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１．はじめに 

 警察庁によると，国内における平成 26 年の交通事

故発生数は573,842件，死傷者数は711,374人となっ

ている１）．前年に比べ減少傾向にこそあるが，まだま

だ少ないとは言い難い状況であり，交通事故の防止は

我々にとって重要な問題であると言える． 交通事故の

原因としては，脇見や居眠りのようなドライバ側に問

題があるものと，飛び出し・衝突のような車外の環境

のために発生するものが考えられる． 

ここでは，ドライバと環境の状態を観察することで，

事故へ繋がる状況を検知することを目的とする．オプ

ティカルフローにより獲得したドライバと環境のフロ

ーデータをGNG(Growing Neural Gas)によって分類

し 2)，時系列として観察することで，異常状態を検知・

予測し，ドライバが事故を回避可能となる手法を提案

する． 

２．事故防止システム 

交通事故の防止には，現状でも様々な手法が取られ

ており，DVE(Driver-Vehicle-Environment）モニタ

リ ン グ や FVCWS(Forward Vehicle Collision 

Warning System 前方車両衝突警報システム)が存

在する．DVE モニタリングは，ドライバの視線・ま

ぶた・顔の向きや他の車両の位置など多くの情報を元

に必要な情報をドライバに伝えようというものである．

FVCWSは，前走車との距離や相対速度を測定し，場

合によって警告を行うものである．その他のシステム

としては，視線や顔の向きを検知し，ドライバの状態

から脇見などの異常状態を推定するシステムも存在す

る． 

これらのようなシステムは有用ではあるが，事故の

原因となる情報は非常に多く，警告を行うシステムに

おいては，繰り返し警告を行うことでドライバが慣れ，

危険意識を低下させる 3），警告を行い続けることで不

快を感じ，却って危険を誘発する，危険ではない場面

で警告を発してしまうといった問題が考えられる．動

きを検知するシステムでは，危険と結びつかない動作

を異常と判定してしまう問題が考えられる．ドライバ

にとって好ましくない状況の発生は事故を回避する上

で障害となりうる． 

そこで本手法では，着目する点をドライバと環境の

状態に絞り，時系列を考慮して異常状態の予測を行う

ことで，ドライバが好ましくないと感じる状況の減少

が期待できる手法を提案する． 

  

３．提案手法 

３．１ 概要 

ドライバと環境の動きを検出する手法としては，画

像フレームのある点が次フレームでどこに移動してい

るかを表す移動ベクトルの分布であるオプティカルフ

ローや，局所的なアピアランス（見え）とモーション

（動き）の情報を持つST-Patch（Space Time Patch）

特徴量などが存在する．ここでは動きの検出のために

オプティカルフローを用いることとする．オプティカ

ルフロー計算の際には，比較的計算量の少ない勾配法

をベースとしたLucas-Kanade法を利用する．カメラ

より得られた動画像に対しオプティカルフローの計算

を行い，このオプティカルフローをGNGにより分類

する．車の運転とは，ドライバと環境が相互に作用し

ながら成り立っているものであり，ここで得られるオ

プティカルフローにはその相互作用の結果が現れてい

ると考えられる． 

GNG により分類されたクラスに対し，時系列によ

る観察を行うことで，警告を発すべき状況の予測を行

う． 

 

 

図 1 システム概要図 

 



３．２ システムの動作 

本システムの概要図を図1に示す．本提案手法では，

予め事故に至らない通常状態としての動画像を用意し，

オプティカルフローを計算する．これをGNGにより

分類し学習データとする．実走行時には，全方向カメ

ラによりドライバ・環境を同時に観察し，得られた動

画像に対しオプティカルフロー計算を行う．得られた

データを，通常状態のデータを学習済みのGNGを用

いて分類する．閾値を定め，ここで通常状態のクラス

に分類されない場合を異常状態として定義する．GNG

によって分類されたクラスを時系列で観察し，注意す

べき状態が予測される場合は警告を行う．  

 ３．３ 時系列観察の手法 

 時系列を観察する手法として，RNN（Recurrent 

Neural Network，再帰型ニューラルネットワーク）

がある．RNN は，時系列解析を行うために提案され

たニューラルネットワークである． ある時刻 tにおけ

る隠れ層の状態を，次の時刻 t+1 の入力に使うため、

時刻 t+1ではその時刻の入力と前回の履歴が利用され

る．RNNの一つとして，Elman Networkが存在する．

図 2 に示すように，シンプルな構造の RNN である．

Elman Networkは内部状態を持つニューラルネット

ワークで，中間層からの出力が入力となる文脈層を持

つ．中間層から中間層へ再び入る辺により，中間層の

出力が再び中間層へ入力される．中間層に集約される

情報は，次の出力を時系列予測するときに有効に利用

できるとされる 4)．これらのことから，RNNを用いる

ことで時系列観察，予測を行うことができると考えら

れる． 

 

 
 

図 2 Elman Networkの構造 

 

４．評価 

４．１ 実験方法 

 本手法の評価のために，実際にシステムを用いて実

験を行う必要がある． 

ドライビングシミュレータを利用し，事故等のない

日常運転時のマップの走行から得られたフローデータ

をGNGへの入力として学習を行う．学習後，飛び出

し等の異常状態を設定したマップを走行する．異常状

態を設定したマップを走行したときのフローデータを

入力として学習を行い，通常状態を学習したGNGと

の距離を求める．その後，分類されたクラスを時系列

で観察する． 

４．２ 評価方法 

本手法を用いることで異常状態が検知できているか，

時系列を観察したことで異常状態の予測が可能になっ

ているかを確認し，ドライバが好ましくないと感じる

状況が減少しているかについて検討する．  

また，GNG による分類のみの異常状態検知と，時

系列を考慮した場合の結果を比較し，評価を行う． 

５．おわりに 

 本研究では，交通事故を防止するために，ドライバ

と環境の状態の観測から得られた動画像に対してオプ

ティカルフローを計算し，このフローデータを GNG

により分類し異常状態を検出すると共に，時系列によ

る観察を行なうことで注意すべき状態を予測し，危険

性の察知及びドライバにとって好ましくない状況の減

少を目指す手法の提案を行った． 

今後は， 本システムの構築を進め，実際に実験をす

ることで学習データを増やすとともに，システムの性

能評価を行っていく必要がある． 
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１．はじめに 

交通事故の起きる要因の1つとして心理状態が関係

している．運転中に経験される心理的ストレス反応で

あるイライラ，焦り，怒り，不安などのネガティブな

感情はリスクテイキング行動や不注意などの不安全行

動を誘発し，事故要因の 1 つとなりえる 1)．現在スト

レスの指標として多くの既存研究で使用されているも

のにストレスを感じた際の心拍の変動を捉える RRI

（R-R Interval）や，心理状態の変化に対する生体活

動の微細な変化を捉える脳波計測などが挙げられる．

しかし、これらの計測手法はドライバに対して非拘束

性や計測の簡便性が低い問題点がある． 

そこで本研究ではストレスを感じた際に起きる身体

的行動に着目し，Leap Motion2)を用いてドライバがス

トレスを感じた際の指の動きの変化からストレスを検

出する手法を提案する．ここではストレス時の心拍変

化をRRIで計測し，その時のドライバの指の動きの変

化からストレスとの関係性を見出し，非接触かつ簡易

的な計測手段としての確立を目指す． 

２．従来の研究 

これまでに、人間の内面への影響を生理的指標で測

定した研究がいくつか行われている。生理的指標を用

いた研究として, 南谷ら 3)はストレス・疲労にともな

う心拍変動を計測し，自律神経指標にどのような影響 

を与えるかを検討した．また水科ら 4）は作業負荷時の

眼球運動を計測し，ストレスの検出を行っている．し

かし，これらの研究はドライバに対し多くの機器を取

り付け，簡易性があるとは言い難い．また装置を装着

すること自体がストレスの要因となりえる可能性もあ

る． 

人はストレスを感じている際に心の均衡を保とうと

無意識に行動を起こすことがある．これは運転時でも

経験されるもので渋滞や信号待ちの際に，ハンドルを

指でトントンと叩くような行動や，歌を歌う，背もた

れに寄り掛かるなどと言ったものある 5)．これらの行

動はドライバがストレスを緩和するために行っている

と考えられる．これらのストレスの緩和行動をすると

きに生理的指標によるストレスの計測が合致していれ

ばドライバの行動からストレスの検出が可能になると

考えられる． 

３．提案手法 

 本研究では以下の手順で処理を行う．①運転時の心

拍の変化であるRRIを計測．②RRIの変動を解析し，

心臓の自律神経の緊張の指標とする．③Leap Motion

を用いて運転中の指の動きの変化を時系列ごとに計測

する．④指の動きの変化とストレス発生時のRRIの解

析による変化のマッチングを行う．⑤マッチングの結

果からドライバの指の動きの変化とストレスの関係性

を見出す． 

３．１ RRI解析手法 

本研究ではRRIの解析にSDNN(Standard 

deviation of all NN interval )/RMSSD(The square 

root of the mean of the sum of the square of 

differences between adjacent NN interval)6)という手

法を用いる． 

SDNNは，解析区間における心拍感覚の標準偏差で

あり，交感神経系と副交感神経系の活動状態を表す．

RMSSDは，解析区間における心拍間隔の差の二乗の

平均平方根であり、副交感神経の活動状態を表す． 

SDNNとRMSSDの比を指標にすることにより交感

神経系の活動状態の変化を知ることができる．一般的

にストレスを受けると交感神経が活発になるため，

SDNN / RMSSDの値が上昇するところではストレス

を受けていると推定できる 

３．２ 運転中の指の動きの変化の時系列ごとの検出 

本研究ではドライバのストレス緩和行動のうち，指

の動きに着目し，Leap Motionを用いて動きの変化を

検出する．本研究で用いる Leap Motion(図 1)とは小

型で「手」や「指」の検出に特化したセンサである．  

 

図1：Leap Motion 



３．２．１ Leap Motion により得られる情報 

Leap Motionでは，1秒間で200フレームの処理が

行われている．Leap Motion SDK(Developers: 

Skeletal Tracking)を用いて取得できる情報のうち，本

システムに使用するものは検知された手の情報から  

指の数，位置座標，速度，手の ID，検知された指の情

報から指の座標，速度，各指の IDを用いる． 

３．２．２ Leap Motionを用いた指の動きの検出 

運転中のドライバの指の動きの変化をLeap Motion

によって検出する．ここでの指の動きの変化とは，ド

ライバがハンドルを握っている両手の人差し指をどち

らかを伸ばしトントンとタップすることを対象とする． 

 まずハンドルを握っている状態や指の認識のために

手と指先の X，Y，Z 座標を 3 次元座標で取得し，そ

れぞれに IDを割り振る． 

次に動きを継続的に取得するために SDK の機能を

用いて動作間の移動量を計算し，指の動きのフレーム

を保存する． 

人差し指を伸ばしトントンとタップする動作は

Leap Motionにあらかじめ備わっているキータップ・

ジェスチャーを用いて検出する．キータップ・ジェス

チャーは指の下向きの動きを検出する．キータップ・

ジェスチャーを用いるにあたり，指の動きの変化の検

出設定を以下の表2のように設定した．  

 値 単位 

検出する最小の移動速度 50 Mm/秒 

検出する最小の移動時間 0.1 秒 

検出する最小の移動距離 5.0 mm 

表2：キータップ・ジェスチャーの設定 

３．３ マッチング 

RRI 解析手法の結果と Leap Motion を用いた運転

中の指の動きの変化の結果を手動で照らし合わせスト

レス時の行動と心拍の変化の関係性を求める．このと

き，ストレスで心拍の値が上昇し始めてから下降まで

の時間の間にドライバの指の動きがどのように変化し

たかを求める．マッチングの結果より，ストレスによ

って心拍が変化した時に指の動きも変化していた場合，

指の動きの変化からストレスの検出ができると判断で

きる． 

また，マッチングの結果，解析手法の結果と指の動

きの変化の結果が一致しない場合はストレス緩和行動

と心拍の変化の関係性について考察を行う． 

４．評価方法 

本研究では，ドライバの運転時にドライビングシュ

ミュレータを(DS)を用いて実験を行う．ドライバのス

トレスになりえないよう、Leap Motionは車内のハン

ドルの天井部分に設置し、実験を行う．マッチングの

結果から本手法が有効かどうか判断を行う． 

５．おわりに 

ストレス時の緩和行動の1つである運転中のドライ

バの指の動きをLeap Motionによって検出し，生理的

指標によるストレス検出と照らし合わせることで行動

からストレス検出できないかを試みた．評価実験は今

後行う予定である．今後の課題として今回はストレス

の種類や，ドライバのストレス緩和行動を限定したた

め，ほかのストレス緩和行動がどのようにストレスに

関係しているのか，また個人ごとの行動の癖などを考

慮した手法を考えたい． 
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１．はじめに 

 近年，交通事故件数は減少傾向にあるが，平成 26

年交通安全白書 1)によれば約 62 万件，死傷者数は約

78万件といまだに非常に多くなっている．交通死亡事

故を法令違反別に見ると漫然運転，脇見運転，安全不

確認といった周囲にある対象の認知に関するミスが要

因となる事故が約4割を占めている．また交通死亡事

故を道路形状別に見ると交差点での事故が半数近くに

まで及んでいる．そのためドライバーの交差点におけ

る認知力を向上させる必要がある． 

この問題を解決するために，本研究では交差点進入

時を再現した画像からドライバーが認知できた，また

はできなかった対象について回答してもらい，その回

答から見落としやすい対象，条件の傾向をドライバー

モデルとして抽出する．そのモデルに基づきアドバイ

スをすることで，ドライバーの認知力の向上に役立て

ることを目指す． 

２．手法 

２．１ 概要 

 本手法の概要を図1に示す．本手法は，ドライバー

テスト部とドライバーモデル抽出部およびアドバイス

生成部から成り立つ．ドライバーテスト部では，ユー

ザーへデータを提示し回答を得る．ドライバーモデル

抽出部では，データと回答を基にドライバーモデルを

抽出する．アドバイス生成部では，ドライバーモデル

に基づき，アドバイスを生成し，ユーザーに提示する．  

２．２ ドライバーテスト部 

 ドライバーテスト部で提示するデータは，画像と属

性情報からなる．画像は，ドライバーの目線から見た

交差点進入時の静止画一枚である．図２に例を示す．

属性情報は大きく交差点の状況，ドライバーの行動，

認知すべき対象から構成される．交差点の状況として

は，天気，時間から構成される．天気としては，晴れ，

曇り，雨のいずれかとし，時間は，昼か夜のいずれか

とする．ドライバーの行動は，進行方向を意味する．

進行方向としては，直進，右折，左折のいずれかとす

る．認知すべき対象は，自動車事故解析資料集 交通事

故死傷ゼロへのアプローチ２）に基づき，信号，標識，

対向直進車，対向右折車，歩行者から構成される．信

号には，信号の有無，および信号の色を与える．標識

には，標識の有無と種類を与える．対向直進車と対向

右折車には，それぞれの有無を与える．歩行者には，

歩行者の有無と場所および進行方向を与える．例えば，

図2の画像の場合，天気＝晴れ，時間＝昼，ドライバ

ーの進行方向＝右折，信号＝有り・黄色，標識＝有り， 

対向直進車=有り，対向右折車＝無し，歩行者＝無し

となる．  

 ドライバーテスト部では，はじめにユーザーに画像

とドライバーの進行方向を図２のように2秒間提示す

る．次に，データの認知すべき対象のリストを図３の

ようにユーザーに提示し，ユーザーは認知した対象の

有無を回答する．このとき，画像に含まれない認知す

べき対象も表示する．ユーザーの回答とデータの認知

すべき対象の属性情報を比較し，一致したかどうかを

判定結果として保存する．この操作を一定数のデータ

に対して行い，得た結果をドライバーモデル抽出部に

渡す． 

 

 

図 1：概要図 



 

図 2：提示画像例 

 

図 3：回答画面例 

 

２．３ ドライバーモデル抽出部 

 ドライバーモデル抽出部では，ドライバーテスト部

から渡された情報を基にラフセット理論３，４）を用いて

ドライバーモデルを抽出する．ここでは，はじめにラ

フセット理論について説明する． 

ラフセット理論とは，1982年にZ.Pawlakによって

提案された不完全な情報の下での集合記述に関する理

論で，対象となる集合を，上近似集合と下近似集合と

の包含関係を利用して調べる手法である．ここで，上

近似集合とは，目的の集合を部分集合として持つ集合

であり，下近似集合とは，目的の集合の部分集合とな

る集合である．集合の各要素は属性を持ち，分類を示

す属性を決定属性，それ以外を条件属性と呼ぶ．また

同じ決定属性の値をもつ要素の集合を決定クラスと呼

ぶ．決定属性と条件属性から構成される決定表の各行

は，条件属性の値に対する決定属性の値を示す決定ル

ールを表している．決定ルールの条件属性は，一般的

に必要最小限にすることが求められる．ラフセット理

論では，縮約により近似の質を損なうことなくより簡

略化された決定ルールを得ることができる．縮約とは，

決定表で与えられた全ての属性の集合と同等に決定属

性を識別できるために必要な最小の属性の部分集合を

指す．縮約によって決定ルールの条件属性を絞り込む

ことで得られた決定ルールを極小決定ルールと呼ぶ． 

本手法では，ドライバーテスト部から渡された情報

の内，それぞれの認知すべき対象に対する判定結果を

決定属性，それ以外を条件属性とした決定表を作る．

この決定表からラフセット理論に基づき生成した極小

決定ルールをドライバーモデルとして抽出する． 

２．４ アドバイス生成部 

 アドバイス生成部では，ラフセットルールをユーザ

ーに分かりやすい形に変換して表示する． 

 

３．評価方法 

 本手法の有用性を評価するために実証実験を次に示

す方法で行う．ドライバーテスト部で提示するデータ

の画像としては，ドライブレコーダー等を用いて撮影

された交差点進入時の画像をWWW上などから30件

収集する．それらの画像に対して属性情報を与える．

このデータをユーザーの提示し，回答を得る．回答を

基にラフセットツール４）を用いてラフセットルールを

作成する．ルールの妥当性を検証する．妥当と判断さ

れたルールが半数以上あれば，本手法は有用であると

評価する． 

現時点では，実証実験を準備中であり，評価はでき

ていない．本論において，結果を報告する予定である． 

 

４．おわりに 

 ドライバーの交差点における認知力向上を支援す
るために，本研究では交差点進入時を再現した画像か

らドライバーが認知できた，またはできなかった対象

について回答してもらい，その回答から見落としやす

い対象，条件の傾向をドライバーモデルとして抽出す

る手法を提案した．そのモデルに基づきアドバイスを

することで，ドライバーの認知力の向上に役立てる．

本研究では，ユーザーの回答とデータからラフセット

ルールをドライバーモデルとして抽出する．今後の課

題としては，実証実験による手法の評価および手法の

改善があげられる． 
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デシジョンサポートシステムを用いたボードゲームにおける推測 
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１．はじめに 

 例えばチェスのような，対人を想定したボードゲー

ムにおいて，それをプレイすることは知的な行為であ

る．それをコンピュータが行なうことが出来れば人工

的な知能を実現したことになるという理由から，ボー

ドゲームは人工知能の研究として度々用いられてきた．

しかし，全ての情報が公開されている完全情報ゲーム

に対し，情報が一部公開されない不完全情報ゲームに

おけるプレイヤーの代役としての人工知能の研究は，

その非公開情報の取り扱いを問題として抱えている 1）． 

 そこで本研究では，デシジョンサポートシステムを

用いて，専用のカードを用いて行なうボードゲームで

ある，トレーディングカードゲームにおける対戦相手

のデッキを対象とした推測を行なうことで，不完全情

報ゲームにおける研究の一助となる推測方法を模索し，

提案を行なう． 

２．研究概要 

２．１ 研究の題材 

本研究において，推測の題材としてトレーディング

カードゲームを用いる．トレーディングカードゲーム

とは原則として１対１で行なう，専用のカードを用い

て行なう対戦型のボードゲームである．プレイヤー毎

に使用できる範囲の中からカードを選び抜いてデッキ

と呼ばれる束を用意し，デッキを持ち寄って試合を行

なう．この際，使用したカードは公開されるが，使用

しなかったカードは公開されない．対戦相手のデッキ

の内容を推測することは少なからず勝敗に寄与し，公

開情報と非公開情報がはっきりと分けられているため，

今回の研究の題材として適当だと判断した． 

２．２ ITL-VIKOR法 

 推測の基本的な手法として，ITL-VIKOR法 2）を用

いる．ITL-VIKOR 法はデシジョンサポートシステム

の手法の一つで，デシジョンメーカーが候補に評価を

与える際に幅を持たせた評価を行なう．1 つの値に収

束しない評価を与えることで，言語情報の処理におい

て情報の損失や歪みを回避できる利点を持つ．今回の

題材において，「色」や「役割」といった，単純な数値

化が難しい言語的情報で表される属性の処理において，

情報損失のリスク回避として相応しいと判断し，用い

ることにした． 

 
図1.推測の手順 

３．提案手法 

 本研究で提案する推測の手順は，実際にデッキを用

いて対戦を行ない，その対戦時の公開情報を用いて，

ITL-VIKOR法に基づき対戦相手のデッキの推測を行

なう．よって，図1のように，試合前，試合後で分割

して手法の解説を行なう． 

３．１ 試合前 

 ①使用出来るカード（アルタネイティブ）のリスト

化を行なう．  

 ②ITL-VIKOR法に基づき，表 1のように各カード

のクライテリア毎に評価を与え，決定マトリックスを

作成する．このとき各デシジョンメーカーは，トレー

ディングカードゲームにおける一つの戦術を得意とす

るプレイヤーと仮定し，評価を与える．この後，④に

おいてデシジョンメーカー毎の評価を集約することに

なるが，それにより実際の対戦相手の好む戦術に対す

る考慮の必要性を削減した推測が可能になると考察で

きる． 

 ③各デシジョンメーカー毎に各クライテリアに対す

る重みを与える． 

 ④表2のように，②の決定マトリックスに対し，各

デシジョンメーカー毎の評価を集約し，決定マトリッ

クスを更新する． 

 ⑤③の各デシジョンメーカー毎の重みを集約し，各

クライテリアに対する重みとする．  



３．２ 試合後 

 ⑥直前の試合中に対戦相手の使用した各カードを記 

録し，リスト化する． 

 ⑦⑥のリストとトレーディングカードゲームのルー

ルから，④の決定マトリックスを，対戦相手のデッキ

に入れられている可能性の低いカードを除外した決定

マトリックスに更新する． 

 ⑧正の理想解と負の理想解を決定する．このとき，

正の理想解として使用されたカードの1つを使用する．

これにより，使用されたカードに近い評価を持つカー

ド，つまり使用されたカードに似たカードの評価を高

くすることが出来る．これは，「カードゲームにおいて，

デッキに入れられるカードは戦略による方向性を伴っ

て選択された方が強いデッキとなる」という考え方に

基づいた処理である． 

 ⑨ITL-VIKOR 法に基づき，⑦で更新した決定マト

リックス，⑤で集約した重さを用いて，各カードと⑦

で決定した正の理想解と負の理想解からの距離を求め，

評価値とする． 

 ⑩使用されたカード全てを正の理想解とした評価値

を求めるまで，⑧⑨を繰り返す． 

 ⑪評価値を各カード毎に合計し，昇順にランク付け

を行なう． 

 ⑫ランクの上位から一定の数のカードを抜き出し，

「相手のデッキに入っていると推測されるカードのリ

スト」として出力する．例として，表3では上位5位

までの形で推測されるカードのリストを示す． 

表1.②時点の決定マトリックス抜粋 
No./DM 名前 色（C1） コスト（C2） 役割（C3）
0001 風集いのロック 白 5 重量
DM1（戦略1） Good-Medium Very Poor Very Poor
DM2（戦略2） Very Good-Good Poor Medium 
DM3（戦略3） Good Good-Medium Good-Medium 
0019 軽蔑的な一撃 青 2 カウンター
DM1 Poor Very Good Very Poor
DM2 Good-Medium Very Good-Good Good
DM3 Very Good Good Very Good-Good
0022 残忍な切断 黒 5 除去
DM1 Medium Very Poor Good-Medium 
DM2 Good Poor Good
DM3 Very Good-Good Good-Medium Very Good-Good
0035 鐘突きのズルゴ 赤 1 軽量
DM1 Very Good Very Good Very Good
DM2 Medium Good Good-Medium 
DM3 Medium -Poor Good Medium 
0049 進化の飛躍 緑 2 置物
DM1 Very Good-Good Very Good Very Poor
DM2 Good-Medium Very Good-Good Medium -Poor
DM3 Good-Medium Good Good  

表2.④時点の決定マトリックス抜粋 

No./DM 名前 色（C1） コスト（C2） 役割（C3）
0001 風集いのロック ⊿（0.665, 0.8325） ⊿(0.2475, 0.33) ⊿(0.67, 0.7525)
0019 軽蔑的な一撃 ⊿(0.58,0.6625) ⊿(0.835, 0.9175) ⊿(0.495, 0.5775)
0022 残忍な切断 ⊿(0.665,0.7475) ⊿(0.2475, 0.33) ⊿(0.665, 0.8325)
0035 鐘突きのズルゴ ⊿(0.5875,0.67) ⊿(0.835, 0.835) ⊿(0.67, 0.7525)
0049 進化の飛躍 ⊿(0.585, 0.835) ⊿(0.835, 0.9175) ⊿(0.33, 0.4125)  

表3.推測結果のカードリスト 

No./DM 名前 評価値 順位
0022 残忍な切断 0.3394 1
0002 対立の終結 0.5938 2
0008 悲劇的な傲慢 0.5939 3
0009 次元の激高 0.5939 3
0023 命運の核心 0.6757 5  

 

４．評価方法 

 本研究では，提案手法の有用性を証明するために，

あるカードゲームを用いて，実際に推測を行ない，そ

の推測結果と用いたデッキの比較を行ない，評価実験

を行なう． 

 評価実験において，あるカードゲームのリミテッド

という形式を用いる．リミテッドとは，少ない種類の

商品のセットを用いて，その場で40枚のデッキを構

築して行なう試合のことで，これにより通常の構築の

デッキを用いた場合と比べて分かりやすい実験とする

ことが出来る．今回の実験に用いるカードの範囲とし

て，1つの商品セットを用いたと仮定し，274種類の

カードをアルタネイティブとする．また，デシジョン

メーカーとして，そのカードゲームの公式記事で紹介

された6つの戦略 3）を扱う． 

プレイヤーとその対戦相手の試合を行い，対戦相手

の使用したカードを記録．記録したカードのリストを

入力とし、最終的に，40枚の対戦相手のデッキに対し

て推測の上位20位までのリストを出力し、リストと

実際のデッキのリストを比較して精度を求める． 

５．終わりに 

 本研究では，「ある方向にまとまったデッキは強くな

る」という，カードゲームにおける一つの考え方に基

づいて推測を行なう手法を提案している．しかし，一

つの考え方だけで，カードゲームの全てのデッキが構

築されるわけではなく，例えば「既存のデッキで強い

とされたデッキを真似ると，強いデッキを構築できる」

という考え方も存在する．したがって，既存のデッキ

のリストから良く使われるカードを抜き出すといった，

本研究とは別のアプローチによる推測について検討の

必要がある．また推測の手法についても，言語情報の

処理においてファジィ関数を用いるといった別の手法

が挙げられる．今後は本研究で用いなかった考え方や

手法を用いた推測の検討や，複数のアプローチを組み

合わせての実験を行なうことが，ボードゲームにおけ

る推測の研究の発展に必要である． 
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１．はじめに 

警察庁による平成 26 年度交通事故の発生状況まと

め 1)によると，事故件数および負傷者数は減少傾向に

あるものの未だ高い数値である．交通事故の全体の 7

割が人間の行動モデル 2)の一つである"認知"の段階で

ミスを起こすことによって発生すると言われている 3）．

したがって，数秒先にドライバが起こしうる事故を予

測し，適切な注意喚起を行うことで，認知ミスを減ら

し交通事故を未然に回避することが期待できる． 

そこで本研究は、特定のドライバが特定の状況下で

遭遇するリスクの高い事故種別を推定する手法を提案

する．その際に，過去の事故事例と，現在のドライバ

と環境の状況との類似性に基づきリスクを推定する．

ここで事故状況の類似性に基づく事故の発生リスク算

出方法と，事故との関連性の高い事故要因(以下，特徴

という)の選択が必要となる．ここでは，事例データか

ら特徴からなる空間を規定し、それをもとに類似性を

数値表現可能である MTA(Mahalanobis-Taguchi 

Ajoint)法 4)5)を利用する．さらに、リスク推定精度を高

める事故要因の選択を，MTA 法における SN 比の概

念と実データを用いて試行錯誤により選定する． 

２．問題領域とアプローチ 

ここでの事故統計データは事故事例の集合であり，

これをもとに事故リスクの高い状況を規定することが

可能であると考えられる．岩手県内の過去の事故デー

タを参照すると，特定の事故種別を引き起こす特徴に

は共通性が見られる．そこで，事故が多発した状況と

類似した状況では，事故リスクが高いと仮定する．こ

こでいう状況とは，3.1 節で示す特徴で構成される複

数の特徴で表現され，特徴空間内での点として表現さ

れる．これらの各交通事故事例の分布が密になる領域 

図1特徴選択 

がリスクの高い状況であると考えられる． 

このリスクの高い状況を用いて，特定のドライバが

直面している状況のリスクを算出するためには、リス

クの高い状況とその状況の間の類似性の尺度が定まら

なければならない．一方で，状況を構成する特徴の組

み合わせにより算出されるリスクの正確さが影響を受

けることが容易に予想されることから，適切な特徴を

選定する必要がある（図 1）．これらの問題に対して，

適用可能な手法の一つにMTA法がある． MTA法は

正常とされるパターンの集合を利用してパターン認識

を行う．この正常な空間を単位空間と呼び，その空間

との距離を利用して，判別や予測を行う．また，MTA

法での算出過程で現れるSN比という概念を用いるこ

とで，選択した特徴で変化する単位空間を比較するこ

とができる．  

本手法では，事故統計データから作る事故リスクの

高い空間を単位空間として利用することで，単位空間

とのアジョイントマハラノビス距離により類似度を表

すことができる．また，MTA 法における SN 比は単

位空間の精度を表し，これを指標とした試行錯誤によ

り，リスク算出精度の高い特徴空間の選択を行うこと

で課題解決を図る． 

３．提案手法 

本研究におけるMTA法の計算手順を図2に示す．

以下でMTA法と特徴選択について述べる． 

３．１ 事故パターンを表現する項目 

 警察が集約しているデータから，事故を表現するた

めに必要と考えられる特徴として，性別，年齢，職業，

交通目的，天気，時間，路面状況，道路形状の8つを

選択した． 

 

３．２ Mahalanobis-Taguchiシステム 

MT システムでは，正常なパターン集団は似通って

いるが，異常なパターンの集団には共通点が少なく，



それら集合を判断基準としての利用は適さない，とい

う考えを基本としている． 

正常なパターン集団は単位空間と呼ばれ，単位空間と

判断したいサンプルとの距離を利用して判別を行う． 

３．３ Mahalanobis-Taguchi-Ajoint法 

MTA 法は MT 法を拡張した法であり，単位空間を

定義する段階でMT法では利用できなかった標準偏差

が 0 になる項目に対して，0 でない項目とは別の処理

を加えることによって利用する手法である．また信号

水準の空間が目盛りの役割になり，単位空間から離れ

ている”程度”が単位をもった定量値として計算の最

終結果として算出される手法であるために，推定や予

測に適している． 

３．３．１ 標準偏差=0に対する処理 

単位空間で標準偏差が0であった項目ごとにSN比

ηと比例定数βを求める． 

３．３．２ 標準偏差≠0に対する処理 

標準偏差が≠０の項目を利用した分散，共分散行列

を作成する．そして作成した分散，共分散行列の余因

子行列を求める．余因子行列を利用し，サンプルごと

の MDA（アジョイントマハラノビスの距離）を計算

する． 

𝐷２ =
1

𝑘
∑𝐴𝑖𝑗(𝑋′𝑖 − 𝑚𝑖)

𝑖𝑗

(𝑋′𝑗 −𝑚𝑗) 

求まったMDAと信号水準からSN比𝜂
0
と比例定数𝛽0

を求める． 

３．３．３ 状況判断 

前項で求めた比例定数と SN 比をもとに総合推定式

y を作成し，それに従って判断対象サンプルの総合推

定値の計算を行う． 

 

y = √
𝜂1 × (

𝑋′1

𝛽1
)
2

+ 𝜂2 × (
𝑋′1

𝛽2
)
2

+ ･･･+ 𝜂0 × (
𝑋′0

𝛽0
)
2

𝜂1 + 𝜂2 + ･･･+ 𝜂0
 

３．３．４ 因子選択 

MTA 法における単位空間の精度は SN 比で表すこ

とができ，値が大きいほど集団のばらつきは小さくな

る．特徴選択によって変化するSN比をもとに，種別

ごとの事故を発生させやすい状況として適した特徴を

探し出す． 

４．実験 

岩手県警察による平成16年から平成25年までの交

通事故統計データから，事故種別が「追突」であると

される，12779件のデータを抽出し本手法の有効性を

確認する．これらのデータを用いてk-交差検定法を行

う．すなわち，ランダムにいくつかのグループに分割

し，そのうち1グループをテストデータとし，残った

グループをトレーニングデータとして単位空間を作成

する．この手順をテストデータとなるグループを順に

変更し繰り返すことで特徴選択の有効性の評価を行う． 

また評価を行う際に判断を行うための閾値設定が必

要であり，今回はテストデータの一つを使用し，閾値

を設定する．評価項目はそれぞれの適合率(precision)，

再現率(recall)，適合率と再現率の調和平均であるF 値

(F-measure) の 3 点によって精度の評価を行い，SN

比による特徴選択の有効性を検証する． 
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図2 本研究におけるMTA法の流れ 
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１．はじめに  

ドライバが運転中に経験する焦り，怒り，不安とい

った心理的ストレス反応により，リスクテイキング行

動や，確認省略などの不安全行動を誘発することが知

られている 1)．従って，運転中のストレスを減少させ

ることができれば，交通事故防止の一助となりえると

いえる．一方で，道路とストレスの関係についての既

存研究 2)3)4)によれば，道路の特徴と，ドライバに与え

るストレスは相関がある．これらのことから，ルート

選択によって，ドライバのストレスを減少させること

が可能であると考えられる． 

そこで本研究では,ドライバのストレス回避のための

ルート推薦手法を提案する．ここでは、道路特徴に対

して，ストレス因子となりうる度合いを，道路走行中

のストレスを計測することで付与し，これをコスト係

数とする．このコスト係数を利用し，出発地点と目的

地点により定まる領域の地図をグラフとし，最小コス

ト探索問題として捉えることで，ストレスを軽減する

ルート算出手法を提案する．本手法の有効性を，ドラ

イビングシュミレーターを用いた実験により確認する． 

２．提案手法 
 本システムは，学習フェーズで構築した道路属性コ

スト係数 DB を利用フェーズでルート算出に用いる． 

 学習フェーズでは，以下の流れで処理を行なう．①

ストレス計測器によりドライバの RRI(R-R 間隔)の測定．

②ストレス量算出器により，RRI からストレス量を算出．

③コスト係数算出器により，ストレス量から後に示す，

道路属性値のコスト係数を算出し，ストレスと道路属

性値を関連付ける． 

 利用フェーズでは，以下の流れで処理を行なう．①

出発地点と目的地点から，ルート抽出器により地図か

らグラフを抽出．②コスト算出器により，コスト係数

と地図情報を用いて，抽出したグラフのリンクにコス 

トを付与．③最小コスト算出器により，最小コストル

ートを算出：ルート算出にはダイクストラ法を使用． 

以下，学習フェーズと，利用フェーズに分け，それ

ぞれの構成要素を説明する． 

2.1 学習フェーズ 

2.1.1 道路モデル・コスト係数データベース 

 道路をグラフGとし，ノードVを交差点・分岐点の他，

道幅の変化のような道路環境が変化する地点に配置し，

リンクRはノードを繋ぐ道路とする．ルート抽出器によ

り，部分グラフ𝐺𝑡 = 〈𝑉𝑡 , 𝑅𝑡〉を抽出する：𝑉𝑡 ∈ V，𝑅𝑡 ∈ R 

リンク𝑟𝑖 ∈ 𝑅は，ノード間の道路環境や道路状況である

属性𝐴𝑖，ノードの接続状況である𝑉𝑠𝑖と𝑉𝑔𝑖から構成さ

れる．また，𝑟𝑖の距離を𝑑𝑖と置く． 

𝑟𝑖 = 〈𝐴𝑖 , 𝑉𝑠𝑖 , 𝑉𝑔𝑖〉  (1) 

各属性𝐴𝑖は𝑎𝑗 ∈ 𝐴の冪集合（A は属性全体の集合）であ

る．属性𝑎𝑗は，橋や踏切といったラベル名𝐿𝑖と，これ

までの走行における属性の出現回数𝐶𝑟𝑖と，属性に対す

るドライバの属性コスト係数𝐶𝑠𝑖の三項組で表される． 

𝑎𝑗 = 〈𝐿𝑗 , 𝐶𝑟𝑗 , 𝐶𝑠𝑗〉  (2) 

2.1.2 ストレス計測器・ストレス関連付け手法 

 ストレス検出手法として，心電図に現れる R 波と R

波の間隔である RRI を用いる．すなわち，区間を走行中

の RRI を連続的に取得し，RRI から求められるストレス

量を，道路属性のストレス量としている．このストレ

ス量が累積された値を，属性コスト係数とする(図 2)． 

2.1.3 ストレス量算出器 

 本研究では，ストレス量計算手法として，山川らに

よる，
𝑆𝐷𝑁𝑁

𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷
という手法 6)を用いる．この手法は，自律

神経系の活動を表す指標である SDNNと，副交感神経系

の活動状態を表す指標である RMSSD の比を指標とし，

図 2 : ストレス関連付け手法 

(本図は，国土地理院(電子国土 web)5)を加工して作成した．) 

図 1：システム概要図 



交感神経系の活動状態の変化を測定することができる．

この値が高いほど，ストレス量は大きいとされている．

ここでは，このストレス量を𝑆𝑎𝑖と置く． 

2.1.4 コスト係数算出器 

属性コスト係数𝐶𝑠𝑗は，以下の流れで算出される． 

①ストレス量算出器で算出された各道路のストレス量

の正規化． 

𝑆𝑎′𝑖 =
𝑆𝑎𝑖

∑ 𝑆𝑎𝑖𝑖=0
  (3) 

ここで，(3)式で得られた各道路のストレス量は，その

道路が持つ属性にそのまま付与され，それ以外のスト

レス量は 0 とする．（𝑆𝑎𝑗 = 𝑆𝑎′𝑖(iff. 𝑎𝑗 ∈ 𝐴𝑖)） 

②正規化したストレス量𝑆𝑎′𝑖の各属性 j に対する総和jを

算出． 

𝑇𝑠𝑗 = ∑ 𝑆𝑎′𝑗
|𝑅|
𝑗=1   (4) 

③𝑇𝑠𝑗を属性の出現回数𝐶𝑟𝑗により除算． 

𝐶𝑠𝑗 =
𝑇𝑠𝑗

𝐶𝑟𝑗
   (5) 

2.2 利用フェーズ 

2.2.1 ルート抽出器 

 ここでは，地図情報が既にグラフ化されていると仮

定する．ドライバが目的地を指定した後，出発地点か

ら目的地点までの領域を長方形として切り出し，対応

する部分グラフ抽出し，𝐺𝑡 = 〈𝑉𝑡 , 𝑅𝑡〉とする．  

2.2.2 コスト算出器 

 コスト算出器は，ストレスコストSCと，距離コスト

DC，トータルコストTCを算出する． 

ストレスコスト（SC）算出 

①各道路に存在する道路属性のコスト係数を合計． 

𝑆𝑟𝑖 = ∑ 𝐶𝑠𝑗𝑗(𝑎𝑗∈𝐴𝑖)
  (6) 

②𝑅𝑡における𝑆𝑟𝑖の偏差値を算出し，求められた値を𝑆𝐶𝑖
とする． 

距離コスト（DC）算出 

①𝑅𝑡における𝑟𝑖が持つ距離𝑑𝑖の偏差値を算出し，求めら

れた値を𝐷𝐶𝑖とする． 

トータルコスト(TC)算出 

①以下の式で算出し，求められた値𝑇𝐶𝑖をとする． 

𝑇𝐶𝑖 = 𝛼1𝑆𝐶 + 𝛼2DC (7) 

ここでは簡略化のため，𝛼1  = 𝛼2 = 1 としている． 

３．実験と考察 

 実験では，コスト係数が道路属性付与できているか

どうかを確認する．複数のルートを走行し，ドライバ

のコスト係数データベースを作成した．データベース

を基に算出したルート SD と，他の異なった 5 つのルー

トを，ドライバに順番を伝えずに走行してもらい，そ

の際の総ストレス実測量を比較した． 結果を図 3 に示

す． 

 結果として，トータルコストで算出したルート SD の

総ストレス実測量は，6 つルートがあるうちの 2 番目に

低い数値だった．ランダムに抽出したルート 2 の総ス

トレス実測量の方が低い数値であったものの，ほぼ同

量の総ストレス実測量であった．またルート SD は，他

のランダムに抽出した 3 つのルートの総ストレス実測

量に比べ，約 20％減少した． 

 ランダム抽出したルート 2 のストレス実測量が最も

低い数値という結果だった．その理由として，コスト

係数データベースを作成する際の試行回数が足りなか

ったため，道路属性とは無関係なストレスを検出され

た際に，コスト係数に与えた影響が大きかったことが

考えられる．因みに，ルートを構成する部分ルートの

重複数と，ルートの走行順序はストレス実測値とは関

係が無いということが分かっている．その他に考えら

れる理由として，道路同士の接続状況が及ぼすストレ

スへの影響と，各道路属性のストレスへの影響度が考

えられるが，今後それを明らかにする予定である． 

４．おわりに 

本研究では，ストレスを軽減するルート算出手法を

提案した．そのために，道路特徴に対して，ストレス

となりうる度合いの算出手法と，その度合いと道路の

距離から，ルート算出に使用するコスト算出手法を構

築した．また，実験により，本手法でストレスの低い

ルートの選択をすることができる可能性を示した． 

今後の課題として，学習フェーズの回数を増やし，

コスト係数データベースの改良をし，道路同士の接続

状況や，各道路属性のストレスへの影響度のような，

ストレスに対しての影響の調査，コスト算出手法の改

良が挙げられる． 
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１．はじめに 

近年のスマートフォンのような携帯端末は処理性能

の向上により，高画質，高音質な動画や写真などの情

報を手軽に発信できるようになり，それらをユーザー

同士で共有する SNS1)が人気になってきている．しか

し，そうして発信された大量のデータによって利用者

が欲しい情報が隠れてしまい，欲しい情報が見つから

ないという問題 2)が生じてきた．そこで，利用者がほ

しいと思われる情報を予測し，利用者に提示する「推

薦システム」2)3)が普及してきた． 

現在の推薦システムはドメイン知識を必要とせず，

意外性のある推薦を行うことができる協調フィルタリ

ング 3)がオンラインショッピングサイトなどで広く利

用されている．しかし，協調フィルタリングには利用

者やアイテムの評価値などの膨大なデータの解析に時

間がかかることや，同じアイテムを嗜好する人が少な

ければデータが足りず，正しい推薦が行われにくいと

いう問題がある． 

本研究では，画像を共有するSNSのFlickr1)のよう

なサービスを対象とする．利用者の嗜好する画像から

配色を抽出し，配色イメージスケール 4)にあてはめる． 

配色イメージスケールについては３章で説明をする． 

これを用いて分析した画像から得た配色を形容詞に

置き換え，それを利用者の嗜好データとして扱う．こ

れにより，従来よりも少ない項目で利用者間の推薦に

必要である相関係数を求めることができ，推薦速度と

精度の向上の実現が期待される． 

２．推薦システム 

 推薦システムとは，利用者がほしいと思われる情報

を利用者に合わせて提示するシステムである．推薦す

る情報は，利用者にとって意外であるが的はずれでな

いことが望ましいと考えられている． 

 推薦システムは，対象の内容を考慮して推薦を行う

「内容ベースフィルタリング」と，利用者の嗜好に似

ている他の利用者の情報を利用して推薦を行う「協調

フィルタリング」の二つに分けられる． 

 内容ベースフィルタリングを行うためには推薦する

アイテムのデータベースが整備されている必要がある．

画像を共有する SNS などでは利用者によって画像に

タグをつけることができるが，似たような内容であっ

ても利用者によってタグの内容にはばらつきがある．

そのため，本研究では画像が持つタグなどのデータベ

ースに依存しない協調フィルタリングを用いて，デー

タの解析時間や，利用者のデータが疎であるアイテム

の比較についての問題を解決することを試みる． 

３ 配色イメージスケール 

 配色イメージスケール 4)は日本カラーデザイン研究

所が研究・開発したイメージスケールをもとに作られ

た感性マッピングツールである．人によって色に対し

て抱くイメージには微妙に異なるが，共通する部分も

多くあるということに着目し，そのイメージの共通感

覚を心理学的研究の蓄積で明らかにしたものがイメー

ジスケールである． 

 配色イメージスケールでは，配色を使うことで単色

では表現できなかったイメージをあらわせるようにな

り，単色よりも複雑で繊細なイメージの違いを表現す

ることができる．これらの配色は形容詞，形容動詞な

ど修飾的に使われる語と結び付けられている． 

 配色イメージスケールでは10色相と12トーン，

合計120の有彩色と10の無彩色の130色が使われて

おり，本研究では，それらの色でできた1170の配色

パターンと，219の形容詞を用いる． 

4．提案手法 

４．１ システムの流れ 

 
図１ システムの流れ 



システムの流れを図１に示す．ここでは例としてA

さんという利用者がいるという前提で進める．Aさん

に推薦を行うための処理としてAさん含む利用者が

嗜好する画像の色を分析し，配色イメージスケールに

あてはめる．そして，配色イメージスケールであては

まった配色の形容詞を嗜好データとして扱う． 

 Aさんの評価値(𝐸𝑉𝑛)は，画像の解析から得た配色に

あてはまった n 番目の形容詞の出現回数(𝐶𝑆𝑛)を，出

現回数の合計(∑𝐶𝑆)で割った割合とする． 

𝐸𝑉𝑛 =
𝐶𝑆𝑛

∑𝐶𝑆
       (1) 

 

 

図２ 利用者の嗜好データ 

 

推定評価値の計算には利用者の画像に対する評価値

を用いる必要がある．利用者が嗜好する画像はSNS

の機能としてある「いいね」をつけた画像とし，画像

に対する評価値は「好き」を１，「興味なし」を０，

「見ていない」を－とした3種類とする．例として

図１を示す． 

 

図３ 画像に対する評価値 例 

４．2 画像の解析 

画像データからそのまま色を抽出すると大量の色が

抽出され，正しく配色パターンにあてはめることが困

難となる．また，画像から配色が一致した場合でも，

配色の割合によって印象が変化する可能性を考慮する

必要性がある． 

画像の配色を探索する手法は様々研究されており，

画像の量子化やポスタライズといった減色する手法や，

そこからさらにベースカラー，アソートカラー，アク

セントカラーという7：2：1の割合での配色に当ては

める手法5)，画像の領域を決め分析する手法 6)など様々

な手法が存在し，研究されている． 

しかし，本研究は画像解析や配色の探索ではなく，

配色パターンから得られた情報をもとに推薦を行うこ

とに重点を置いている． 

そこでここでは，配色パターンを見つけるための簡

易的な手法として，画像に減色処理を行い，その画像

から抽出された色情報をもとに，色の情報量を問わず

に配色パターンに当てはめるという方法をとる． 

 

 

４．3 評価値の推定 

(1)式で求めた形容詞ごとの評価値から，図2で他の

利用者と共通に評価している項目について Person 相

関で相関係数を求める．そして，図3利用者の画像の

評価値の平均と，相関係数で重み付けした画像の評価

値から推定評価値を加重平均より求める．求めた推定

評価値が，画像の評価値の最大値である１に最も近い

画像を推薦する． 

５．評価実験の方法 

本手法の有用性を評価するために，システムを構築

し，本学の生徒 15 人程度に２つの評価実験を行う予

定である． 

１つ目は利用者には100枚の画像の中からランダ

ムに選ばれた10枚の画像を1(好き)と0(興味なし)で

評価をしてもらう．その結果をもとに従来の手法と本

研究での手法での推薦を行い，その結果についての満

足度を測る．２つ目はランダムで生成した画像に対す

る大量の評価データとシステムで解析した評価データ

との相関係数の計算速度の比較を行う． 

この２つの実験を行い，システムの有用性を示す． 

６．おわりに 

 本研究で画像が持つ色情報から配色パターンを見

つけ出し，協調フィルタリングでの画像を推薦する手

法の提案を行った．画像が持つ色情報やイメージスケ

ールを用いることで，評価点やタグなどの後付けされ

る要素の影響を受けないことや，少ない項目で相関係

数を求めることができるという利点がある． 

ただし，今回行う画像解析の方法では画像が本来持

つ色情報を損なううえ，配色の割合を考慮しないため，

結果に大きく影響することが予想される． 

今後は，画像から適切な配色の抽出を行う方法や，

より適した評価値のつけ方，配色イメージスケールに

あてはめる方法について検討し，評価実験を行う予定

である． 
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災害発生時における Tweet情報の信頼性の計算手法 

Calculation method of the reliability of the Tweet information at the time of the disaster  

 

インテリジェントソフトウェアシステム学講座 0312012092 大坊 裕貴 

指導教員：藤田ハミド 羽倉淳 榑松理樹 

  

１．はじめに 

2011年3月11日に発生した東日本大震災をはじめ

とする大きな災害発生時には，素早く情報を獲得する

ことが必要不可欠である．  

災害発生時に情報を得ることができる情報源として，

テレビやラジオ，ニュースサイトといった速報性の高

いメディア，新聞やホームページといった速報性の低

いメディア，Twitter や Facebook のようなソーシャ

ルメディアといった速報性が高く，かつ積極的に情報

を獲得でき，また局地性が高いメディアがある．特に

Twitter のようなソーシャルメディアは災害発生時の

情報源として重要であると考えられる．しかし，正し

い情報だけでなくデマの情報も発信されるという問題

が生じている．そういった場合，どの情報が信頼でき

るかどうか評価することが重要となる． 

このような背景から，Tweet情報の信頼性を計る方

法を提案する． 

 

２．災害発生時のTweet情報の信頼性について 

現在，災害についてのTwitter情報の分析システム

として情報通信研究機構の DISAANA1)（DISAster 

information ANAlyzer）がある．DISAANAはシステ

ムに簡単な質問を与えることで，Twitter 上にある莫

大な情報から有益なものをリアルタイムで分析するこ

とができるシステムである．また，有益な情報に相反

する情報を同時に分析することによって，その情報が

信頼できるかどうかの判断基準を得られる． 

DISAANAのTwitter情報の信頼性獲得手法は，目

的の情報と，それに反する矛盾した情報を同時に検索

することでユーザが目的の情報の信頼性を判断する． 

この手法によって，正しい情報かデマ情報か判断する

基準は，矛盾情報があるかどうかのみであり，またそ

の判断もシステムではなくユーザ自身が行っている．

加えて，Twitter上のTweet情報のみを利用している

ため目的の情報の発信者については考慮されていない． 

そこで，信頼性が高い情報発信者は信頼できる情報

を発信する可能性が高いという前提 2)に基づき，目的

の情報の信頼性を，その情報発信者の信頼性から求め

る手法を提案する．  

 

図 1 システム概要図 

 

３．提案手法 

３．１ 概要 

 本研究で提案するシステム概要を図1に示す．本提

案手法では，まず前処理として Wang らが提案した

SO-PMI3)（Semantic Orientation using Pointwise 

Mutual Information）を用いて単語に対して重みを付

与した辞書を作成する．本提案手法で用いる重みは災

害関連度とし，数値が高いほど災害の関連性が高い単

語であるとする．次に情報発信者の信頼性を計るため

にその情報発信者の Tweet 履歴とフォロワー/フォロ

イー情報を Ikedaらの研究 4)を参考に抽出する．この

情報と SO-PMI で作成された辞書を用いて，Tweet

履歴，フォロワー/フォロイー情報から得られた相互フ

ォローコミュニティそれぞれについて情報発信者のプ

ロフィールの推定を行う．この2手法をハイブリット

することでTweetが十分でないユーザについて，プロ

フィール推定精度を向上させることができる．ここで，

情報発信者のプロフィールとは，この情報発信者が災

害についてどれだけ関心があるかという災害関心度の

ことである．この災害関心度が目的の情報の発信者の

信頼性となり，前述した前提により情報発信者の信頼

性を計ることでその情報の信頼性を獲得する． 

３．２ SO-PMIによる辞書作成 

 SO-PMIは2つの基本単語に基づき，対象となる単

語がその2つの基本単語どちらに文書内共起するか計

る手法である．2つの基本単語は excellentとpoorの



ように対になるように選定される．本提案手法の場合

は最も災害に関連している単語と全く災害に関連して

いない単語となる．SO-PMIは数値で表現され，今回

は数値が高いほど災害に関連した単語となる．

SO-PMI は式（1）から式（3）で求められる．hit 関

数は，検索ヒット件数を求める関数である．hit(w)で

あれば単語w をクエリとした検索ヒット件数である．

また，wn，wpはそれぞれ負，正の極性を示す基本単

語であり，hit(w,wp)は単語wと基本単語wpをクエリ

とした検索ヒット件数である．C(w)では単語wが基本

単語 wn，wp のどちらと共起しやすいかを求める．f

関数ではwnとwpの検索ヒット件数の差による優位性

を解消する関数であり，定数aはその重みである．本

研究では，Wangらの研究成果より重み aを 0.9に設

定する． 
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３．３ プロフィール推定 

３．３．１ Tweet履歴 

 災害に関連した Web ページから抽出した特徴語デ

ータから，プロフィールの推定を助ける単語を抽出す

ることで情報発信者のプロフィールを推定する．プロ

フィールの推定を助ける単語とは，例えば10代なら，

「学校」，「教室」，「試験」というように， 10 代と関

連が深い，10代の人ならば使用することが多いと考え

られる単語を指す．本研究での情報発信者のプロフィ

ールは災害関心度であるので，地震，台風，津波とい

った災害についてのカテゴリに分け，どのカテゴリに

ついて関心が高いかを推定する．プロフィールの推定

を助ける単語は，それぞれのカテゴリについてのweb

ページから出現頻度の高い単語を抽出することで，特

徴語として選定する．ここで出現頻度が高すぎる単語，

出現頻度が低すぎる単語は除外する．これらの単語は，

そのカテゴリを特徴づける単語とはいえない場合が多

く，プロフィール推定のノイズとなる可能性がある． 

 抽出されたプロフィール推定を助ける単語の出現頻

度とその単語のSO-PMIの値が災害の関心となり，そ

の情報の信頼性とする． 

３．３．２ 相互フォローコミュニティ 

 目的の情報を発信した情報発信者のフォロワー/フ

ォロイー情報からコミュニティを抽出し，そのコミュ

ニティ内のユーザに対して，Tweet履歴を用いたプロ

フィール推定を行う．そのコミュニティの統計的プロ

フィール情報から，最大比率となるプロフィール情報

にこの情報発信者が含まれていると推定できる． 

 コミュニティ検出手法とし Clauset らが提案した

CNM法(Clauset-Newman-Moore)5) というクラスタ

リング手法を用いる．CNM 法は，コミュニティ内に

はエッジが多くありコミュニティ間にはエッジが少な

いことが良いとするモジュラリティという考えに基づ

き，このモジュラリティを最大になった時にコミュニ

ティが決定される． 

 また，推定精度が低下するためTweet数が200以下

のユーザ，フォロワー数が 1000 以上のユーザは対象

外とする． 

 

４．実験，評価 

 本手法の有用性を評価するために，システムを構築

し評価実験を行う予定である．前処理としてSO-PMI

で辞書を作る単語のデータセットは対象となる情報発

信者とその相互フォローのTweet履歴を用いる． 

 評価として，災害について信頼性のある情報を発信

するようなユーザに対して本手法を行い，数値が高け

ればこの手法がユーザを正しく評価しており，有用性

が高いと言える． 

 

５．おわりに 

 本研究では，災害発生時のTweet情報の信頼性を獲

得するためにその Tweet を発信した情報発信者の信

頼性を計る手法を提案した． 

 今後実験を行い，手法の有用性を評価する．また，

特徴語の抽出手法の向上やプロフィール推定精度の向

上について検討していきたい． 

 

参考文献 

1) 情報通信研究機構: DISAANA ，http://disaana.jp， 

(2016．1．13．最終アクセス) 

2) 加藤 義清， 河原 大輔， 乾 健太郎， 黒橋 禎夫， 柴田 

知秀: Webページの情報発信者の同定，人工知能学会論文誌 

Vol. 25 No. 1 pp90-103. (2010) 

3) Guangwei Wang，Kenji Araki: Modifying SO-PMI for 

Japanese Weblog Opinion Mining by Using a Balancing 

Factor and Detecting Neutral Expressions，Proceedings of 

the Human Language Technology conference and the 

North American Chapter of the Association for 

Computational Linguistics pp189-192. (2007) 

4) Kazushi Ikeda，Gen Hattori，Chihiro Ono，Hideki Asoh，

Teruo Higashino: Twitter user profiling based on text and 

community mining for market analysis，Knowledge-Based 

Systems 51 pp35-47. (2013) 

5) Aaron Clauset，M. E. J. Newman，Cristopher Moore: 

Finding community structure in very large networks，

PHYSICAL REVIEW E70，066111 (2004) 



 

Adaboost M1 を用いた音声からの感情強度推定手法の研究 

A study of emotion intensity estimation in speech using Adaboost M1 Algorithm 
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指導教員: 藤田ハミド 槫松理樹 羽倉淳 

 

１．はじめに 

 音声から感情を推定する研究は多々あるが，一つの

感情に絞り込むことが主流 1)である．しかし，人の感

情は複雑で，一つの音声には一つの感情だけでなく，

複数の感情が含まれる場合が存在 2)する．また，同じ

感情でも，強い感情，弱い感情が存在 3)する．よって，

感情推定精度を向上するために，音声から複数の感情

や強度を推定する必要がある． 

本研究では，より細かな感情推定を目標に，複数の

感情とその強度を AdaboostM1 を用いて推定する手

法を提案する．システムが人の細かな感情を推定する

ことで，人の感情に合わせてシステムを動かし，人と

コンピュータがよりよい関係を生み出すことができる

のではないかと考えられる． 

 

２．提案手法 

２．1 手法概要 

本手法は，感情と音声特徴との対応付けである感情

推定ルール作成部と，感情推定部に基づき，音声に込

められる感情を決定する推定部から構成される．図 1

にシステム概要図を示す． 

 
図1:システム概要図 

２．２ 訓練音声 

 本研究では Ekman4)の 6 感情の中から予備実験に基

づき，「恐怖，怒り，幸福，悲しみ」の4感情と「平静」

を使用する． 

感情の強度は「強い」と「弱い」と「感じられない」

に分けられる．なお，「平静」の感情のみ，「平静であ

る」か「平静でない」の二つで判別する． 

２．３ 音声解析 

 音声解析では，訓練音声から音声特徴として，ピッ

チ(音の高低)，パワー(音の強弱)，モーラ長を抽出する．

ピッチとパワーは，それぞれ発話の最大値，最小値，

平均値，第一四分位，第三四分位を求める．モーラ長

は発話時間をモーラ数で割った数値を使用する． 

２．４ 感情推定ルール作成部 

感情推定ルール作成部では，AdaboostM15)と 

C4.56)を使用して，感情推定ルールを作成する． 

AdaboostM1は機械学習アルゴリズムの一つである．

弱学習器を使用して複数の学習モデルを生成し，各学

習モデルの信頼度を求め，それらの判定の多数決で結

果を求める．今回，弱学習器としてC4.5を用いる． 

C4.5は，機械学習アルゴリズムの一つであり，訓練

データから，決定木を生成する．学習データの集合を

属性値に基づき，部分集合に分割する．この際，各部

分集合に含まれるデータができるだけ単一のクラスに

属するように分割する．これを再帰的に繰り返すこと

によって，決定木を構築する． 

感情推定ルール作成部では，感情毎の音声特徴に基

づいて，平静に対しては，「平静である」か「平静でな

い」かを判別する決定木を構築する．ここで，「平静で

ない」という音声には，いずれかの感情が含まれてい

る音声を使用する．その他の感情については，「強い」

と「弱い」と「感じられない」を判別する決定木を構

築する．ここで，「感じられない」という音声には，対

象以外の感情を含む音声を使用する．生成された決定

木の各パスを感情推定ルールとして抽出する．各ルー

ルには，AdaboostM1で，求められた重みが付与されて

いる．同じルールが見つかった場合は重みを加算する． 

２．５  感情推定部 

感情推定部では，入力音声からさきに述べた音声特

徴を抽出する．この音声特徴に，感情推定ルール作成

部で得られたルールを適用する．成立したルールに対

し，重み付き多数決を行うことによって，感情を推定

する．平静については，「平静である」「平静でない」

かのいずれかを出力する．「恐怖」「怒り」「幸福」「悲

しみ」の各感情については「強い」「弱い」「感じられ

ない」のいずれかを出力する． 

 

３．評価 

３．１ 概要 

本手法の有用性を評価するために，ツールを用い

て，実験を行った． 

訓練音声としては，慶応義塾大学 研究用感情音声

データベース 7)を使用する．これは，30代の男性が

47の感情を意図して発話した音声データである．こ
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の音声を感情心理学の文献 3)に基づいて「恐怖」「怒

り」「幸福」「悲しみ」の「強い」「弱い」のいずれか

に分類する．なお，平静の感情はそのまま使用する． 

音声特徴のうち，ピッチおよびパワーの抽出には，

Sjölanderらが開発したWavesuffer8)を，モーラ長の

抽出には Boersmaらが開発したPraat9)を用いた． 

感情推定ルール作成には，ワイカト大学が開発した

Weka10)を用いた．上記の抽出した音声特徴に対し，

感情毎に10個の決定木を生成し，それらの決定木か

ら得られるパスをルールとした． 

実験では，10代から20代の男女20名に対し，評

価用音声を聴いて，感情を答えてもらい，その結果

と，システムによる推定結果を比較することで，提案

手法の有用性を評価する．評価用音声としては，木下

らのデータ 11)を利用した．これは20代の女性１名が

Ekmanの6感情と平静を想定して発話した音声デー

タである．各感情について，10個の音声がある．こ

のデータのうち，「驚き」を除く，60個の音声データ

を利用する．実験参加者に各音声を聴取後，実験参加

者は，「恐怖」「怒り」「幸福」「悲しみ」の各感情につ

いて，「強い」「弱い」「感じられない」のいずれかを

回答する．全ての感情の回答が「感じられない」の場

合，「平静である」と判断する．また，「強い」「弱

い」の基準を考察するために，「強い」を10，「感じ

られない」を0とした時，「弱い」がどの程度の値に

なるかを答えてもらう． 

評価方法としては，次の方法で求める正答率を用い

る．人とシステムの判定が一致した場合を1点，一方

が「強い」，もう一方が「弱い」と判定した場合は，

1-(1-0.1×N)点とする．ここで，Nは，「弱い」に回

答した値である．一方が「弱い」，もう一方が「感じ

られない」と判定した場合は，1-0.1×N点とする．

感情毎の得点の総和をデータ数で割ったものを正答率

とする．これに基づいて評価する． 

３．２ 結果 

 実験の結果，「平静」については，正答率の最小値

が75％，最大値が100％，平均値が93％となった．

平均値が50％を上回った事から，本手法は有用であ

る可能性が示せた． 

一方、各感情の正答率は，「悲しみ」は，最小値が

30％，最大値が90％，平均値が68％，「怒り」は，最

小値が43％，最大値が57％，平均値が50％，「恐

怖」は，最小値が26％，最大値が61％，平均値が

49％，「幸福」は，正答率の最小値が15％，最大値が

32％，平均値が24％となった．「悲しみ」の正答率が

一番高かったが，平均値が70％に達しなかったた

め，感情単位では本手法の有用性を示すことはできな

かった． 

３．３ 考察 

 今回正答率が低かった原因としては，訓練音声と評

価用音声の音声特徴が大きく異なった点が影響したと

考えられる．訓練音声と評価用音声では，性別や録音

環境等が異なっており，これが音声特徴の差に繋がっ

たと考えられる．これを改善するためには，訓練音声

の音声特徴の範囲にあわせ、入力音声を修正する必要

がある． 

今後の課題としては，同一音声データから取り出し

た，訓練音声と評価用音声を用いて手法を再評価する

事があげられる．さらに，適切な音声特徴の選択，学

習パラメータの設定等について，実験の分析結果を基

に検討することがあげられる． 

 

４．おわりに 

本研究では，音声から複数の感情とその強度を推定

することを目的に，AdaboostM1 と C4.5 を使用する

方法を提案した．実験の結果，正答率は低いものであ

った．今後の課題としては，音声データを変更しての

実験と音声特徴の再検討などを行うことがあげられる． 
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