予測

10. 2 三目並べ/飛び将棋における戦略の抽出
•

概要：時系列予測 + パターン分類

•

実績：

o

o
o

Current

o

x
o

図 19 ババ抜きにおける対戦者の動作の分析
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x

Current
x

o
o

x o
o

x

x
o
o

o
o

Win ... Draw ... Draw ... Lose ...

Extraction of Strategy

図 17 三目並べにおける戦略の抽出

10. 3 インディアンポーカーおける対戦者の動作の分析
•

概要：相手のカード強さと動作の関係．

•

実績： [1], [2].

10. 4 ババ抜きにおける対戦者の動作の分析
•

概要：
「ジョーカー保有者の推定」，
「カードの並べ方」

•

実績： [3], [4].

10. 5 キーストロークと指画像の併用による個人認証
•

概要：指画像の併用による認証精度の改善．

•

実績： [5], [6].
文
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図 20 キーストロークと指画像の併用による個人認証
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