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オンライン筆記データを用いた書き写し行為の推定
高橋梓帆美†1

井本和範†1

山口修†1

インターネット環境やタブレット端末の普及により，時間や場所に制約の少ない学習環境が広がっている．一方で，
指導者は，学習者の取り組み方が把握しづらく，学習者に合ったきめ細かな指導が十分できないという問題がある．
学習者の手書きした文章が，学習者自身の考えからでてきたものか，他から転用したものかを判別することができれ
ば，個々の指導に役立てることができる．
本研究では，タブレット端末で取得できるオンライン筆記データを用いて，筆記時の行為が，作文（創作的行為）
であるか書き写し行為であるかを推定する手法を提案する．実データを用いた評価実験により，オンライン筆記デー
タから筆記者の書き写し行為を推定する可能性を示した．

Estimation of the handwriting behaviors of copying with the online
handwriting data
SHIHOMI TAKAHASHI†1 KAZUNORI IMOTO†1
OSAMU YAMAGUCHI†1
Due to the expansion of the Internet and tablet devices, on-line learning environment without being limited by time and location
are becoming pervasive these days. On the other hand, learning approaches of learner are difficult to understand, there is a
problem that cannot be sufficiently suited instruction for learners.
If the system can discern the sentence inspired by learner’s thought from the sentence inspired by the thoughts of others, it may
be useful to detailed instruction that was suited for the learner.
In this study, we propose a method to estimate the behaviors of making a copy or creative writing during writing task, using
online handwriting data that can be obtained with tablet devices.

1. はじめに
政府の「世界最先端 IT 国家創造宣言」のもと，学校と

可能となった．手書きによる情報記録は，学習・記憶・理
解の効果を高める[3]と言われており，手書き入力を対象と
することは学習の場において有効な効果が期待できる．

家庭がシームレスでつながる ICT を活用した教育・学習環

指導者へフィードバックする情報として，学習者が書き

境の構築が進められている[1]．学校と家庭がシームレスで

写している（書き写し行為）か，文章を創作している（創

つながる環境では，遠隔授業や家庭学習など，時間や場所

作的行為）か，を対象とする．筆記された文章が筆記者本

の制約を受けることなく，学習を進めることが出来る．一

人の考えから書かれたものか，他人の考えを写して書かれ

方，そのような環境では，先生が生徒の行動を直接見るこ

たものかをフィードバックできれば，学習者の意図を詳細

とが出来ないため，生徒が悩んだ・困った箇所を見つける

に把握する手がかりとなり，より適した指導方針の策定が

ことが出来ず，個人個人にあったきめ細かな指導が難しく

期待できる．

なる．例えば，生徒が分からない問題の答えを書き写した

そこで，本研究では，筆記者の書き写し行為と創作的行

場合，教師は，その問題を生徒が理解していると誤解して

為を，タブレット端末から取得できるオンライン筆記デー

しまう可能性がある．この問題を解消するためには，生徒

タを用いて推定する方法を検討する．

の解答時の行動を指導者へフィードバックすることが重要
と考えられる．
しかし，学習者の行動を録画などにより記録すると，場

2. 関連研究
筆記行為者の行動を推定する先行研究では，江木らが，

所の制約が生じてしまう場合がある．自由な学習環境の利

加速度センサを組み込んだ筆記具を用いて学習者のセンシ

点を活かすためには，学習時に習得できる解答に含まれる

ングをしている[4]．学習者が筆記している状況を撮影した

データから行動を推定することが望ましい．そこで，学習

映像から，筆記者の行動を，学習のはじめ・終わりまたは

時に習得する情報としてオンライン筆記データに注目する．

無関心である状態の「筆記具を置いている」，思考中・内容

近年，ペン入力を想定したタブレットが普及し[2]，手書き

が理解できていない・ぼうっとしている状態の「筆記具を

した内容（筆跡）を入力時刻および位置を記録したデジタ

持った手が止まっている」，考えている・混乱・退屈してい

ルデータ（オンライン筆記データ）として取得することが

る「動かしている」，ノートを取っている「書いている」に
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分類する．各行動の推定には，加速度センサの振動の平均・
分散・エネルギーを特徴量とした学習ベースの手法が有効

1

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
であることを示している．

Vol.2015-CE-129 No.17
2015/3/22

用できる可能性を示している[9]．

本研究で対象とする書き写し行為と創作的行為では，資

これらより，日本語においても，筆記者の思考の状態が

料を参照する時間など，筆記時以外の動作が異なるため，

筆圧に影響すると予想され，筆記者の状態の推定に有効で

ペンの加速度情報が有効であると考えられる．しかし，ペ

あると考えられる．また，筆記者の思考状態の推定に，時

ンの加速度は，広く市販されているペン入力デバイスでは

間情報が有効であると言える．笠野らは筆圧については，

取得することができない．本研究では，幅広い場面で活用

個人差が大きく，すべての筆記者で主観的難易度と相関が

することを想定し，市販のペン入力デバイスで取得可能な

確認できていないと述べており[9]，筆圧単独の特徴では推

オンライン筆記データから，筆記者の行動を推定すること

定は困難であることも予測される．よって，行為の推定に

を目標とする．

は，複数の特徴を総合的に判断する必要がある．

筆記行為の主要な過程は，計画・解釈・修正とされてい

以上の先行研究より得られる知見から，本研究では，筆

る．筆記行為を行うプロセスにおいて，語彙へのアクセス，

圧と速度に関連した特徴およびストローク間の特徴を中心

書字などの動作は自動化されている．一方，情報を選択し，

に検討する．

まとめる作業（計画・解釈・修正）は自動化されない[5]．

3. データ収集

そのため，筆記作業の認知的負荷は，これらによって決定
づけられるものと考えられている．筆記行為の主要過程の

本章では，書き写し行為と創作的行為を推定するにあた

なかでも，認知的負荷が最も大きい行為は計画である．こ

り必要となるオンライン筆記データを収集するために実施

のため，計画を行うことがない書き写し行為は，認知的負

したデータ収集について説明する．

荷が少ない行為と言える．一方，自身の考えを述べる作文

データ収集では，書き写し行為と創作的行為を行う課題

など，筆記内容の計画が必須となる創作的行為は，認知的

を参加者に提示し，提示した課題に沿った文章をペン入力

負荷が大きい行為である[5]．そのため，書き写し行為の推

タブレットに記載するよう指示をした．創作的行為として

定には，認知的負荷によって生じる違いが重要であると考

は，与えられた課題について自身の考えを書く作文と，与

えられる．

えられた資料の内容をまとめる要約を選定した．

認知的負荷と筆記データの関係については，Yu らが，提
示された単語を用いて文を作成する課題を用いて，分析し

3.1 データ収集環境
筆記データの収集には，11.6 型 Windows® タブレット
dynabook™

VT712 ） を 用 い た ． こ の 端 末 は

ている[6]．提示する単語数により，筆記者にかかる認知的

（東芝製

負荷の大きさを変化させ，認知的負荷の大きさと，筆跡（ス

1,920×1,080pixels のディスプレイを搭載し，ペン入力をサ

トローク）の特徴との相関を調査し，最高筆圧およびスト

ポートしている．ペン入力データ収集用に原稿用紙を模し

ロークの最低速度に差があることを明らかにしている．さ

たノートアプリケーションを開発し（図１），以下に示す筆

らに，ストロークの曲率ごとに速度を識別することで，認

跡（ストローク）データを記録した．

知的負荷の大きさを推定できることを示している[7]．筆記

・筆記開始時刻（筆跡の始点の時間：㎜秒単位）

時の認知的負荷の大きさが筆圧および筆記速度に影響を及

・サンプリング点ごとの座標値

ぼすという知見から，行為の推定にもこれらの特徴が有効

・サンプリング点ごとの筆圧（1024 段階）

であると推測できる．しかし，創作的行為における筆記に

・サンプリング点ごとの時間間隔（㎜秒）

おいては，筆記者にとって書きなれた言い回しを用いるな
ど，筆記行為の間，認知的負荷が高い状態が維持され続け
られるわけではない．このため，書き写し行為推定のため
には，文よりも大局的な単位で判断する必要がある．また，
これらの研究はアルファベットを対象としているため，言
語による違いについては十分に考慮されていない．
日本語を対象としたオンライン筆記データから筆記者
の状態を推定する先行研究としては，浅井らが，記憶とし
て定着している状態と未定着の状態を識別する手法を提案
している[8]．記憶の定着状態を識別するための特徴量とし
て，問題提示から筆記時間までの時間・筆記開始から終了

図 1

までの時間・最大筆圧値・平均筆圧値・筆記速度の分散値

3.2 参加者

を選択している．また，笠野らは，高校数学の問題を行っ
た筆記者の主観的難易度と，筆圧，解答時間，演習時間の
相関を調査し，筆圧・演習時間が主観的難易度の推定に使
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データ収集に用いたノートアプリケーション

データ収集には，大学生 14 名（男性 8 名，女性 6 名，
平均 20.4 歳

SD=1.34）が参加した．

データ収集は，参加者を 4 つのグループに分けて行い，
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1 グループは 4 または 3 名の参加者が同時に課題を行った．

の目安を伝えた．課題の作業時間は，書き写し 10 分，作文

参加者は，事前に質問紙調査を行い，日常的に手書きする

30 分とした．実施の結果，設定した作業時間よりも時間を

習慣がある人を選定した．手書き習慣としては，週４回以

要する参加者はいなかった．

上の講義形式の授業において手書きでノートを取っている

3.5 筆記データセット

ことおよび文書作成する機会が月に複数回あり，それらを

以上により収集した筆記データを用いて書き写し行為

手書きすることがあることを確認した．

と創作的行為の推定方法を検討した．検討に使用したデー

3.3 課題

タは，各施行で収集できた 200 字詰め原稿用紙１ページ分

参加者は，以下で説明する「書き写し」
・
「作文」
・
「要約」

の筆記データを対象とした．書き写し課題のデータを「書

の 3 種の課題を 1 題ずつ行った．

き写し行為」，作文課題および要約課題のデータを「創作的

・「書き写し」

行為」とラベルづけし，推定に用いた（図 2，表 2）

データ収集に用いたノートアプリケーションの背景と

創作的行為では，文書内容を思考する必要があるため，

同じマス目の原稿用紙に印刷された文章を提示し，その内

同じ分量の筆記を行う作業時間が書き写し行為と異なる．

容をノートアプリケーションに書き込むよう指示をした．

収集したデータにおいても，作業時間（筆記開始から終了

句読点等のずれは許容し，マス目通り写す必要がないこと

までの時間差）の分布が異なっていた．（表 2，図 3）

を参加者に伝えた．
提示文章は，内容は参加者ごとに変更し，小説から抜粋
した 200 字詰めの原稿用紙 1 枚とした．提示文書によって
課題の難易度に差が表れないように，小学校の教科書に選
定されている，同一作者による作品から抜粋した．
• 「作文」
課題開始とともに，作文テーマを参加者に 4 つのテーマ
を提示し，その中から，参加者自身がテーマを選択し，そ
のテーマに沿った内容について自由に記述するよう指示し
た．文字数は 200 字程度とし，必ずしも文字数に収める必
要はないこととした．
• 「要約」
2 ページ（1 ページは図のみ）の報告書を A4 サイズ 1 枚
（2 アップ）に印刷した紙を配布し，何について書かれて
いるが 200 字程度にまとめるよう指示した．作文と同様，
文字数は，必ずしも文字数に収める必要はないこととした．
提示した報告書は，同じ方式の調査内容をまとめたもの
を 7 種類用意し，2 人の参加者が同じ報告書を対象とした．
3.4 データ収集手順
データ収集の課題は，グループごとに順番を変更して行
った（表１）
表 1

データ収集課題試行の順序

試行順

1

2

3

グループ１

書き写し

要約

作文

グループ２

作文

要約

書き写し

グループ３

要約

書き写し

作文

グループ４

書き写し

作文

要約

図 2

データ例

上：書き写し

表 2

書き写し

ケーションの使用法について説明を行い， 5 分間自由にタ
ブレットを使用した．その後，課題を実施した．
各課題を始める前に，課題について説明をし，作業時間
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下：作文

データセット内訳

データ数
データ収集では，初めにタブレットおよびノートアプリ

中：要約

（同一参加者によるデータ）

創作
（要約・作文）

14

平均作業時間
363.7 秒

（14 名×1 ページ）

（SD = 75.72 秒）

28

737.2 秒

（14 名×2 ページ）

（SD = 253.8 秒）

3
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筆記データセットの作業時間の分布

4. 特徴量の選定
書き写し行為と創作的行為では筆記者の思考状態や課

図 4

ストロークのサンプル点と取得情報

ここで，N 個のサンプル点から構成されるストロークの

題の認知的負荷など，様々な変動要因があると推測される．

サンプル点 i で取得されるストロークデータ構造の座標を

また，笠野らの研究が示すように，個人によって筆記特徴

(xi,yi)，筆圧を pi，時間差を ti とし，サンプル点 i,i+1 間の

の差にばらつきがあることが考えられる．そのため，まず，

距離を di＝√((x𝑖 − x𝑖−1 )2 + (y𝑖 − y𝑖−1 )2 )，速度を vi＝di/(ti+1

ストロークデータから算出される特徴のうち，書き写し行

-ti)とする（図 4）．

為の推定に有効な特徴量を選定し，選定した特徴量を統合
して，書き写し行為を推定する．推定に有効な特徴量を選
定するため，ストロークデータから算出される特徴のヒス
トグラムを特徴量とし，線形 Support Vector Machine（SVM）

表 3

単一ストロークから算出した特徴

特徴
速度（全体）

算出方法
V

速度（平均）

V(ave)

速度（最大）

るストローク間から算出できる特徴とした．前者は，認知
的負荷[6,7]および記憶の定着度[8]により変化するという

∑𝑁−1
𝑖=1 𝑣𝑖 /(N-2)
サンプル点間における速度の平均値

ストロークデータから算出する特徴は，2 章で述べた先
行研究の知見から，筆圧と筆記速度に関わる特徴と連続す

/𝑡𝑛−1

ストローク長/始点終点の時間差

[10]を用いて，識別性能を比較した．その結果，識別性能
が高い特徴を，推定に有効な特徴量として選定した．

∑𝑁−1
𝑖=1 𝑑𝑖

速度（最小）

先行研究に基づき，後者は，筆記時以外の情報を反映する

V

max(vi ) i ∈ {1, ⋯ , N − 1}

(max)

サンプル点間における速度の最大値

V

min(vi ) i ∈ {1, ⋯ , N − 1}

(min)

サンプル点間における速度の最小値

P (ave)

∑𝑁−1
𝑖=0 𝑝𝑖 /(N-1)

ことを期待したものである．また，ペンの加速度により，
筆記者の行動が推定可能であること[4]から，手の動きの加

筆圧（平均）

サンプル点における筆圧の平均

速度と行動に関連があると考えられる．そのため，ストロ
ークデータから取得できる情報のなかで，最も筆記中の手

筆圧（最大）

P(max)

サンプル点における筆圧の最小値

の動きの加速度と相関が高いと思われるストロークの加速
度に関する特徴についても検討した．

筆圧（最小）

P(min)

また，従来研究では対象のストロークデータから算出さ
れる特徴の平均・分散や最大値などが使用されていた．し
かし，作業行為を推定する場合，作業中に筆記者の状態が

加速度（全体）

A

加速度（平均） A(ave)

4.1.1 単一ストロークの特徴
まず，筆圧と速度および加速度に関わる特徴について説
明する．これらの特徴は単一のストロークデータから取得
する．ストロークデータから取得できる情報を図 4 に示し，
表 3 に比較した特徴を示す．
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=

2
∑𝑁−1
𝑖=1 𝑑𝑖 /𝑡𝑛−1

∑𝑁−1
𝑖=1 ((𝑣𝑖

− 𝑣𝑖−1 )/𝑡𝑖 )/(N-1)

サンプル点間の加速度の平均
加速度（最大） A(max)

よう，各特徴の強度の出現頻度を表すヒストグラムを識別
に用いる特徴量とした．

V (ave)/ 𝑡𝑛−1

ストロークの加速度

て平均化されてしまい，十分に筆記者の状態を反映できな
い可能性がある．このため，より詳細に特徴を記述できる

min(p) i ∈ {0,1, ⋯ , N − 1}
サンプル点における筆圧の最大値

変化すると予想される．そのため，ページ全体から算出す
る 1 つの統計値では，作業中の異なる状態の特徴がまとめ

max(pi ) i ∈ {0,1, ⋯ , N − 1}

max((𝑣𝑖 − 𝑣𝑖−1 )/𝑡𝑖 ) i ∈ {2, ⋯ , N − 2}
サンプル点間の加速度の最大値

加速度（最小） A(min)

min((𝑣𝑖 − 𝑣𝑖−1 )/𝑡𝑖 ) i ∈ {2, ⋯ , N − 2}
サンプル点間の加速度の最小値

max(・) ，min(・)はそれぞれ最大値，最小値を示す．
単一のストロークデータは，複数のサンプル点からの観
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測データから構成される．サンプル点の観測値は，単一ス
表 4

トロークの中でも変化が生じる．そのため，ストローク全
体の特徴とサンプル点から算出される特徴の平均・最大・
最小を比較した．筆圧については，ストローク全体を１つ
として観測されるデータがないため，平均・最大・最小の
みとする．
なお，速度，加速度および筆圧の最小値は，大抵の場合
において０となってしまい，特徴として意味を成さない値
であった．特徴の最低値を表現する特徴とするため，観測

ストローク間から算出した特徴

特徴

算出方法

の時間間隔
Sn

ストローク間
の時間間隔

S
𝑇𝑎𝑙𝑙

（作業時間に

連続したストロークの終始点の時間差
（𝑇𝑎𝑙𝑙 は筆記開始から終了までの時間）
D

ストローク間

4.1.2 ストローク間の特徴
次に時系列に連続するストローク間の取得情報から算

の移動距離

出する特徴について説明する．ストローク間の取得情報か

（端点間）

ら得られる特徴を図 5 に示し，表 4 に示す特徴 4 種類を比

ストローク間

較に用いた．

Tj+1 - (Tj+t 𝑛−1 )
連続したストロークの終始点の時間差

より正規化）

された（0 以外の）値を最小値として用いた．

𝑗

S

ストローク間

𝑗
𝑗+1
𝑗
𝑗+1
√((x𝑛−1
− x0 )2 + (y𝑛−1 − y0 )2 )

連続したストロークの終始点間距離
Dc

√((c𝑥𝑗 − c𝑥𝑗+1 )2 + (c𝑦𝑗 − c𝑦𝑗+1 )2 )

の移動距離
（重心）

4.1.3

連続したストロークの重心間距離

識別に用いるヒストグラム特徴量

前項までに説明した特徴の強度ごとの出現頻度を表す
ヒストグラムを識別に用いる特徴量とした．ヒストグラム
のデータ区間は，対象１ページのデータ分布を基準とした
データ区間と，収集したデータすべてのデータ分布を基準
とした区間をそれぞれ用いた（表 5）．
対象１ページのデータ分布を基準とした特徴量（within

図 5

/ within(3σ)）は，筆記行為中の変動を表現すること，収
集したデータすべてのデータ分布を基準とした特徴量（all
/ all(3σ)）は，行為による変動を表現することを期待した

時系列に連続するストローク間の取得情報

ここで，Nj個のサンプル点からなるs𝑗 ，の取得時刻（始点
𝑗

ものである．

𝑗

の取得時刻）を Tj，サンプル点 i の座標を (x𝑖 , y𝑖 )（i=0 が
始点，i=N-1 が終点），始点からの取得時間差を t 𝑖𝑗 とする．
𝑗

𝑗

表 5

識別に用いるヒストグラムのデータ区間

この時，s𝑗 の外接矩形の重心点を(c𝑥 , c𝑦 )とする(図 5)．また，
時系列に連続したストローク s𝑗 ，s𝑗+1 のストローク間の長さ
（ペンの移動距離）を，s𝑗 の終点(x𝑗𝑖 , y𝑗𝑖 )，s𝑗+1 の始点(x0

𝑗+1

𝑗+1

, y0

)

データ区間
within

最小値の範囲

の距離とする．
書き写し行為と創作的行為では，作業時間が異なってい

ページ内から算出される特徴の最大値から

within (3σ)

ページ内から算出される特徴の分布を正規

る（表 2,図 3）．ストローク間の時間間隔は，筆記開始から

分布と仮定し，平均μ，標準偏差をσとする．

終了までの時間差を反映し，作業時間の違いにより識別さ

μ±3σの区間

れると予測できる．しかし，作業時間は個人により大きく

all

異なると考えられる．このため，資料の参照や思考するタ
イミングなど筆記時間間隔のばらつきにより識別すること
が可能であるかを比較するため，作業時間に因らず書き方
の違いを反映する特徴として，ストローク間の時間を作業
時間𝑇𝑎𝑙𝑙 により正規化した特徴（Sn）も検討に加えた．
また，創作的行為では，筆記内容を考える必要があるた
め，筆記内容の修正・変更の頻度やタイミングが書き写し
行為と変わると予想される．それらを表現できる特徴とし
てストローク間の移動距離についても検討した．
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全データ（全収集参加者・全課題）の特徴の
最大値から最小値の範囲

all(3σ)

全データの分布を正規分布と仮定し，平均
μ，標準偏差をσとする．μ±3σの区間

次元数（ヒストグラムのビン数）は，5，15，25，…，
95 のうち，最も識別性能が高い次元数とした．
4.1.4 識別性能の比較
前節までに説明したヒストグラムを特徴量とし，3 章に
て説明した筆記データを用い，Leave-one-out 法により識別
性能を評価した．
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表 6
データ区間

within

各特徴量における識別性能

within (3σ)

all

all(3σ)

特徴量

次元数

V

65

0.708

55

0.786

65

0.666

35

0.591

V(ave)

15

0.573

55

0.645

25

0.554

95

0.427

V(max)

95

0.687

15

0.573

45

0.554

55

0.481

V(min)

95

0.552

15

0.475

25

0.490

65

0.605

P(ave)

15

0.754

5

0.606

25

0.610

15

0.630

P(max)

75

0.645

25

0.732

45

0.610

15

0.558

P(min)

35

0.481

75

0.412

35

0.464

35

0.427

A

35

0.463

15

0.518

55

0.754

75

0.687

A(ave)

95

0.610

75

0.625

35

0.571

15

0.516

A(max)

25

0.571

75

0.565

95

0.573

85

0.518

A(min)

55

0.584

95

0.723

45

0.650

15

0.551

時間
間隔

S

55

0.839

5

0.858

15

0.875

45

0.893

Sn

75

0.868

85

0.889

5

0.825

85

0.893

移動
距離

D

5

0.801

35

0.844

35

0.839

65

0.844

Dc

5

0.801

5

0.793

95

0.868

15

0.839

速度

筆圧

加速度

F 値平均

次元数

評価は，クラスごとにサンプル数が異なるため，各クラ
スに対する F 値の平均を用いた．

F 値平均

次元数

F 値平均

次元数

F 値平均

徴よりも識別性能が高く，書き写し行為の推定に有効であ
ると言える．

F 値は，未検出の少なさを表す Recall（式 1）, 検出結果

時間間隔に関する特徴に関しては，ストローク間の時間

の正しさを表す Precision（式 2）の調和平均である（式 3）．

間隔（S）データ区間 all のヒストグラムの識別性能が高

Recall

=

Precision
F

=

Nt/Ni
Nt/Nj

= 2 Recall ∙Precision /( Recall+ Precision)

（1）

く，データ区間 within/within (3σ)のヒストグラムの性能が

（2）

低下していることから，予想した通り作業時間の差により

（3）

識別されたことを確認した．一方で，作業時間により正規

ここで，対象のクラスの評価サンプルが正しく識別され
た回数を Nt,
Ni,

対象クラスを評価サンプルとした施行数を

識別結果が，対象クラスであった施行数を Nj とする．

化した Sn も同様の識別性能を示しており，時間間隔の変
動により識別できることを示していると考察できる．この
ことは，S においてデータ区間 within/within (3σ)の識別性能

評価結果を示す（表 6）．各特徴のうち，最も識別性能が

も高いことからも確認できる．作業時間は筆記行為が遅い

高い特徴量（ヒストグラム）をセルの色づけにより示す．

人，速い人など個人特性により大きなばらつきが予想され

4.1.5 特徴量の選定

る．そのため，対象内で正規化した特徴の方が個人差を排

各特徴の識別性能について考察する．単一ストロークか
ら算出される特徴はいずれもストローク全体（筆圧は平均）
から算出した特徴の識別性能が高い結果となっており，サ
ンプル点の特徴では細かすぎると考えられる．

除できる可能が高く，作業時間により正規化した Sn がよ
り適切な特徴と考えられる．
また，移動距離に関する特徴 D，Dc とも高い識別性能を
示している．これらは，書き写しと創作的行為では，書き

速度（V）および筆圧（P）においては，データ区間 within

直しなど，紙面内を大きく移動する行動の頻度が変化して

/ within (3σ)のヒストグラムの識別性能が高い結果となっ

いることによると考えられる．今回，原稿用紙を模したマ

ており，データ内での変動の違いにより書き写し行為を識

ス目のある画面に記入したため，端点間の移動距離では，

別できる可能性がある．加速度（A）は，データ区間 all の

データの区間に因らず性能に大きく変化がない結果となっ

ヒストグラムによる識別性能が最も高く，作業によって，

たと考えられる．また，Dc が高い識別性能を示している点

加速度の特徴に変化があると推察できる．

については，端点間距離では，文字形状に依存して距離が

ストローク間の特徴は，単一ストロークから算出する特
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大きく変化するが，重心の移動距離を取ることで同一文字
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内における移動距離の変動が抑制され，文字形状の影響を
軽減できると考えられる．

結合した特徴量は，前章の特徴量の選定結果において識
別性能が高かったデータ区間および次元数の特徴量とした．

以上より，ストローク全体の筆記速度（V）
・筆圧（平均）

ストローク全体の速度（V）およびストローク重心間の

（P(ave)）・加速度（A）および作業時間により正規化した

移動距離（Dc）を連結した特徴が最も識別性能が高く，筆

移動時間（Sn）・ストローク間の重心移動距離（Dc）を特

記速度の変動と筆記位置の移動量を表す特徴により書き写

徴量として選定した．

し行為を識別できることを示した．この結果は，書き写し

5. 書き写し行為の推定

行為を推定するために，書き直しなどの推敲行為と筆記者
の認知的負荷の大きさが重要であると解釈できる．

前節で選定した特徴量を用いて，書き写し行為を推定す

創作的行為は，計画・修正が必要なため，書き直しなど

る．書き写し行為と創作的行為では，変動要因が複数ある

が増加し，ペンの移動量に影響する．このため，ストロー

と推測されるため，前節で選定した特徴量を連結した特徴

ク間の移動量により識別されると考えられる．また，書き

量を用いて SVM により識別した．結果を表 8 に示す．

写し行為は，筆記者の認知的負荷が小さく，創作的行為は，

表 8

連結した特徴量による識別性能

認知的負荷が大きい行為である．ストロークの速度により

次元数

F 値平均

V_Dc

150

0.973

A_P(ave)_V_Dc

220

0.973

A_V_Dc

205

0.944

（表 9）．創作的行為は思考を必要とするため，作業時間が

P(ave)_V_Dc

165

0.944

掛かる．そのため，最も単純な方法としては，作業時間に

V_Dc_Sn

245

0.889

A_V_Dc_Sn

300

0.858

重なりがあり（図 3），2 つの行為の分離度がもっとも高い

A_P(ave)_V_Dc_Sn

315

0.858

作業時間を閾値として識別しても識別性能は 0.93 であっ

P(ave)_Dc

110

0.844

た．提案法は，作業時間に依存しない手法であり，高精度

V_Sn

150

0.825

A_V_Sn

205

0.825

A_P(ave)_Dc

165

0.821

A_Dc_Sn

245

0.801

提案法

0.973

P(ave)_Dc_Sn

205

0.801

作業時間による識別

0.929

V_P(ave)_Dc_Sn

220

0.790

A_Dc

150

0.770

Dc_Sn

190

0.767

P(ave)_V_Sn

165

0.767

A_P(ave)_V_Sn

220

0.767

得できるオンライン筆記データを用いて，筆記時の書き写

A_P(ave)_Dc_Sn

220

0.767

し行為および創作的行為であるかを推定する手法を検討し

A_V

110

0.754

A_Sn

150

0.732

的行為を推定する特徴として，ストローク全体の筆記速

A_P(ave)_V

125

0.732

度・筆圧・加速度および作業時間により正規化した移動時

P(ave)_Sn

110

0.700

間・ストローク間の重心移動距離が有効である可能性を示

A_P(ave)_Sn

165

0.700

P(ave)_V

70

0.625

き写し行為と創作的行為を識別するよりも高精度に識別す

A_P(ave)

70

0.591

ることができ，オンライン筆記データから筆記者の行為を

連結した特徴量
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識別性能が向上することは，認知的負荷を筆記速度により
識別可能であるという先行研究の結果と一致する．
最後に，評価に用いたデータに対して，書き写し行為と
創作的行為を作業時間により識別した場合と比較を行った

より書き写し行為と創作的行為を識別することも考えられ
る．しかし，今回のデータセットでは，作業時間の分布に

に筆記者の書き写し行為を推定できる可能性を示した．
表 9

作業時間による識別と提案法の比較
F 値平均

6. おわりに
本研究では，学習者の筆記時の書き写し行為・創作的行
為を指導者へフィードバックし，きめ細やかな指導を支援
することを目的として，広く普及したタブレット端末で取

た．
筆圧・速度およびストローク間のから，書き写し・創作

し，速度とストローク間の重心移動距離を組み合わせるこ
とで高精度に識別できることを示した．作業時間により書
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推定する可能性を示した．
しかし，今回のデータは，学習ベースの識別に用いるデ
ータセットとしては小規模である．さらに多くのデータを
用いて検討する必要がある．また，個人の書き写しデータ
が１部しかなく，時間変化など個人内の変動について考慮
出来ていない．今後，個人内での変動を含めて検討する必
要がある．
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