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研究成果の概要（和文）：本研究では，単独及び複数ユーザの視線情報を用いて解候補を評価できる対話型進化
計算システムの開発及びその有効性を検証している．3年間の研究成果より，(1)従来のユーザの手動による解候
補評価よりも視線情報による解候補評価の方が，ユーザの評価負担が少ないこと，(2)複数ユーザを対象とした
場合に，満足のいく解候補生成及びユーザの評価負担軽減に有効な対話型進化計算システムを構築できることが
示された．

研究成果の概要（英文）：We developed interactive evolutionary computation with a single user or 
multiple users gaze information for evaluating candidate solutions and studied its effectiveness. 
From various achievements, we demonstrated that 1) the proposed system can reduce the evaluation 
loads of users compared with the conventional method using manually evaluation method and 2) can 
generate candidate solutions that many users satisfy even if when using multiple persons. 

研究分野： 感性情報学

キーワード： 対話型進化計算　視線情報　ユーザ評価

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
これまで，対話型進化計算の研究分野では，解候補評価の際にはユーザが手動で評価値を入力する手法が主流で
あった．このため，いかに簡便な評価方法を用いたとしても，ユーザに評価作業を強いることは妨げられなかっ
た．本研究では，解候補評価にユーザの視線情報を用いることで，ユーザが自然に解候補群を閲覧するだけで評
価値を獲得できる対話型進化計算システムを構築した．これらの成果は，今後，ユーザの潜在的嗜好を調査する
マーケティング分野での応用や，不特定多数のユーザの感性情報を用いた対話型進化計算システムの実現を加速
できる可能性があることが示唆されている．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 人の感性をコンピュータシステムに利用して，よりよいものを作成しようとする試みの 1 つ
に対話型進化計算がある．対話型進化計算では，対象とする問題における解候補をユーザが直
接評価し，ユーザの評価が高い解候補同士を交配させ，確率的に優秀な解を生成できる．対話
型進化計算においては，解候補となるデザインを評価するユーザの負担が大きいことが問題と
なっており，評価インタフェースの改良やオンライン知識利用など様々な観点から改善方法が
提案され，応用システムの開発が行われている． 
 本研究に関連のある対話型進化計算の応用システムについては，これまでにユーザの脳波や
心拍などの生体情報を用いた対話型進化計算システムが提案されている．しかし，本研究で用
いるユーザの視線情報を用いた対話型進化計算については，海外の一部の研究者が提案を行っ
たのみで，明確な有効性などについては検証されていない． 
 本研究では，単独および複数ユーザの視線情報を用いて解候補を評価できる対話型進化計算
システムを開発する．ユーザの解候補評価負担を軽減することを目的とした評価方法は，これ
までに提案されている．しかし，ユーザに評価の手間を取らせることは避けられないため，応
用システムを考案する上では，使用時間が限られるなどの制約がある．ユーザにとって評価作
業が手間になる以上，応用システムは限られたものになる．この問題を解決するためには，ユ
ーザの普段の自然な行動から潜在的な嗜好や興味を抽出し，ユーザが好むものを推薦できるよ
うなシステムが有効である． 
 そこで，本研究では，対話型進化計算の解候補評価にユーザの視線情報を用いることを提案
する．視線にユーザの心理状態が表れることは経験的に知られている．このため，人間の視線
情報は，その人の潜在的嗜好や興味を探るのに重要な指標であり，マーケティングや人間工学
など様々な分野で計測・利用が進んでいる．また，近年では計測に関しても，ユーザが装置を
身につけることなく，動画解析技術によって視線方向を推定できるアイトラッカーが市販され
ている．本研究では，アイトラッカーを用いて，ユーザの視線情報を検出し，それらの情報か
ら解候補に対する嗜好や興味を獲得し，ユーザの視線情報からユーザの好むものを生成できる
対話型進化計算システムを開発する． 
 
２．研究の目的 
 本研究では，単独および複数ユーザの視線情報を用いて解候補を評価できる対話型進化計算
システムを目指すとともに，対話型進化計算システムの新たな応用分野を見出すことを目的と
している．図 1 に提案システムの概要を示す．提案システムは，視線情報計測部と対話型進化
計算部より構成される．本研究では，まずユーザの視線情報に関する基礎検討を行い，それら
の情報を用いた解候補評価手法を考案し，視線情報計測部を完成させる．そして，その手法に
基づいて，ユーザの視線情報より解候補を評価する実システムを構築し，提案システム全体の
有効性を検証する．具体的には以下の項目について明らかにする． 
(1) ユーザの潜在的な嗜好や興味に関する視線

情報をアイトラッカーより取得し，対話型進
化計算における解候補評価に用いることが
できる情報抽出方法を検証する． 

(2) (1)を基に，対話型進化計算において解候補
評価のための評価値を算出する解候補評価
手法を複数考案し，実システムを用いた評価
実験により各手法の有効性を検証する． 

(3) (2)で開発した実システムについて細部を改
良し，システムを完成させる． 

(4) 複数ユーザの視線情報を用いた対話型進化
計算システムを開発し，評価実験により有効
性を検証する． 

 
３．研究の方法 
 本研究では，まずユーザの視線情報による解候補評価手法（視線情報評価部）を開発し，そ
の後，これまでにプロトタイプが完成している対話型進化計算システムとの統合を図った．本
研究では，以下に示す手順で，研究を遂行してきた． 
(1) 単独および複数のユーザに対して複数の解候補を提示したときに，ユーザの視線移動につ

いて基礎検証を行う． 
(2) ユーザの視線情報による解候補評価手法を開発する． 
(3) ユーザが単独および複数で解候補を評価する対話型進化計算システムについて，ユーザの

視線情報を用いた解候補評価の応用について検証する． 
 
平成 28年度（単独及び複数ユーザの視線情報計測） 
 初年度は，視線情報の計測に着手した．まず，視線計測装置にオムロン社の HVC-PC2（複数
ユーザ向け）や Tobii 社の X2-30（単独ユーザ向け）を用いて簡単な視線計測アプリケーショ
ンを作成し，ユーザの視線情報取得を行った．この検証では，特に X2-30 アイトラッカーを用

図 1 提案システムの概要 



いて，ユーザの視線とディスプレイ上で検出される視点座標がおよそ一致していることが確認
された．この結果より，複数の嗜好物を提示された際に見ている時間が長いものほどユーザが
興味を持っていると仮定し，試験的に対話型進化計算の解候補評価に視線情報を適用したシス
テムを開発した．本システムでは，解候補評価に一対比較評価を用いている．評価対象として
は，デザインの誘目性と被験者の評価に対するモチベーションを維持するため，女性用衣服コ
ーディネートの静止画を用いた． 
 
平成 29年度（単独ユーザ向けシステム及び視線情報による解候補評価手法の開発） 
 2 年目は，視線情報を用いた解候補評価手法の開発に取り組んだ．研究当初は「提示された
解候補が閲覧された時間」を用いて，閲覧時間が長いものがユーザにとって評価の高い解候補
であるとしていた．しかし，閲覧時間が長い解候補は好みとは限らず，興味があるというだけ
で長く見ていた可能性が懸念されることが分かってきた．このため，各解候補に対する視線の
滞在時間だけでなく，視線移動のパターンなど他の情報も用いた解候補評価手法の考案が必要
と考え，ユーザの視線情報からユーザの嗜好を推定するために，ニューラルネットワークなど
のパターン認識手法を用いた検証に取り組んできた． 
 また，対話型進化計算の解候補進化の観点から考察すると，解候補評価に「提示された解候
補が閲覧された時間」のみを用いた場合でも，解候補はある程度進化することが基礎実験によ
り確認された．このため，「視線情報を用いた解候補評価手法の開発」とは別に，ユーザのカタ
ログ閲覧時の視線情報を用いたカタログインタフェースの開発や現システムでの更なる評価実
験なども並行的に行った． 
 
平成 30年度（単独及び複数ユーザ向けシステムの開発） 
 3 年目にあたる最終年度は，初年度より開発してきた対話型進化計算の解候補評価において
単独および複数ユーザの視線情報を適用したシステムの最終的な検証を実施した． 
 具体的には，複数ユーザ向けシステムでは，ユーザの母集団を定義し，それらの中のユーザ
が対話型進化計算進行中に部分的に解候補評価に参加した場合の検証を実施した．この検証に
おいては，評価対象を従来の静止画の女性用衣服コーディネートを動画による同コーディネー
トに変更し，ユーザの誘目性や興味が向上するようにした． 
 単独ユーザ向けシステムでは，研究 2年目より開発を進めてきたカタログインタフェースの
進化計算アルゴリズム開発に着手した．本インタフェースでは，ユーザは製品のカタログを見
るような感覚で自由に解候補を閲覧する．その過程で，ユーザの好みのデザインとユーザが好
むと推定されるデザインの両方を探索することを目的とし，複数の進化計算手法を用いたハイ
ブリッド手法による解候補探索を提案した． 
 また，研究 2年目より視線情報における特徴量を用いたユーザの嗜好推定を試みてきたが，
データ数の影響などにより，実用に耐えうる成果は得られなかったため，今後は推定手法など
をより検証する必要がある． 
 
４．研究成果 
単独ユーザを対象とした視線情報対話型進化計算システム（提案システム 1）の主な成果 
 提案システム 1は，単独ユーザの視線情報を用いて「閲覧時間が長いデザインはユーザの好
みのデザイン」という仮定に基づいた，プロトタイプの視線情報対話型進化計算システムであ
る．提案システム 1については，従来の手動でユーザが解候補の評価値を入力するシステムと
の比較実験を行った．その結果，提案システム 1は，より正確にユーザの評価値を取得できる
従来システムと遜色のない解候補進化性能を示し，従来手法よりもユーザの解候補評価負担が
軽減できることが確認された〔雑誌論文①〕〔学会発表⑤⑧〕． 
 さらに，提案システム 1について，カタログ閲覧時の視線情報の利用を想定したカタログイ
ンタフェースや解候補探索におけるハイブリッド進化計算アルゴリズム（遺伝的アルゴリズム
とタブーサーチ）の導入を試みた．これらのシステムは，プロトタイプシステムと比較して，
解候補評価のしやすさや解候補の進化性能向上に対して，明確な有効性を検証中である〔学会
発表①③⑥〕． 
 
複数ユーザを対象とした視線情報対話型進化計算システム（提案システム 2）の主な成果 
 提案システム 2は，複数ユーザの視線情報を用いた視線情報対話型進化計算システムである．
提案システム 2については，まず，複数ユーザの感性情報をユーザに明示的な評価作業を強い
ることなく，リアルタイムに取得する必要がある場面を想定している．例えば，アイドルのコ
ンサートやイベント会場において，複数ユーザの感性情報を反映させた衣装などをリアルタイ
ムに作成する場合，会場で衣装に対するアンケートを集計し解析していたのではリアルタイム
な対応は困難である．提案システム 2では，このようなシチュエーションにおいて，ユーザの
感性情報を，視線情報を介して効率的に獲得できるシステムを構築した．評価実験の結果より，
複数ユーザが満足のいく衣服コーディネートを作成でき，性差によって視線情報やコーディネ
ートの判断基準が異なることが確認された〔雑誌論文②〕〔学会発表④⑦⑨⑩〕． 
 また，提案システム 2では，複数ユーザが部分的に解候補評価に参加した場合でも，多くの
ユーザが満足のいく衣服コーディネートを生成できることが確認されている〔学会発表②〕． 



 
視線情報における特徴量を用いたユーザの嗜好推定 
 研究開始当初より，「提示された解候補が閲覧された時間」を用いて，閲覧時間が長いものが
ユーザにとって評価の高い解候補であるとしていた．実システムを構築したところ，このよう
なコンセプトによる解候補評価であっても，ある程度解候補が進化することが確認されている．
しかし，ユーザの嗜好情報を視線情報より抽出するには，単に興味があって閲覧時間が長くな
っていた可能性は否定できず，このようなノイズが解候補の進化に悪影響を与える可能性があ
る．そこで，ユーザの解候補閲覧中の視線移動パターンを，ニューラルネットワークなどを用
いて解析し，ユーザの嗜好を推定することを試みた．しかし，取得データ数の影響などにより，
嗜好の推定精度は閲覧時間が長い解候補をより好みであるとした場合と変わらなかった．今後
は，推定手法などをより検証する必要がある． 
 
得られた成果の国内外における位置づけとインパクト，今後の展望 
 視線情報対話型進化計算システムの開発は，研究開始当初では，海外の一部の研究者しか取
り組んでいなかったが，我々が研究を進めるに連れて単独ユーザを対象とした視線情報対話型
進化計算システムについて，類似研究が散見されるようになってきた．この要因としては，ア
イトラッキングや顔認識などが，従来よりも比較的安価で容易に実現できるようになったこと
が考えられる．本研究においては，従来の手動による評価作業との比較のみでなく，ユーザが
好みの解候補を意識的に閲覧した場合や自由に閲覧した場合の比較を基礎検証の段階から行う
などし，他の類似研究との差別化を図ってきた． 
 また，複数ユーザを対象とした視線情報対話型進化計算システムについては，これまでに前
例が確認されていない．一般に，複数ユーザの感性情報を用いる場合は，投票作業やアンケー
トを利用するが，これでは投票という明示的な作業が発生したり，リアルタイムな解析結果を
反映したりしない．本研究においては，複数ユーザの視線情報を用いることで，ユーザの自然
な動作から嗜好情報を取得し，対話型進化計算の解候補探索にリアルタイムに反映させるシス
テムを構築している． 
 今後は，解候補を多峰的に探索できるハイブリッド進化計算アルゴリズムの導入や，現在未
完成の視線情報特徴量を用いたユーザの嗜好推定などに着手していく予定である． 
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