
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２６８９

基盤研究(C)（一般）

2015～2013

生体信号を利用したアトモスフェア・メタデータの抽出・記述・利用に関する多角的研究

Extraction/Description/Utilization of Atmosphere Metadata using Bio-signals

９０３１８８５８研究者番号：

亀山　渉（KAMEYAMA, Wataru）

早稲田大学・理工学術院・教授

研究期間：

２５３３０１３６

平成 年 月 日現在２８   ６   ４

円     3,700,000

研究成果の概要（和文）：オーディオビジュアル情報選択の個人化と効果的なコンテンツ推薦システムの実現に向け、
個人毎に異なる視聴者の情動反応を生体信号から直接抽出して利用する方法について研究を行った。本研究では、瞳孔
径、視線、基礎律動等に着目し、それらの相互関係を含めて情動反応を分析した。分析の結果、複数の生体情報を用い
ることによって、個人毎に特徴的な情動反応を抽出できることが明らかとなった。また、個人間の特徴量の分析により
、同じような情動反応を起こす視聴者をグループに分類できる可能性が示唆された。今後の課題として、大規模な視聴
者データの獲得と実際のコンテンツ推薦システムでの性能評価があげられる。

研究成果の概要（英文）：In order to realize an effective contents recommendation system considering the 
personalization of audiovisual contents selection, a method to directly extract viewers' emotion, which 
is different from viewer to viewer, using bio-signals and to use it for the system has been studied. In 
this study, we focus on bio-signals of pupil size, gazing, fixation, background activity of brain, etc., 
and have analyzed them including the relationship among them. The results show characteristic features 
different among viewers are extracted by using multi-modal bio-signals. The analysis of the features 
among viewers also suggests that viewers can be categorized into some groups of viewers with the similar 
emotion to a certain AV content. The future study includes obtaining huge size of viewers' data and 
performance evaluation in actual contents recommendation system using the metadata extracted by the 
bio-signals.

研究分野： 情報通信工学

キーワード： アトモスフェア・メタデータ　メタデータ　瞳孔径　視線　基礎律動　生体信号

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
情報爆発時代を迎え、メタデータの果たす

役割は益々重要となっている。オーディオビ
ジュアル情報（以下 AV 情報）の場合、抽出
すべきメタデータの種類は多岐に渡る。この
内、題名や制作者等のメタデータは手作業で
入力されるが、内容に関するメタデータを自
動的に抽出する多くの研究が行われている。
中でも、AV 情報のムードやジャンルを表すメ
タデータは、メタデータ国際標準（引用文献
①）ではアトモスフェア・メタデータと呼ば
れ、AV 情報選択の個人化やコンテンツ推薦シ
ステムで有用となる重要なメタデータの一
つである。ここでは、AV 情報の内容に対して、
「楽しい」や「スリルのある」といった情動
的なキーワードをメタデータとする。一般に、
アトモスフェアは非常に個人的な要因に由
来するものであり、同じ AV 情報を視聴して
も、視聴者の反応は個々の視聴者の過去の経
験や知識等によって異なる。また、AV 情報選
択の個人化に資するためには、時々刻々と変
化する AV 情報の部分部分で異なるアトモス
フェアを抽出する必要がある。アトモスフェ
ア・メタデータをいかに効率よく且つ内容を
的確に反映して抽出し記述できるかという
このような課題に関して、幾つかの研究が存
在するものの、効果的な方法は見つかってい
ない状況であった。 
 
２．研究の目的 
上記の背景を踏まえ、AV 情報選択の個人化

と効果的なコンテンツ推薦システムの実現
を目指し、個々に異なる視聴者の情動反応を
生体信号から直接抽出して利用する手法を
明らかにする。生体信号としては、瞳孔径、
視線、基礎律動等に着目し、以下の 3点を具
体的な研究目的とした。 
 

(1)瞳孔径情報及び基礎律動情報等による視
聴者の情動反応解析手法の検討: マルチモ
ーダルな生体情報を用いることによる詳細
な情動分析手法を明らかにする。 
(2)視聴者情動反応による視聴者グループ分
類手法の検討: 同じような情動反応を起こ
した視聴者群をグループ化できれば、協調フ
ィルタリング等の手法を用いてある視聴者
にとって未知のコンテンツを推薦すること
ができると考えられるため、情動反応を基に
した視聴者のグループ化手法を検討する。 
(3)アトモスフェア・メタデータの記述手法
の検討: 上記の検討で抽出されたアトモス
フェア・メタデータの記述方法を検討する。 
 
３．研究の方法 
(1)瞳孔径情報及び基礎律動情報等による視
聴者の情動反応解析手法の検討: 被験者に
様々な AV 情報を鑑賞してもらい、その際の
瞳孔径、基礎律動、心拍、鼻部皮膚温度情報
から、被験者の情動反応を解析する手法を検
討した。 

(2)視聴者情動反応による視聴者グループ分
類手法の検討: AV情報を被験者に鑑賞しても
らい、視線、瞳孔径、瞬目情報等から被験者
の情動反応解析と被験者間の情動反応の類
似性について検討を行った。 
(3)アトモスフェア・メタデータの記述手法
の検討: 上記(1)(2)の検討を基に、記述手法
の検討を行った。 
 
４．研究成果 
(1)瞳孔径情報及び基礎律動情報等による視
聴者の情動反応解析手法の検討 
①瞳孔径、基礎律動、心拍、鼻部皮膚温度に
よる情動反応分析 
10 人の被験者に 10 種類の異なった映像を

鑑賞してもらった際の瞳孔径情報のみで被
験者データをクラスタリング、並びに、基礎
律動情報のみでクラスタリングを行った結
果、意味のあるクラスタリング結果は得られ
なかった。これに対し、瞳孔径と基礎律動情
報の双方を用いてクラスタリングを行った
場合、例えば、映像中の驚く場所や退屈な場
所というようなクラスタが得られた。この結
果から、マルチモーダルな生体情報を利用す
る必要性が明らかになった（学会発表⑩）。 
この結果を踏まえ、40 人の被験者に 9種類

の異なった映像を鑑賞してもらった際の瞳
孔径、基礎律動、心拍（LF/HF）データに対
し主成分分析を行った結果、映像毎に異なっ
たデータ分布を得ることができた。ある被験
者のデータ分布を図1に示す（学会発表⑤）。
図 1では、異なった映像に対するプロットが
異なった色で示されている。図 1 右の場合、
怖い映像が黒□、悲しい映像がピンク△、面
白い映像が青○で示されている。同様に、瞳
孔径、基礎律動、鼻部皮膚温度データをクラ
スタリングによって解析した結果、鼻部皮膚
温度利用の有効性を確認した（学会発表④）。 

図 1 ある被験者の主成分分析結果 
 
②対光反射反応を考慮した瞳孔径補正 
アイトラッカで観測される瞳孔径は、鑑賞

している AV 情報に対する情動反応と注視し
ている画面の輝度による対光反射反応の合
計値として観測される。よって、画面の輝度
による瞳孔径変化を補正し、情動反応による
瞳孔径変化量のみを求める必要がある。対光
反射補正方式として、画面に提示された一定
の輝度パターンによる瞳孔径の変化から、3
層ニューラルネットワークを利用して補正
する方式が提案されている。本研究では、こ
の方式を基に、加算平均を用いたノイズ除去



と、様々な周波数の輝度変化パターンの提示
によって正確に対光反射補正を行う方法を
見出した（学会発表⑨⑯）。ただし、この方
法では、補正に必要な様々な輝度パターンの
提示と測定瞳孔径の加算平均（10 試行以上）
のため、数時間の長い測定が必要であった。
そこで、加算平均回数の最適回数、並びに、
提示する輝度パターンの最適パターンを実
験によって求めた。その結果、補正精度を保
ちつつ、測定時間を数分に短縮できることが
明らかとなった（学会発表②）。対光反射補
正結果例を図 2に示す。 

図 2 対光反射補正の結果例 
 
③異なったタスクにおける生体情報の分析 

被験者が対象を集中して見ているのかど
うかについて、文章を読んでいる際、並びに、
映像を見ている際の視線滞留時間と瞳孔径
によって分析を行った。その結果、どちらの
場合にも、集中している場合、視線滞留時間
が有意に長くなり、瞳孔径は有意に大きくな
り、瞳孔径の分散は有意に小さくなることが
分かった。図3に瞳孔径の分散の結果を示す。
なお、両者では異なった分析方法を適用して
おり、特に、文章を読んでいる際の分析には
AdaBoost を用いて、様々な分析パラメータの
内から支配的に集中度を測れる指標として、
視線滞留時間と瞳孔径分散が導かれた。これ
らの結果から、タスクが異なっても、即ち、
見る対象が異なった場合でも、これらの指標
を用いて被験者の集中度を測れることが示
唆された。（学会発表⑦⑪⑭） 

図 3 文書を読んでいる際の瞳孔径標準偏差 
（Mindless: 非集中時，Mindful: 集中時） 
 
④漫画を対象とした生体情報の分析 
漫画を読んでいる際の被験者の生体反応

を観測し、情動反応分析を行った。分析の結
果、一般的に、1 ページ当たりの読み時間は
ページ中の吹き出しの総文字数に比例する
ことが分かった。ただし、ページによっては、
推定される比例関係よりも多くの時間、ある

いは、少ない時間で読了されている場合が観
測され、これらが被験者のそのページに対す
る興味度を表しているのではないかと考え
られる。この様子を図 4に示す。 
この点を明らかにするため、ページ当たり

の瞬目回数と瞳孔径を調べた結果、平均より
も読了時間が長いページにおいて、被験者に
よっては少ない瞬目回数と瞳孔径の拡大が
認められた。このことから、漫画に対しても、
被験者の興味度を抽出できる可能性が示唆
された。（学会発表⑱⑲） 

図 4 ページ当たりの吹き出し中の文字数
と読み時間の関係 

 
(2)視聴者情動反応による視聴者グループ分
類手法の検討: 
①Frechet 距離による分析 
AV 情報に対して同じような情動反応を起

こす視聴者グループを分類するため、視線の
動きを基に検討を行った。提案方式は、AV 情
報の 1秒毎に、被験者間の視線の動きの類似
性を Frechet 距離で測るものである。10人の
被験者に対する視線類似性分析の結果、
Frechet 距離にある閾値を設定することによ
って、同じような視線の動きをする被験者の
グループを作ることができた。その結果を図
5 に示す。図 5 から、例えば、被験者 2 は他
の被験者のいずれとも類似しておらず、被験
者 3は被験者１と被験者 9と最も視線の動き
が類似していることが分かる。 
このことから、少なくとも視線の動きの観

点からは、同じように AV 情報を鑑賞する視
聴者群にグループ分けできることが明らか
となった。ただし、視線の動きのみによるグ
ループ分けは、視聴者群のある側面を利用す
るのみであり、より正確なグループ分けには
マルチモーダルな情報を利用する必要があ
ると考えられる。（学会発表⑳） 

図 5 Frechet 距離による被験者の類似性 
 
②生体情報を利用した画像類似度による分
析 
従来、様々な画像特徴量を利用して画像類
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似度を測定する方法が提案されてきた。しか
しながら、画像類似度は個人の主観によって
判断されるところが大きく、画像特徴量によ
る画像分類は、必ずしも個人の画像に対する
感じ方を反映していない。そこで、視線と瞳
孔径情報を利用し、個人の主観を反映した画
像類似度を測る指標について検討を行った。
実験の結果、画像間の視線滞留時間と瞳孔径
から様々なパラメータを求めることによっ
て、個人の主観を反映した画像類似度を測れ
る可能性が明らかとなった。また、この画像
類似度は、個人間では異なったものとなるこ
とも明らかとなった。このことから、主観的
な画像類似度の観点で、同じような類似度判
定を行う被験者グループに分類できる可能
性が示唆された（学会発表⑧⑫⑬⑮）。 
また、この画像類似度を可視化する手法に

ついても検討を行い、ある程度の結果を得た 
（学会発表①）。しかしながら、被験者によ
っては主観評価に一致した画像の類似度マ
ップを得ることはできず、引き続き検討を行
っていく予定とする。 
 
③生体情報を利用した音楽印象分析 
音楽に対しては、従来からジャンルメタデ

ータが分類の一つの基準として用いられて
いる。しかしながら、音楽に対するジャンル
は個人の主観によるところが大きく、個人が
感じる音楽ジャンルは、その音楽につけられ
ているジャンル情報とは必ずしも一致しな
い。そのため、音楽を聴いた個人の印象を生
体情報によって定量的に評価することで、個
人間で異なる音楽に対する印象分析を行っ
た。ここでは、被験者に音楽を聴いてもらっ
ている間の基礎律動情報を用い、分析に使用
した。10 種類以上の音楽を十数名の被験者に
聞いてもらった結果、個人の感じ方を反映し
た音楽分類がある程度できることが分かっ
た。また、基礎律動を機械学習することによ
って、主観的な印象度毎に音楽をある程度分
類できることも分かった。ただし、高い精度
による分類はできておらず、分類精度を改善
することが今後の課題として残されている。 
（学会発表③⑥⑰） 
 
(3)アトモスフェア・メタデータの記述手法
の検討 
以上の検討結果から、生体情報を基にアト

モスフェア・メタデータを記述する方法につ
いて検討を行った。生体情報は時系列的に得
られるため、AV 情報全体に対するメタデータ
だけでなく、ある時刻やある時間帯に対する
メタデータも付与することができる。記述方
法としては、引用文献①の記述に則った方式
で行うことした。 
今後の課題として、大規模な視聴者データ

の獲得と実際のコンテンツ推薦システムで
の性能評価があげられる。抽出されたアトモ
スフェア・メタデータを実際のシステムで利
用し、AV 情報選択の個人化やコンテンツ推薦

に資することができるかどうか、定量的な評
価を行う必要がある。 
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