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Abstract:   We developed awareness support system and verified the usefulness of that. This 

system lets users aware their thinking factor when users observe the change of the output due to 

changing the parameter value that are extracted by sand-clock type neural network. In this research, 

we defined the result of contracting high-dimensional thinking data to low-dimensional data as the 

thinking factor. Furthermore, we developed the GUI that we can change the parameter value of 

extracted thinking factor in real time. Finally, we verified whether users can aware their thinking 

factor when they change the parameter value using sliding bar, and confirmed the usefulness of this 

system. 
 

１. まえがき 
 人の考えは曖昧であることが多く，自身の考えを
きちんと説明できないことも多い．説明できないと
いうことは，自身がどのような根拠で結論を出した
のか，判断したのかなどの思考の要因に気づいてい
ないと考えられる．たとえば，2 つの車のデザイン
が提示され，どちらのデザインが好みであるか判断
したときに，どのような観点で判断したのか明確に
説明できるだろうか．塗装の色だけに着目して判断
する人もいれば，形だけに着目して判断する人もい
るし，その両方から導かれる全体の印象で判断する
人もいるだろう．このような判断要因に気づいてい
ないために，自身の考えをきちんと説明できないこ
とが多いと考えられる． 
 そこで，自身の思考要因を気づかせてくれる知能
システムがあれば，自身の思考を整理でき，より明
確な思考が可能になることが期待できる．思考がよ
り明確になることで，複雑な思考が可能になったり，
判断速度が向上したりするなどの利点が挙げられる．
さらに，それらの思考要因に基づいて，自動的に思
考を整理してくれたり，好みに合ったものを推薦し
てくれたりする知能システムがあるとなお良いだろ
う．このような気づき支援システムや思考要因に基
づいた推薦手法に関する研究は見当たらない． 
 本研究の目的は，第 1 にユーザの評価要因を抽出
することであり，第 2 にユーザが知らずに評価して
いる要因に気づかせるシステムを開発することであ
る．まず，ユーザの評価要因の抽出段階では，内部
構造を分析できる手法を用いることで評価対象の核
となる部分を抽出し，その要素を評価要因と定義す
る．次に，抽出された評価要因をユーザ自身に気づ
かせるためのシステムを開発することを最終目的と
する．この思考要因に気づかせるシステムのことを，
本研究では気づき支援システムと呼ぶことにする．
最後に，開発したシステムで，評価要因に気づくこ
とができるかどうかを，評価実験を通して検証する． 
 ユーザの評価要因を抽出する方法として，自己符
号化器を採用する．自己符号化器とは，砂時計型ニ
ューラルネットワークとも呼ばれ，高次元の入力デ

ータを低次元に縮約することができる[1]．自己符号
化器の構造を，図 1に示す． 

 

図 1 自己符号化器の構造 

 

２. 気づき支援システムについて 

２.１ 気づき支援の方法 

 まず，自己符号化器を用いて評価対象物から評価
要因を抽出する．次に，抽出した評価要因をパラメ
ータ化し，リアルタイムで操作できるインターフェ
ースを制作する．評価要因パラメータ値を上下させ
た時，自己符号化器の出力はユーザにとって評価が
高くなる場合も低くなる場合もあると予想される．
ユーザが評価要因パラメータ値を上下させた時の評
価対象物の変化を観察し，その際の良い出力と悪い
出力とを比較することで，評価要因に気づくことが
助けられるのではないかと考える． 
 提案手法は，自己符号化器を要因分析に用いる点
に加え，評価要因パラメータ値を変動させることで
要因に対応する評価対象物を部分的に変化さること
によって気づきを誘導させる方法論に新規性がある． 
 

２.２ 評価要因の抽出 

 評価要因を抽出する手法として採用した自己符号
化器について説明する．中間層のユニット数は入力
層のユニット数よりも少なく設定し，出力層は入力
層と同じユニット数に設定する．各出力値𝑦𝑗が各入
力値𝑥𝑖と同じ値になるように学習させる．つまり，



自己符号化器の学習後，中間層の少ないユニットの
各値から，元のデータを復元するように学習させる．
このようにして，高次元の入力データが低次元の主
成分に縮約される． 
 情報縮約の手法には，自己符号化器以外にも主成
分分析をはじめ様々な手法がある．その中で自己符
号化器を採用するメリットは，ネットワークの中間
層を多層にすることで，より複雑な分析が可能とな
ることが挙げられる．図１に示した構造は最もシン
プルな自己符号化器の構造であるためこの構造の場
合では主成分分析と同様であり，自己符号化器を採
用するメリットは特にない．しかし，中間層を多層
にすると，入力層の近くでは具象的な成分が抽出さ
れ，真ん中の中間層（主成分層）では抽象的な成分
が抽出されることが予想される．人が理解可能な評
価要因を抽出するためには抽象的な概念である必要
があり，他の情報縮約手法より自己符号化器の方が
適していると考えたため，評価要因の手法として自
己符号化器を採用した．  

 

２.３ 評価要因の提示 

 自己符号化器によって抽出された要因がユーザの
評価要因として気づかせる方法として提案する主成
分層のパラメータ化とパラメータ値の操作インター
フェースについて説明する．自己符号化器の学習後，
主成分層の各ユニットの値は単なる数値であり，そ
の値自体に特に意味はない．つまり，抽出された主
成分層の各ユニットの値をユーザに提示したとして
も，当然のことながらユーザが評価要因に気づくこ
とは期待できない．ユーザの評価要因の気づきを誘
導するには，抽出された各主成分が持つ意味をユー
ザに提示する必要がある．そこで，抽出された各主
成分をパラメータ化し，各パラメータ値を変動させ
ることができるシステムを提供すれば評価要因の気
づきに繋がるのではないかと考えた．パラメータ値
の変動によって生じる出力の変化を提示することで，
ユーザは各主成分の意味を理解できるのではないか
と期待できる．さらに，各主成分の意味を理解する
ことにより，ユーザ自身の評価要因の気づきに繋が
ることを期待する． 
 

３. 評価実験 

３.１ 実験条件 

 提案する手法の有効性を確かめるため，顔表情の
イラストを用意し，表情の判断要因をユーザに気づ
かせることができるか実験を行う．表情の判断要因
とは，判断対象の表情が楽しい顔であるのか，怒っ
ている顔であるのか，それとも悲しい顔であるのか
を判断したときに着目した要素のことをいう．人は
表情を瞬時に判断することができるが，表情のどの
部分に着目して判断するかなどの具体的な思考を意
識することなく判断しているだろう．その着目点，
つまり，表情の判断要因をいざ説明するとなると明
確に説明できるだろうか．このように，曖昧に判断
している場合の判断要因をユーザに気づかせること
ができるかどうかを検証するために表情のイラスト
を用いた評価実験を実施する． 
 本実験で用いた表情のイラストを図 2 に示す.こ

れらのイラストは，眉，目，口の角度と鼻の大きさ
をパラメータ化しており，パラメータの値を変える
ことにより様々な表情を作り出せる．鼻の大きさは
表情の判断要因に影響しないと予想されるが，この
ような意味を持たない要素が要因分析の結果にどの
ような影響を及ぼすか検証するために可変パラメー
タとする．また，自己符号化器の学習の際は，眉と
目の角度の差，目と口の角度の差，口と眉の角度の
差も入力値に加える．これは，各部位の角度単体で
はなく，各部位の角度の差が判断要因となっている
のではないかと予想するからである．以上，各部位
の角度，各部位の角度の差，鼻の大きさの合計７つ
を入力値とする． 
 

 
図 2 表情のイラスト 

 

 入力データから判断要因を抽出するため，主成分
層のユニットを 3 つ設けた自己符号化器を用いて分
析を行う．つまり，7 次元の入力データを 3 次元の
主成分データへと次元を圧縮することになる．また，
前節で説明した通り出力層のユニット数は入力層の
ユニット数と同じ 7 つとし，各出力値が各入力値と
同じ値になるよう自己符号化器を学習させる．本実
験で用いる自己符号化器の構造を図 3に示す． 

 

図 3 実験で用いる自己符号化器の構造 

 
 自己符号化器の学習に用いる入力データは，楽し
い顔，怒っている顔，悲しい顔の 3種類を用意する．
本実験のために作成した表情の描画システムで容易
に制作でき，また，標準的な表情であるためこの 3
種の表情を採用する．表情データは 1種につき 20個
のデータを用意し，自己符号化器の学習に用いる．
学習回数は，収束度合いを確認した上，2000 回とす
る．また，自己符号化器の学習方法を 2 種用意し，
それらを比較するため 2つの実験を実施する． 
 
（実験１）各表情別に学習させた場合 
 実験 1 では，楽しい顔，怒っている顔，悲しい顔
の 3 種類の顔を各表情別に学習させる．つまり，表



情別に一つずつ自己符号化器を用意する．各自己符
号化器は完全独立であり構造は同じであるが，内部
の重みデータなどは一切共有しない．各自己符号化
器に 20個の表情データを入力し，それぞれ 2000 回
の学習を行って各ユニット間の結合重みを決定する．
表情別に自己符号化器を用意し，それぞれを独立に
学習させることで各表情の主成分を抽出し，各表情
特有の判断要因に気づかせるシステムを作ることを
目的としている． 
 
（実験 2）すべての表情を一括で学習させた場合 
 実験 2 では，楽しい顔，怒っている顔，悲しい顔
の 3 種類の顔すべてを一括で学習させる．つまり，
一つの自己符号化器に， 3 表情×20 種類＝60 個の
表情データを入力し，2000回の学習を行って各ユニ
ット間の結合重みを決定する．一つの自己符号化器
に 3 種すべての表情を学習させることで，様々な表
情に共通する主成分を抽出し，表情全般の判断要因
に気づかせるシステムを作ることを目的としている． 
  
 次に，自己符号化器で抽出した表情の判断要因を
ユーザに気づかせるために開発したユーザインター
フェースについて述べる．前節で述べた通り，判断
要因に気づかせるために，抽出された主成分層の各
ユニットの値をパラメータ化し，各パラメータ値を
個別に上下させることができるスライディングバー
を配置する（図 4）．各スライディングバーは，自己
符号化器の主成分層の各ユニット出力を変化させる．
各値を変動させることで、スライディングバーの左
側に配置された表情のイラストがリアルタイムで変
化する仕様である．各パラメータは，自己符号化器
によって抽出された表情データの主成分であり，ス
ライディングバーを操作した時の表情の変化は顔の
特定部位のみが変化するのではなく，抽出要因に関
わる何か意味を持った複数部位が変化することにな
る．たとえば，口の角度が下がっていて眉の角度が
上がっていることで怒っている表情であると判断し
ているなどの判断要因の気づきが導かれる．また，
リアルタイムで表情が変動することも気づきを誘導
する上で重要な仕様である．視覚系は微分情報に敏
感であり[2]，リアルタイムな変動こそが気づきの誘
導に有効だろうと考えてこのような仕様のスライデ
ィングバーを設計した． 

 

３.２ 実験結果 

 学生 11 人がこの気づき支援システムを使用して
「表情の判断要因に気づくことができたか」を 5 段
階で評価する検証実験を実施した．評価結果を表 1
に示す．評価点の最小値は 1，最大値は 5 であり，
表に示した評価点は評価者 11 人の平均評価点であ
る．また，判断要因の気づきやすさの評価は各種の
表情について個別に評価してもらった．この結果よ
り，実験 1 の表情別に自己符号化器を用意しそれぞ
れ学習させた場合では，特に楽しい顔と悲しい顔の
判断要因の気づきやすさは高評価であり，怒ってい
る顔についても良い評価であることがわかる．また，
実験 2 のすべての表情を一つの自己符号化器でまと
めて学習させた場合では，楽しい顔と悲しい顔の判
断要因の気づきやすさは良い評価であるものの怒っ 

 

図 4 システムのユーザインターフェース 

 

 

表 1 顔の表情要因に対する気づきやすさの主観評
価実験結果．平均評価点は「表情の判断要因に気づ
くことができたか」の 5段階評価（1～5点）の 11人
平均値，基準点 3 は，評価点 1-2 点の評価群と 4-5
点の評価群の被験者間に有意な差があるかを
Wilcoxon の符号検定で行った結果．同様に基準点 4
は 1-3 点群と 5点群の間の検定結果．** および * 
は各々有意水準 1%と 5%を示す． 

実験 顔表情 
平均 
評価点 

基準点
3 

基準点
4 

実験 1 

楽しい 4.545 ** * 

怒っている 3.909 *  

悲しい 4.545 ** * 

実験 2 

楽しい 4.091 *  

怒っている 3.545   

悲しい 4.273 **  

 
ている顔については少々評価が低い結果となった． 
 提案手法の有効性を確認するため，各評価を
Wilcoxon の符号検定で検証した．まず，評価の基準
を 3点として検定を行った．つまり， 5段階評価で
中間の 3点よりも気づきが少ない場合（1点と 2点）
の数と，より評価要因に気づいた場合（4点と 5点）
の数の偏りを検定した． 
 検定の結果より，実験 1 の楽しい顔，悲しい顔，
実験 2の悲しい顔において有意水準 1%で有意に評価
要因に気づき，実験 1の怒っている顔，実験 2 の楽



しい顔において有意水準 5%で有意に評価要因に気
づいたことがわかった．また，実験 2 の怒っている
顔については，気づいた被験者数とそうでなかった
被験者数との間に有意な違いは見られなかった． 
 次に，評価点の基準を少し厳しくして 4 点とし検
定を行った．つまり，（1点，2点，3点）の評価者数
と 5 点の評価者数の検定を行った．検定の結果，実
験 1の楽しい顔，悲しい顔では有意水準 5%で両者の
評価者数に有意な偏りがあることがわかった．他の
条件においては，有意差は見られなかった．  
 実験 1 と実験 2 を比較すると 3種すべての表情に
おいて，実験 1 の評価要因に気づいた被験者と気づ
き難かった被験者数の偏りは実験 2 よりも大きかっ
た． 
 

４. 考察 
 実験 1 では，3 種すべての表情において評価要因
に気づいた被験者数と気づき難かった被験者数との
差が有意であることから，提案手法は気づき支援に
有効であるといえる．特に，楽しい顔と悲しい顔で
は，基準点が 3 のとき有意水準 1%で有意であり，基
準点を 4としても有意水準 5%で有意であったことか
ら，確かにユーザの気づきを誘導できたといえる．
実験 1 および実験 2 とも怒りの判断要因には気づき
難いことを示している． 
 実験 1 の各種表情の判断要因の気づきやすさは，
実験 2 と比べて高いことが示されたが，この結果の
原因はスライディングバーでパラメータ値を変動さ
せたときの表情の変化の違いにあると考えられる．
実験 1 で得られた各主成分パラメータは，1 種類の
表情の主成分を抽出したものであり，パラメータ値
を変動させてみると表情は大きく変化した．対照的
に,実験 2 ではパラメータ値を変動させたときの表
情の変化は小さかった．この変化の違いが生じる原
因は，実験 2 では 3 種類すべての表情を一括で学習
させたため，各種の表情の平均をとるような成分が
抽出されてしまったからだと考える．この結果から，
表情別に自己符号化器を用意し，それぞれ個別に学
習させることによって各種表情の判断要因を抽出で
き，各主成分パラメータの変動による表情の変化幅
が大きいことで，判断要因の気づきが誘導されたと
いえる． 
 また，パラメータの個数についても検討する必要
がある．本実験では主成分層のユニット数を三つに
設定し，各成分に対応する三つのパラメータを配置
した．しかし，二つのパラメータのうちのひとつは，
あまり意味のないパラメータとなっていたようだ．
そのパラメータを変動させたとき，特に意味のある
変化が見られなかったことが確認されている．この
結果は，つまり，主成分の数は二つで十分であった
ということを意味しているかもしれない．今後，実
験を重ねて妥当な主成分の数を決定する手法につい
て検討していく必要がある． 
 

５. 結論 
 評価実験を通して，本研究で提案した評価要因の
抽出方法と気づき支援方法は，有効であることがわ
かった．また，要因抽出の際には種類別に学習させ，
変化幅の大きい要因パラメータを提供すると気づき

が誘導されやすいことがわかった． 
 今後の課題は，主成分層のユニットの数，すなわ
ち，評価要因パラメータ数の決定方法を確立させる
ことだと考える．加えて，本研究で取り上げた表情
の判断要因は顔の各部位の角度や大きさ等の簡潔な
データを用いたが，実用化を考えると様々な視覚情
報に対応できるようピクセルデータから評価要因を
抽出する方法を確立させることが望ましい．今後，
ピクセルデータの処理に用いられる畳み込みニュー
ラルネットワークなどの技術を用いてピクセルデー
タに対応できる気づき支援手法を確立させることが
今後の課題である． 
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