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Abstract: Interactive evolutionary computation (IEC) is a technique that enables people to have creative
activities with a computer relying only on their Kansei. IEC is usually implemented by a single user, but
depends on the type of creative activity. IEC with multiple IEC users, called cooperative IEC, may enhance
creativity of the IEC users through interactions among the IEC users. To validate the practicability of
cooperative IEC, we need to conduct the three following steps; (1) finding a creative task for which
cooperative IEC is effective, (2) developing a support system for organizing a creative team under the
assumed task, and (3) developing a system for implementing cooperative IEC by the organized team. In
the paper, we conduct (1) and (2). As a task mentioned in (1), we use a task to design a sign sound for
warning danger in which a close consensus among multiple people is necessary. As a system mentioned in
(2), we develop a system visualizing not only the best sounds that multiple IEC users create independently
but also their impressions, which makes the multiple users understand other users easily and helps them
to find their collaborators. Through experimental evaluations, we obtain feedback from participants of the
experiment.

1 はじめに
進化計算（EC）は，生物の遺伝と進化に着想を得た最

適化手法の枠組みであり，解析的に解くことが困難な様々
な最適化問題の実用的な解を得ることができる．インタ
ラクティブ進化計算 [1]（以降 IECと呼ぶ）は，ECの評
価系（問題の解候補を評価する仕組み）として人間を組
み込むタイプの ECであり，人間にしか解の質を評価で
きない様々な問題を解決してきた．さらに，人間が，解
候補の評価を行うだけでなく，ECが行う選択，交叉，突
然変異といった新たな解候補を作り出す手続きも行うも
のが人間ベース進化計算 [2]（以降人間ベース EC）であ
り，人間組織の問題を解決してきた．

IECを最適化とは異なる側面から見ると，IECは，知
識，技能，経験を持った人がその人の感性にしたがい行っ
てきたモノ作りを，そのような知識，技能，経験を持た
ない人が感性だけを頼りに計算機の力を借りて可能にす
る技術，と捉えることができる．この技術によれば，例
えば，音楽を作曲する知識，技能，経験のない人が，計算
機が生成する音楽を評価していくだけで，自分の好みの
音楽を得られる可能性がある．この例のように，個人が
好むものをその個人が IECという技術を使って作る，と
いう状況は容易に想定できる．しかし，複数の人が好む
と合意できるものを，それらの人たちが IECという技術
を使って作る，という状況はこれまでほとんど開拓され
ていない．その一つの理由は，複数人で同時に IECを実
行できる「場」作りが技術的に難しかったことが挙げら
れる．さらに，それが，人々が触発し合い創造性を高め
るプロセスになるのかも不明である．

一方，人間ベース ECは，問題の解候補を人間自身が
作り出す．したがって，IECとは対照的に，多様な解候
補を作り出すために複数の人の参加が必須である．参加
する人の相互作用によっては，人間ベース ECによる問

題解決は創造的になる．しかし，特殊な知識や技能が必
要な問題解決を行う場合には，参加する人にそれらが要
求される．その場合，IECが持つ特長である「人が感性
だけを頼りに創造活動に参加する」ということが困難に
なる．

以上の IECと人間ベース ECの長所を合わせれば，人
間の創造活動の幅を広げ，さらに人の創造性を高める技
術になる可能性がある．IECの長所は特殊な知識や技能
を持たない人が創造活動に参加できることであり，人間
ベース ECの長所は複数の人が創造活動に参加できるこ
とである．これらを合わせると，複数人で実行する IEC

（協調型 IECと呼ぶ）になる．

本研究の最終目標は，(1) 協調型 IECにより効果的な
創作が可能なタスクを考案し，(2) そのタスクの下で人々
が創造的になれるチームを形成し，(3) そのチームで創造
性の高い創作を行えるようにすること，である．

その研究の全体像の中で，本論文では，上記の最終目
標の (1)のタスクとして危険を知らせるサイン音のデザ
インを想定し，その想定タスクを単一ユーザで実行する
IECシステムを開発し，続いて (2)の創造的なチーム作
りの仕組みを提案し，それをシステムとして実現し，そ
の使用実験により基礎評価する．サイン音とは，危険を
知らせる警報や，電話の呼び出し音や，洗濯機や電子レ
ンジの終了音のように，何らかのメッセージを伝える音
のことである [3]．家電製品などに用いられるサイン音は，
「報知音」とも呼ばれる．危険な状況から避難を促す音は，
「警報音」とも呼ばれる．

本論文の構成は次のようである．続く第 2節では，関
連研究を述べる．第 3節では，本研究の最終構築目標であ
る協調型 IECシステム全体像を示し，その中で本論文で
開発したサブシステムについて述べる．第 4節では，本
論文で開発したサブシステムの使用実験と基礎評価の結



果を示す．第 5節では，本論文のまとめと今後の課題を
述べる．

2 関連研究
本論文と同様に，IECを用いてサイン音を生成するシス

テムが開発されている [8]．そのシステムでは，メロディー
ベースのサイン音を生成する．システムを用いて生成し
たサイン音をユーザが 5段階で評価し，その評価値をも
とに音の繋がり，高さ，音の強さを遺伝的操作で決定し，
それらの情報を含むメロディがMIDIファイルに出力さ
れる．我々の開発システムと異なる点は，まず我々の開発
システムで生成するサイン音はメロディーベースではな
く電子音であり，我々のシステムは緊急地震速報音とい
うタスクに特化している．また，進化計算の個体のコー
ディング内容とそれを用いた音の生成法が異なる．
複数人で IECを実行することに関連する研究も行われ

ている [9][10][11][13]．
先行研究 [9][10]では，IECにおいてユーザが個体を評

価する際の疲労を軽減させることを目的として，複数種
類の評価モデルを予め構築しておき，ユーザが IECシス
テムを実行する際にそのユーザの評価と類似する評価モ
デルを選び，その類似する評価モデルでそのユーザの評
価値を予測して個体に機械的に与える方法が考案されて
いる．先行研究 [9] においては，ユーザの評価と評価モ
デルの違いと性能の関係が調査され，先行研究 [10]では，
実際のユーザの評価特性を観測して分析している．
一方，我々の研究では，実際に IECを複数人で実行す

る．その点がまず先行研究 [9][10]とは異なる．また，そ
の際に，評価特性が近いユーザを集めて IECを実行させ
るのではなく，ユーザ自らが人の感性を知って協同実行
者を選ぶ点も異なる．
先行研究 [11]では，自分と似た評価特性を持つ他人が

IECで進化させた個体群を，自分が IECを実行する際の
初期個体群として使用するシステムが開発されている．こ
の研究も，複数ユーザで実際に IECを実行しないという
点で本研究とは異なる．
先行研究 [12]では，複数のユーザが同期して IECを実

行する中で，それぞれのユーザが各世代に生成した良い
個体をユーザ間で送り合い，送られた個体を自分の個体群
に取り込む方法が提案されている．そのような方法を用い
る IECを並列分散対話型遺伝的アルゴリズム（PDIGA）
と呼んでいる．先行研究 [12]では，PDIGAが，複数人か
らなるグループの合意形成をもたらすかを，服装カラー
コーディネートをタスクとして実験により検証し，合意
形成をもたらしていると結論している．この際，グルー
プは実験企画者が作成している．さらに，先行研究 [13]

では，PDIGAにおいて複数のユーザが同期して IECを
実行しなくてはならないところを，非同期で実行できる
ように拡張した広域非同期分散対話型遺伝的アルゴリズ
ム（GADIGA）が提案されている．
一方，我々の研究では，今後，先行研究 [12]で提案され

た PDIGAとほぼ同様な方法で，複数人による IECを実

行できるようにシステム構築を進める予定である．しか
し，我々の研究では，複数人の IEC実行グループが，シ
ステム運営者ではなく，ユーザ自身によって，提示され
たユーザ間の感性の違いをもとに決められることが，先
行研究 [12]と異なる．また，我々の研究でも，今後，複数
人のグループで IECを実行して合意形成がもたらされる
のかが一つの検証点になると考えるが，それ以外に，よ
り良い合意形成が得られるときのグループ形成のパター
ンも明らかにしていく．

3 協調型 IECシステム
3.1 全体像
まず，本研究で最終的に構築するシステムの全体像に

ついて述べる．構築を目指すシステムは次の四つの手続
きからなる．図 1にシステム全体像を示す．

(1)インターネット上のユーザが，与えられたタスクを
IECで単独で実行し，自分にとって最良な解候補と，
それに対する印象（感性情報）を協調型 IECの実行
を仲介するサーバに送る．この印象は，SD法 [4] に
より与えられる数値ベクトルとする．

(2)協調型 IEC実行仲介サーバに集まったユーザの最良
解候補に対する印象ベクトル群間の関係，つまり人々
の感性の違いを，人が直観的に理解できるように 2

次元可視化した図（以降，感性地図と呼ぶ）を作成
する．例えば，その可視化に自己組織化写像（SOM:

Self-Organizing Map）[5]を利用する．作成した感性
地図を全ユーザに送付する．感性地図上の印象ベク
トルに対応する点を指すと，その印象を与えた解候
補がユーザに提示される．

(3)ユーザが，取得した感性地図を見て協調型 IECを共
に実行したい他ユーザに気づき，勧誘する．この「気
づき」は，自他の感性の類似・相違（例えば同じ解
候補への印象の類似・相違）から得られると期待で
きる．このように人の感性情報に基づき人が主体的
に他者を選ぶ手続きを創造的チーム形成と呼ぶ．

(4)形成された創造的チームにより協調型 IEC を実行
する．

3.2 タスクの考案
本研究における前提は，「人は，自分とは異なる感性に

基づく発想に感動し，触発される」ということである．こ
の前提の中の「感動」や「触発」は，純粋に個人の好み
に関することを一つに決めるタスク（例えば，最も面白
い映画を一つに決めるタスク）でも起こりうるとは考え
られるが，感動や触発を受けて個人の好みや考えが変わ
ることはまれであると考えられる．一方，社会的な問題
の解を探すタスクでは，個人の好みだけではなく，客観
的に，共通の目標となる社会の利益を考える必要に迫ら
れる．そのとき人は，直接的には他人の発想，間接的に
はその基礎になる他人の感性に，感動や触発を受ける可
能性がある．
したがってここでは，社会的な問題の解を探すタスク



協調型IEC実行仲介サーバ
• 各ユーザの感性情報を管理
• 感性地図の作成と送付
• 創造的チーム形成を仲介
• 協調型IECの実行仲介

インターネット上の
ユーザ

(3)	感性地図からの人の
「気づき」に基づいた
協力実行者の発見と勧誘
（創造的チーム形成）

(1) 各IEC実行者が最良解候補と
それに対する印象（感性情報）
を送付

(2)	感性地図の作成と送付

(4)	協調型IECの実行（感性の融合）

図 1: 協調型 IECシステム全体像．

の中に創造性が高まるタスクがあると仮定して，タスク
を考案する．具体的には，緊急地震速報のサイン音のデ
ザインを，協調型 IECのタスクとする．

3.3 単一ユーザのための IECシステム
3.2節に示したように，緊急地震速報のサイン音のデザ

インを協調型 IECのタスクとし，3.1節の手順 (1)で実
行する，サイン音生成のための IECシステムを開発した．
システム画面を図 2に示す．図 2は，ユーザが本システ
ムにログインした直後の画面である．
本システムでは，サイン音が FM（Frequency Modu-

lation）音源と ADSRにより生成される．ADSRは，「ア
タックタイム」，「ディケイタイム」，「サステインレベル」，
「リリースタイム」という音の振幅の時間変化を定義する
アナログシンセサイザに用意された 4種類のパラメータ
である．IECに用いられている進化計算手法は，FM音
源とADSRのパラメータを 2進数表現したものを解候補
として表現する．まずその進化計算手法が，最初のサイ
ン音群に対応する解候補群をランダムに作る．図 2では，
12個の音（A ∼ L）が生成されている．次に，ユーザが
アルファベット（A ∼ L）が書かれたボタンを押して再
生して音を聴き，危険を知らせるのに相応しい音かどう
かを基準に，再生ボタン下部にあるラジオボタンを用い
て 1∼4の 4段階で評価する．ユーザは，全てのサイン音
の評価を終えた後に「更新」ボタンを押す．
更新ボタンがクリックされると，IECシステムに用い

た進化計算手法が，12個の個体から作られたサイン音に
ユーザが与えた評価値に基づいて，解候補群に選択，交
叉，突然変異の演算を適用して新たな解候補群を生成し，
それらから新たな 12個のサイン音を作成し，図 2と同様
のシステム画面を表示する．
本論文で IECに用いた進化計算手法は単純遺伝的アル

ゴリズム（ルーレット選択，一点交叉，ビット反転突然
変異）であり，交叉率は 0.9，突然変異率は 0.05に設定
した．
1つのサイン音は，具体的には，48ビットの 2進数で

表現される．サイン音はビット列をもとに FM音源 [6]で

図 2: 評価画面．
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図 3: ADSRによる振幅の時間変化の定義（文献 [6]を参

照して描いた）．

作られる．FM音源のキャリア振幅とモジュレータ振幅
には，ADSR[6]を用いて時間変化が設定される．作られ
た音は，最後に警報音の規格に合わせて再生時間や間隔
が調整される．
FM音源とは，「キャリア」と呼ばれる正弦波に対して，

「モジュレータ」と呼ばれる正弦波を使って変調をかける
ことで音を作り出す技術のことであり，FM音源は，以
下の式 (1)で表される．

s(n) = ac sin

(
2πfcn

fs
+ am sin

(
2πfmn

fs

))
(1)

ここで，nは時間，fsは標本化周波数，acは「キャリア
振幅」，fcは「キャリア周波数」，amは「モジュレータ
振幅」，fm は「モジュレータ周波数」を表している．
図 3に示すように，アタックタイムは鍵盤を押してか

ら音が最大になるまでの時間，サステインレベルは持続
状態における音の大きさ，リリースタイムは鍵盤を離し
てから音がなり終わるまでの時間を表している．
図 4に示すように，ここで用いた単純遺伝的アルゴリ

ズムが進化させる解候補は，キャリアとモジュレータの
それぞれに割り当てられた 24ビットが連結したものであ



図 4: 遺伝的アルゴリズムの個体が表現するサイン音．

表 1: システムで使用する印象評価項目
動的な要素 おとなしい - 迫力のある

興奮的な - 興奮的でない

ゆっくりした - あわただしい

感情的要素 暗い - 明るい

楽しくない - 楽しい

驚愕的でない - 驚愕的な

魅力的でない - 魅力的な

複雑さの要素 小さい - 大きい

やわらかい - かたい

ぼんやりした - はっきりした

る．解候補が与えるパラメータの値を，FM音源の式 (1)

とキャリア振幅とモジュレータ振幅のエンベロープであ
る ADSRに設定し，再生用の wavファイルを作成する．
ユーザによるサイン音の評価とそれに基づくサイン音

の更新の手続きを１世代とすると，５世代目のサイン音
の中でユーザが最も良いと評価したサイン音を，そのユー
ザにとっての最良とする．

3.4 作成したサイン音の印象評価項目
3.1節の手順 (1)において，3.3節に示した IECシステ

ムでユーザが作成した最良サイン音を，そのユーザが，表
1に示した 10の印象項目について，SD法により 4段階
で評価する．これらの印象項目は，印象評価実験を行い
17候補項目の中から選定したものである．また，図 5は，
3.3節の IECシステム実行後に現れる印象評価のための
画面である．

3.5 創造的チーム作りのためのシステム
印象データの可視化には SOMを用いる．SOMは，多

次元の数値データを，それらの位相関係を保持して 2次
元平面に写像できる．そのように写像されたデータを可
視化すれば，多次元データの関係性の直感的な把握が可

図 5: 印象入力画面．

能となる．
図 6に，印象データを SOMで写像し可視化するシステ

ムの画面（以降では SOM画面と呼ぶ）を示す．SOM上
にある番号付きの丸は各ユーザの印象データの位置を表
し，オンマウスでそのユーザが作成したサイン音の再生
ボタンとその音に対する印象評価値が現れる．また SOM

画面下の各印象項目をクリックすると SOM画面の背景
色が変化するが，これは色の濃淡でその印象項目の評価
値の高さを示す（図 7が例）．

4 システム使用実験と基礎評価
4.1 単一ユーザのための IECシステムの使用実験
本システムが，世代を重ねることでより良いサイン音

を生成できるか，また生成したサイン音が緊急地震速報
のサイン音として有用かを基礎評価するために，本学の
学生 10人にシステムを使用してサイン音を作成してもら
い，アンケートを実施する．
まず，各人に初期世代での最良サイン音と最終世代の

最良サイン音のどちらが緊急地震速報のサイン音として
良いか比較してもらった結果を表 2に示す．初期世代と最
終世代のサイン音の間に統計的に有意な差はないが，半
数の人が最終世代のサイン音の方が良いと答え，1名の
人が初期世代の方が良いと答えており，基本的な有効性
は示せたと言える．
また，各人がシステムを用いて作成した最良サイン音

と既存のサイン音（NHKの緊急地震速報音）のどちらが
良いか比較してもらった結果を表 3に示す．自分の最良
サイン音と既存のサイン音の間に統計的に有意な差はな
かったが，自分のサイン音が良いと答えた人が 4人もお
り，人によっては有用性が高いことが示唆される．
また，ユーザの感想から，12個体を 5世代評価するこ

とが，ユーザの負担になっていることが分かった．ユーザ
の負担を軽減するために，個体数・世代数の見直しや，操



図 6: システム画面．

図 7: システム使用例．

表 2: 初期世代と最終世代のどちらの最良個体が良いか
初期世代 差はない 最終世代

人数 1 4 5

表 3: 自分のサイン音と既存の音のどちらが良いか
自分の音 差はない NHKの音

人数 4 1 5

作の簡易化を行う必要がある．空間比較ができない音の場
合，対比較ベースのインタラクティブ差分進化（IDE）の
方がユーザの負担が少ないことが示されており [7]，IDE

の使用を今後検討したい．

4.2 創造的チーム作りのためのシステムの使用実験
学生 11名に，IECサイン音作成システムによって自分

にとってベストなサイン音を作成してもらい，さらにそ
れを印象評価してもらい，作成サイン音と印象データを
収集した．そして，それらを用いて本開発システムで印
象データの可視化を行い，被験者に本開発システムを使
用して協同実行者を探してもらった．使用後，面白い感
性を持つ人が見つかったかやシステムの使用感について
アンケートを行った．
アンケートで得られた意見を以下にまとめる．

(1) 協調型 IECを一緒に実行したい人や，面白い感性を
持つ人を見つけることはできたか．

　 はい：7人　いいえ：4人

(2) どのような人と IECを実行したいか．

・自分と感性，特性が遠い人あるいは近い人

・自分が良いとした音とは異なる音を選択した人

・自分の音とは違う音色のものを生成した人

(3) 協同実行者を探すとき何の情報を参考にするか．

・ SOM画面上での位置，自分と他者の距離

・再生された音とその印象

・各項目の評価値，評価項目

項目 (1)の質問の回答によると，半数以上の被験者がシ
ステムを使って協同実行者を見つけることができた．ま
た，項目 (3)の質問の回答によると，各ユーザが作成し
たサイン音だけでなく，SOM画面上でのユーザの位置や
印象評価を参考にするとの意見を得られため，本システ
ムを活用することによって協同実行者を検索することが
期待できる．一方，項目 (2)の質問の回答にあるように，
感性に基づく協同実行者を探すことを検討したにも関わ
らず，面白い感性を持つ人を見つけることができなかっ
た人や，システムを有用に使用できていない人がいた．
項目 (1)の質問に「はい」と回答した人が参考にした

情報として，項目 (3)の質問の回答にあるように「各ユー
ザが作成したサイン音と SOM画面上でのノードの距離」
が挙げられていたが，同じくそれを参考にした別の被験
者は「いいえ」と回答している．システムの使用方法や



ユーザの検索方法等，システム側から有効活用のための
何かしらの提示が必要かもしれない．

また，「いいえ」と回答した被験者の何人かは，「音のバ
リエーションが少ないため，良い音，面白い音が作成で
きなさそうだった」，「音の違いがあまり感じられず，似た
感性，面白い感性を持つ人を見つけにくい」等，「音」を
理由として挙げていた．本論文では 1つの FM音源のみ
を用いており，単純な音しか作成できなかった可能性が
ある．今後，音源を工夫する必要がある．

5 おわりに

本研究では，協調型 IECシステムの全体像をまず示し，
その中のタスクの考案と，単一ユーザのための IECシス
テムと，協調型 IECを共同で実行する人を発見する（創
造的チームを作る）ためのシステムを開発した．開発し
たサブシステムの使用実験により，それらのシステムが
持つ現時点での特徴と可能性，および今後の改善点を明
らかにできた．

本論文では，3.1節に示したシステム全体像の中の手順
(4)における，協調型 IECシステム実行まで至っていな
いが，その実行の方法として，以下を考えており，今後
実現したい．

(i)複数ユーザが時間的に同期して各自の IECシステム
の実行を開始し，最初の世代の解候補群（サイン音
群）を各自で評価する．

(ii)各自が良い評価値を与えた数個の解候補を互いに送
り合い，受け取る．

(iii)各ユーザは，受け取った他者からの解候補のサイン
音を評価する．

(iv)自分が評価した最初の解候補群と他者から受け取っ
た解候補群に対して，それらの評価値に基づいてEC

の演算を適用し，新たな解候補群を生成する．
(v)最初の世代の解候補群に行った (i)～(iv)と同様の手
続きを現世代の解候補群に対して行い，次の世代の
解候補群を作り出す．このような解候補群の生成を
決められた世代数に達するまで繰り返す．

この研究の最終目標は，協調型 IECシステム全体を完
成させ，それを用いて，複数人の方が一人よりも創造的
なタスク実行が可能かを検証することである．本システ
ムのポイントは，ユーザが協調型 IEC実行チームを，3.5

節に示した感性情報を可視化するシステムを使って作る
ことであり，実際の協調型 IEC実行結果に基づいて，こ
のチーム作りの成功と失敗のパターンを可能な限り定量
化していきたい．つまり，チームメンバが各自で作った最
良個体とそれに対する印象のデータを，チーム作りの成
功と失敗に関連付けたい．チーム作りの成功と失敗のパ
ターンは，タスク依存の部分があると考えられるが，タ
スク依存の部分と一般的な部分とを切り分けたい．
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