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概要：我々は，グループディスカッションを題材とし，グループ参加者に見られるマルチモーダル情報に
基づき参加者のコミュニケーションスキルを測定・評価することを目的としたプロジェクトに取り組んで
いる．本研究では，コミュニケーションスキル分析のために重要な資源となる，外部専門家によるコミュ
ニケーションスキル評価値および，参加者の Big-ﬁve 性格特性を含む，マルチモーダル会話コーパスを構
築することを目的とする．本論文では，コミュニケーションスキルに関連する特性を示すための初期分析
として，Big-ﬁve 性格特性に見られる発話の韻律特徴および，頭部加速度センサの加速度変化量について
多項ロジスティック回帰分析を行い，その判別モデルの推定結果を議論する．
キーワード：マルチモーダル会話コーパス，グループディスカッション，コミュニケーションスキル，
Big-ﬁve 性格特性
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Abstract: Our research project tackles analyzing and evaluating communication skills based on multimodal
information in group discussion situations. In order to propose the data resources toward analyzing communication skills, this research conducts data collection experiments to construct group discussion corpus which
stores participants’ speech, gaze, head motions, and poses using some multimodal measurement devices. The
corpus includes participants’ evaluated values of communication skills by external experts, and their Big-ﬁve
personality traits scores for the communication skills analysis. Based on the multimodal corpus, we discuss
the relationship of the participants’ prosody and variation of acceleration sensor features with the Big-ﬁve
personality traits using multinomial logistic regression analysis.
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1. はじめに
コミュニケーションにおける非言語行動の機能・役割に
ついて，コミュニケーション科学，心理学，社会学などの
幅広い学問分野で視線やジェスチャといった非言語情報の
役割，機能を分析する研究が行われてきた [1], [2], [3]．従
来の研究はビデオ観察を基本としていたが，近年の情報処
理技術，センシングデバイスの発展により，自動的に非言
語情報を検出・認識する研究がさかんに行われている．近
年では，視線，ジェスチャといった単一の非言語情報だけ
でなく，それらを統合してマルチモーダルな情報として扱
うことにより，会話の参加態度や会話グループにおける優
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位性といった，より高次のコミュニケーション特性を推定

では，マイクやモーションキャプチャ，アイトラッカなど

する研究が行われ始めている [4]．

の多様な計測機器に基づく会話参加者の音声や指差し動

このような背景のもとで，我々はグループディスカッ

作，視線や頷きといった精緻なマルチモーダルデータを計

ションを題材とし，多人数インタラクション理解 [5]，社会

測できる環境を構築し，それらのデータを統合・解釈する

的信号処理（Social Signal Processing）[6] のアプローチに

ことで，視線に基づく指差しジェスチャ検出精度の向上・

より，外部観測可能な言語・非言語情報から，傾聴する姿勢

会話参与の積極性の推定や [9]，非言語行動パターンマイ

や，意見の集約・主張 [7] といったコミュニケーションスキ

ニングに基づく多人数会話構造の分析 [10] などを行って

ルを測定・評価することを目的としたプロジェクトに取り

いる．また，本研究同様に着座形式のグループディスカッ

組んでいる．この取り組みでは，まず，コミュニケーショ

ションを対象とした会話コーパスも数多く構築されてい

ンスキルの測定を目的としたマルチモーダルコーパスが必

る [11], [12], [13], [14], [15], [16]．しかし，これらコーパス

須となるが，その際，コーパスに求められる要件は以下の

はコミュニケーションスキルの測定を目的にしたものでは

2 点である．第 1 に，言語情報と多様な非言語情報からコ

なく，それに関連した評価値も付与されていない．

ミュニケーションスキルを推定するために，多様なモダリ

そこで，本研究の目的に合致したグループディスカッ

ティのデータが収録されている必要がある．第 2 に，コー

ションデータを収集するために，多人数会話コーパスを構

パスにはコミュニケーションスキルに関する多面的な評価

築している研究を調査した．会議やミーティングなど集団

値が付与されていることが望ましい．これらは，言語・非

会話に関する既存のコーパスがまとめられている先行研

言語行動からコミュニケーションスキルを推定する際の教

究 [11] を参考に，IDIAP [12], [13] や MIT Media lab. [14]，

師データとなるからである．たとえば，コミュニケーショ

ATR [15]，NTT [16] などの各研究機関で構築された代表的

ンスキルには，他人の意見を受け入れる協調性や，初対面

に知られている 14 のコーパスに関して，会話参加人数，課

の他者に対してでも自己の意見を主張できる外向性といっ

題内容，コーパスの規模，利用機材，収集データなどを調

た参加者の性格特性も重要な要素として含まれると考えら

査した．これらの研究は，本研究が狙いとしているコミュ

れる．心理学では外向性・協調性を含む個人特性を測る指

ニケーションスキルを対象としておらず，各々の目的は異

標として Big-ﬁve 性格特性 [8] が提案されており，この指

なるものの，今後の分析に向けた言語・非言語情報の収集

標はコミュニケーションスキルの評価値として有用である

方法の手がかりとした．

と考えられる．

調査の結果，参加者人数は 1 グループ 4〜9 名で構成さ

しかし，上記の要件を満たすコーパスはいまだ十分に整

れており，4 名のものが多く見られた．実施された会話試

えられていない．そこで本研究では，
（1）マルチモーダル

行回数は 40〜100 回であり，総コーパス時間は 10〜100 時

情報として，参加者の音声，視線，顔映像，頭部加速度，

間程度と大小様々な規模であった．取得されたデータは，

モーションキャプチャなどの計測を行い，
（2）コミュニケー

言語情報として音声の書き起こし，発話区間，発話タグな

ションスキルに関連する評価値として，Big-ﬁve 性格特性

どがあり，非言語情報では，姿勢や頭部方向，顔映像，頭

と，採用担当経験者による各参加者のコミュニケーション

部方向に基づく視線，ジェスチャなどがあげられた．

スキルの評定値を収集することにより，コミュニケーショ

また，コミュニケーションスキルが評価される具体的な

ンスキル測定・評価のためのコーパスを構築する．さら

場面として，採用候補者達の言動や振舞い，課題に対する

に，コミュニケーションスキル評価のための初期分析とし

役割分担などが評価される就職採用面接のグループディス

て，参加者の Big-ﬁve 性格特性に見られる非言語特徴から

カッションに着目し，就職活動場面でどのようなテーマが

Big-ﬁve 性格特性を推定・評価する．

実施されているか調査した．著者らが所属する大学の就職

本論文の構成は以下のとおりである．2 章では本研究が

活動支援センターに記録されている就職活動の報告書およ

対象とするグループディスカッションデータの関連研究に

び，文献 [17] に基づき調査した結果，グループディスカッ

ついて議論し，3 章で整備したデータ収集環境および各種

ションは 3〜10 名と様々な規模で実施されていた．また，

非言語特徴の取得方法について述べる．4 章では実施した

就職活動で行われるディスカッションテーマは「自由討

データ収集実験を説明し，5 章では，収集されたデータに

論」
，
「インバスケット」
，
「ケーススタディ」
，
「ディベート」

対して，コミュニケーションスキルを評定する．6 章では

の 4 種に大別されることが分かった．具体的な形式内容を

参加者の性格特性と非言語特性との関係を分析し，最後に

以下に示す．

7 章で本論文をまとめる．

2. グループディスカッションの調査
多人数会話を対象とした会話コーパスはこれまで多く
の既存研究で構築・分析されている．たとえば角らの研究

c 2015 Information Processing Society of Japan


(a) 自由討論
テーマが出題され自由に話し合う形式．フリートーク形
式ともいわれる．普遍的なテーマ，業界特有のテーマの 2
種類に大別される．
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表 1 対象とするグループディスカッション

Table 1 Target group discussion type.

（例：大学時代をもう 1 度送れたらどうするか）

(b) インバスケット
いくつかの要素が提示されその優先順位を決める形式．
普遍的なテーマ，業界特有のテーマの 2 種類が存在する．
（例：候補から CM に誰を起用するかを順位付け）

(c) ケーススタディ
条件が詳しく設定された状況において，分析して話し合
う形式．出店計画や予算決めなど，会社の実務に近いもの
がテーマとされることが多い．
図 1 データ収集環境のレイアウト

（例：新規出店時に仕入れる商品の選定）

Fig. 1 Layout of data collection environment.

(d) ディベート
対立する 2 組に分かれて討論を行う形式．グループ分け
は無作為に行われ，テーマは自分で選べないケースが多い．
正式なディベートであることは少なく，陣営が分かれるだ
けで発言の順番などは自由なものが多い．
（例：原子力発電所に賛成か，反対か）
これら 4 つの課題の中でも，特に「インバスケット」，
「ケーススタディ」が就職活動でテーマに設定されること
が多いことが分かった．
以上の調査に基づき，本研究で対象とするグループディ
スカッションでは，テーマとして設定されることが多いイ

図 2 参加者の情報を取得する各種計測機器

ンバスケットタイプの課題を 1 セッション，ケーススタ

Fig. 2 Multimodal measurement devices.

ディタイプの課題を 2 セッション各 20 分程度のデータを
収集する．優先順位を決めるインバスケット課題では，自
身が良いと考えた順位を論理的かつ明瞭に主張したり，参

数として 4 名の参加者による議論を対象とする．

加者間の順位の不一致を調整するといった参加者の議論状

3. データ収集環境

況を分析できる．また，条件が定められたケーススタディ
課題では，多くの条件の中で重要だと考えられる議論点を

グループディスカッションにおける参加者情報を取得す

提案・分析したり，時間配分を考慮し，全員の意見を引き

るために，専用の実験環境を整備した．構築したデータ収

出そうとする場面や，グループの議論プロセスを分析する

集環境のレイアウトを図 1 に示す．また，この環境におい

ことが可能となる．さらに，複数のセッションを設定する

て議論している参加者の様子を図 2 に示す．

ことでセッション間の比較も可能となる．本研究では，既

実験環境は 1 辺 450 cm 四方の空間であり，その辺の端

存研究で取得対象とされた非言語情報を包括して取得でき

点と中点に支柱を立て，その間をカーテンで仕切ることで，

る環境を整備する．表 1 に対象とするグループディスカッ

実験遂行者を参加者から隠蔽した．各支柱にはモーション

ションの概要を示す．就職採用場面では様々な規模の参加

キャプチャシステム OptiTrack *1 用の赤外線カメラを 12

者人数でディスカッションが実施されていることが分かっ

台，そして全体の様子を録画するビデオカメラ 2 台を A，

たが，本研究ではデータ収集環境における機器配置の制約

B の位置に設置した．また，各参加者の背後に支柱を立て

を考慮し，なるべく多くの被験者のデータを収集できる人

c 2015 Information Processing Society of Japan


*1

OptiTrack: http://www.mocap.jp/optitrack/
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て対面する参加者を計測するための Kinect センサ*2 を 4 台
配備した．スペースの中心には 1 辺 120 cm のテーブルを
配置し，そのテーブルを囲むように 4 名の参加者を着席さ
せた．テーブル中心には各参加者に向けてウェブカメラが

4 台設置されている．
以下，表 1 に掲載した収集対象データの取得方法につい
て説明する．

(1) 視線
視線情報として，多人数会話を対象とした既存研究の多
くは頭部方向に基づく注視対象情報を利用している．本研

図 3 Kinect の配置

究では，より精緻な参加者の視線情報を取得するために，視

Fig. 3 Layout of Kinects.

線追跡用の装置であるグラス型アイトラッカ（Tobii: Tobii

Glasses *3 ）を装着してもらい，各参加者の視線情報を取得
した．視線データはアイトラッカに接続されたレコーディ
ングアシスタントに蓄積される．このデータは専用ソフト
ウェアで処理することにより，本体から得られるシーン映
像（解像度：640×480，30 fps）と，これに重畳された参加
者の注視点座標を抽出できる．
図 4 参加者頭部向きを表すオブジェクト

(2) 音声
耳掛けタイプの高音質ハンズフリーマイクロフォン

Fig. 4 Participant’s head object based on motion capture.

（audio-technica: HYP-190H）を装着してもらい，各参加
者の発話音声を取得した．各マイクから得られる音声入力

れる上半身 9 点の骨格頂点座標が保存される．また，深度

は，接続されたオーディオインタフェースを経由して録音

情報は，解像度 320×240 で対象参加者を中心とした 8 bit

される．複数チャンネルの同時録音に対応した音声編集ソ

の深度値がタイムスタンプとともに記録される．Kinect 上

フトウェアにより，各参加者の音声を wav 形式のファイル

部を被っている紙はモーションキャプチャ用の赤外線カメ

として保存する．

ラの反応を防ぐためである．

(3) 顔映像

(6) モーションキャプチャ情報

テーブルの中心に各参加者の正面顔が撮影できる角度に

頭部方向情報として，参加者にモーションキャプチャ用

HD ウェブカメラを設置し，顔映像（解像度：1,280×720，

のマーカを取り付けた帽子を装着してもらい，この帽子を

30 fps）を取得した．参加者とウェブカメラの距離は約 1 m

1 つのオブジェクトとしたときの x，y ，z 座標と回転角度

とし，専用ソフトウェアを用いて参加者の顔をズームして

を計測した（図 4）．また，マーカを両腕の肩，肘，手首

録画した．

に取り付けたカーディガンを羽織ってもらい，さらに中指

(4) 頭部加速度

にもマーカを巻き付けてもらうことにより，左右各 4 点の

参 加 者 の 後 頭 部 に 加 速 度 セ ン サ（ATR-Promotions:

WAA-010

*4

）を取り付け，x，y ，z の 3 軸方向における

マーカのデータも記録している．

(7) 性格特性

加速度，角速度を約 30 fps で計測し，頭部動作情報を取得

コミュニケーションスキルに関連する評価値の 1 つと

した．加速度センサの出力は Bluetooth 接続で専用サーバ

して，大学生用の NEO-FFI 性格特性評定テスト日本語

PC に送信し，受信側のプログラムでタイムスタンプ情報

版 [8] による性格特性の検査を実施した．この性格テスト

とともに保存される．

は，Big-ﬁve 性格特性論に基づき設定された 60 項目から

(5) 深度および骨格情報

なる質問形式のテストである．
「活気のある所にいるのが

参加者の背後に配置した Kinect センサから，対面に位

好きだ」や，
「抽象的な考え方や理論を楽しむことがよく

置する参加者の骨格情報と深度情報を取得した（図 3）
．骨

ある」といった質問項目に対し，
「4：非常にそうだ」から

格情報はオープンソースライブラリとして提供されている

「0：まったくそうでない」の 5 段階で回答してもらうこと

OpenNI *5 を利用し，ユーザトラッキング機能により得ら

により，Big-ﬁve 性格特性項目である「情緒不安定性」
，
「外
向性」
，
「経験への開放性」
，
「協調性」
，
「勤勉性」の 5 項目

*2
*3
*4
*5

Kinect: http://www.xbox.com/Kinect/
Tobii Glasses: http://www.tobii.com/
WAA-010: http://www.atr-p.com/sensor10.html
OpenNI: http://www.openni.org/
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Big-five 性格特性の評定項目

Table 2 Big-five personality traits.

(iii) 友人おもてなし計画（ケーススタディ）
外国人の友人が夏に 1 泊 2 日で来日するという仮定のも
とで，その期間において友人が喜ぶと考えられる旅行計画
を立案する．話し合いは 20 分とし，個人で考える時間は
設けない．

4.2 実験の手続き
2013 年 8 月 5 日から 9 日にかけて，被験者として 40 名
の大学生（男性 29 名，女性 11 名）を集った．4 名の被験
者を 1 つのグループにし，合計 10 のグループを形成した．
各グループには，可能な限り就職活動経験者を 1 名入れ，
グループ内に知り合いが含まれないように設定した．
実験開始前に，3 章 (7) の性格特性を測るためのアンケー
トに答えさせた．被験者には，様々なデータを計測しなが
ら議論してもらうということを伝え，同意のうえで実験に

4. データ収集実験
グループディスカッションコーパスを構築するために，

3 章で述べた収録環境で収集実験を実施した．

参加させた．実施時間は計測機器のキャリブレーション作
業を含め，各グループ計 2 時間程度であった．課題の順
序による影響を除去するために，各グループが実施する 3
セッションの課題順はランダムとした．制限時間を示すタ
イマは，各被験者が観察できる 2 カ所の位置に配置し，議

4.1 グループディスカッション課題
2 章の調査結果より就職場面におけるグループディス

論開始および終了時にブザーを鳴らして知らせた．なお，
被験者には実験終了後に謝金を支払っている．

カッションの課題には，普遍的なテーマや業界特有の実務
に近いテーマなど様々な課題が設定されることが示され

4.3 収集されたデータ

た．業界特有のテーマは参加者として想定している学生の

収集実験の結果，10 時間（10 グループ ×3 セッション合

専攻や興味に依存すると考え，本研究では被験者である学

計時間 55 分）に迫るグループディスカッションデータを

生が身近に経験する機会があるテーマとして「学園祭有名

収集した．各データ間の同期をとるために，3 章 (1)，(2)，

人ランキング」
，
「学園祭出店計画」
，
「外国人の友人おもて

(3) の情報は，実験開始/終了時のブザーの音声波形に基づ

なし計画」の計 3 題を設定した．各テーマの詳細を以下に

き議論中の動画や音声区間を切り出した．また，(4)，(5)，

示す．なお，各セッションの終了時に，各グループの代表

(6) の情報については，現在時刻が表示されたディスプレ

者 1 名に議論結果を 1 分程度で成果報告させるというタス

イを実験時にビデオカメラで撮影しておき，各データに付

クを与えている．

与されるタイムスタンプ情報と実験開始ブザーが鳴った時
点で表示されている時刻情報とを照合することでセッショ

(i) 学園祭有名人ランキング（インバスケット）
学園祭の実行委員という設定で，学園祭での舞台イベン
トに呼ぶ有名人を決める．様々な業界における 15 名の有

ン区間のデータを切り出した．タイムスタンプ情報の精度
は，LAN 内に配置された NTP サーバと各種計測情報取得
用の計算機が同期をとることで保証している．

名人が記載された資料を渡し，収益や集客を考慮しながら

120 名分（4 名 × 10 グループ × 3 セッション）のデー

最適だと思われる有名人を順位付けする．初めに 5 分間各

タのうち，設定や機器の不備により 16 名分の音声ファイ

自で資料を読み，個人のランキングを配布したアンケート

ルが欠損していた．このデータを除外した 104 名分の音声

用紙に記入させる．その後，15 分の話し合いでグループの

データ（学園祭有名人ランキング：32 名，学園祭出店計

ランキングを決定する．

画：36 名，友人おもてなし計画：36 名）に基づき，音声認

(ii) 学園祭出店計画（ケーススタディ）

識エンジン Julius [18] の付属ソフトウェアである Adintool

出店可能場所と他店の出展内容が記載された学園祭の会

を用いて各被験者の発話区間を切り出し，各セッションに

場図，会場エリアの特徴，前年度の年代別来場者数の割合

おける被験者の発言数と発話長を求めた．正しく発話区間

および時間ごとの来場者数が記載された資料を渡す．5 分

が分割されているか確認するために，汎用ビデオアノテー

間各自で資料に目を通した後，資料内容をふまえて学園祭

ションツール ELAN [19] を利用している．表 3 に発話数

の出店内容と出店場所を決めるための議論を 20 分間実施

と発話時間の基本統計を示す．各セッションに関して，平

する．

均回数/時間，標準偏差ともに顕著な違いは見られなかっ
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表 3 ディスカッション課題における発言結果

Table 3 Results of utterance in each discussion theme.

図 5 評定者が観察するビデオ映像

Fig. 5 Video image for evaluators.

た．学園祭有名人ランキング課題は 15 分と短いため，他
の課題の結果と比べて発話数と発話時間ともに若干少ない
ものの，全体として 14,000 回を超える 23,000 秒程度の発

表 4

話データを収集できたことを確認した．

Table 4 Items related to communication skills.

コミュニケーションスキルに関連する小項目

5. コミュニケーションスキル評価データの
作成
5.1 データの作成手順
コミュニケーションスキルの評価値の 2 つ目として，4
章で収録したグループディスカッションに対して，各参加
者のコミュニケーションスキルを客観的に評価したデータ
を作成する．ここでは，コミュニケーションスキル評価の
専門家として，一般企業で採用担当経験のある方を評定者
とし，ディスカッションの様子を観察してもらいながら各
参加者を評価させる作業を実施した．
ディスカッションの時間経過とともに参加者の話題や振
舞いが変化することを考慮し，全セッションの様子を録画
したビデオカメラ 2 台に基づき，各セッションを前半部，
中盤部，後半部（インバスケット課題：約 5 分/本，ケース

項目として，文献 [7] に提示されているコミュニケーショ

スタディ課題：6〜7 分/本）にそれぞれ分割したビデオ映

ン能力の意思疎通項にある 5 項目（表 4 (a)–(e)）が設定さ

像 90 本（10 グループ × 3 セッション × 3 分割）を作成し

れている．小項目については「1：まったくあてはまらな

た．図 5 に作成したビデオ映像を示す．図 1 の A の位置

い」から「5：非常にあてはまる」の 5 段階で評価させた．

にあるビデオカメラにより参加者 1，2 を，B の位置にあ

回答結果は Web システムを通してアップロードさせてい

るビデオカメラより参加者 3，4 を観察できる同期映像が

る．なお，すべての評価が終わった時点で評定者に謝金を

上下に配置された構成となっている．各セッション 21 名

支払っている．

の評定者に対して，90 本のビデオ映像それぞれに 7 名ずつ
評定者を割り当てた．ここでは，順序効果をなくすために

5.2 評定結果

評価順番の異なるビデオセットを 3 種類作り，同セッショ

コミュニケーションスキルの評定に対する評定者間信頼

ンの映像を同一の評定者が複数回観察することがないよう

性を確認するために，各セッションに取り組む個々の参加

に，1 名の評定者に対して 30 本のビデオ映像が割り当てら

者に付与されたアンケート 6 項目の値*6 について，21 名の

れた評価用の Web システムを構築した．

評定者にそれぞれ評価された 120 のデータセット（3 セッ

評定者は，システムを通してビデオ映像を十分に観察し

ション × 参加者 4 名）のクロンバックの α 係数 [20] を算

たあとで，映像に映る参加者 4 名に対するアンケートに回

出した．この係数は質問項目間の内的整合性を調べるため

答した．アンケートは計 6 つの項目から構成されており，

の指標として利用されることが多いが，ここでは評定者間

コミュニケーションスキルを総合した評価項目（10 段階
評価）で 1 項目，コミュニケーションスキルに関連する小
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の内的一貫性を調査するために信頼性分析の項目を評定者

シティ，インテンシティの幅，話速，ピッチの平均差を計

として設定している．分析の結果，α 係数の平均値は 0.77

測した．各特徴の算出方法を以下に示す．

となり，各セッションの参加者について評定者間で一貫し

• 発話数：1 セッション分の発話回数

た傾向で評価されており，信頼できる指標として利用可能

• 発話長：1 セッション分の発話時間

であることを確認した．また，コミュニケーションスキル

• インテンシティ：1 セッション分の発話区間から 0.1

を総合した評価値と，表 4 の (a)–(e) の相関係数を算出し
た結果，項目 (a) は中程度の相関が見られ（ra =0.52）
，項

秒ごとの音圧を抽出した値の平均値

• インテンシティの幅：インテンシティの最大値と最小

目 (b)，(c)，(d)，(e) は強い相関が見られることを確認し

値の差

た（rb =0.76，rc =0.75，rd =0.76，re =0.74）．したがっ

• 話速：各発話のシラブル数を総発話時間で割った値

て，(a) 傾聴する姿勢に関しては，他の項目と異なる評価

• ポーズ長：他者が発話終了してから発話のターンをと
るまでの時間（2 秒以内）を合計し，発話数で割った値

基準で評定されていたことが推測される．
以上の作業を通して，本研究の目的であるグループディ

• ピッチの平均差：一般に男女間でピッチの値には開き

スカッションにおける参加者の種々の非言語情報に加え

があるため，各セッションにおける男性/女性を区別

て，コミュニケーションスキルに関する多面的な評価値と

した総発話のピッチの平均値から各参加者のピッチの

なる，参加者の性格特性および外部の専門家の評定データ

平均値を引いた値*7

を含むマルチモーダル対話コーパスを構築した．

6. 性格特性の分析
心理学の分野では，採用面接における参加者の Big-ﬁve
性格特性，特に「外向性」と「勤勉性」が雇用のされやす

また，参加者の頭部位置がどの程度活発に動きながら対
話していたかを表す指標として，各参加者の後頭部に取り
付けられた加速度センサデータから得られる加速度変化
量の累積値を算出した．各フレーム間の加速度変化量は
式 (1) より求める．

さに関連を持つことが知られている [21]．また，参加者の

加速度変化量i

= (xi − xi−1 )2 + (yi − yi−1 )2 + (zi − zi−1 )2 (1)

性格特性と雇用のされやすさを，個別面談における候補者
の姿勢，ジェスチャ，発話状態に基づき推定を試みる研究
もされている [22]．このように，性格特性を自動推定でき
ることはコミュニケーションスキルを評価する 1 つの手が
かりとなる．一方，本研究が対象としている初対面同士で
構成されたグループディスカッションにおいて，性格特性

ここで，x，y ，z はそれぞれの軸方向の加速度データを表
し，各セッションにおける i − 1 番目のフレームから i 番
目のフレームにおける変化量を算出した値の合計を，各参
加者の加速度変化量とした．

が外面から観察される非言語特性に表れるか，また，同一
の参加者でも課題の違いにより推定しやすい性格特性や関
連する非言語特徴の違いがあるかどうかまでは明らかでは
ない．そこで本研究では，構築したコーパスデータの初期
分析として，評定テストから得られた参加者の Big-ﬁve 性
格特性と非言語特性の関係を分析する．
参加者は会話によって議論を進めるため，性格特性が影
響しやすいと考えられる発話時間やポーズ，イントネー
ションといった各発言の韻律特徴に着目する．また，性格
特性は参加者の身体動作にも表出されることが予想され
る．本研究では，参加者の頭部が議論時にどの程度活発に

6.2 分析結果
NEO-FFI 人格検査の得点換算表を用い，参加者の Bigﬁve 性格特性の値が「かなり高い」
「高い」とされる上位群
と，
「低い」
「かなり低い」とされる下位群の 2 群に分類し，

5.1 節の特徴と比較した t 検定の結果を表 5 に示す．性格
特性のうち，
「外向性」
，
「協調性」
，
「勤勉性」について，複
数の特徴に関して有意差や有意傾向が見られることが示さ
れた．一方，
「経験への開放性」はピッチの平均差の特徴の
み有意差が見られた．また，
「情緒不安定性」については有
意な特徴がないことを確認した．

動いていたかを測るための指標として，頭部に取り付けら
れた加速度センサの加速度変化量で近似し，性格特性との
関係を分析する．

複数の性格特性に関して有意差/有意傾向の見られた非
言語特徴（発話長，インテンシティ，インテンシティの幅，
話速，加速度変化量）のセッション間の違いを分析するた
めに，性格特性「外向性」
，
「協調性」
，
「勤勉性」の上位群，

6.1 データの整形
収集した非言語データのうち音声データと頭部加速度
データを使用し，性格特性との相関を調べた．4.3 節で得
られた参加者の音声ファイルに基づき，発話数，発話長，
および発話間のポーズ長の情報を取得した．さらに，音声
分析ソフトウェア Praat [23] を使用し，各発話のインテン

c 2015 Information Processing Society of Japan


下位群に対する各非言語特徴のセッション間の差を，一元
配置の分散分析により検定した．検定の結果，上位群，下
位群ともに，性格特性を推定するために有意傾向のある非
言語特性は認められなかった．したがって，性格特性に関
*7

音声ファイルからピッチの値を計測できなかった参加者が 2 名い
たため，これらのデータは分析対象から除外した．
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表 5

Big-five 性格特性における非言語特徴の t 検定結果

Table 5 Result of t-test in Big-five personality traits.

連するこれらの非言語特徴は，セッションのタスク種類
（インバスケット/ケーススタディ）に関係なく，また性格

表 6

各特徴の有意確率

Table 6 Significance probability of each feature.

特性の上位群，下位群に関係なく安定して参加者に見られ
る特徴であるといえる．
性格特性に関連する非言語特徴をさらに分析するため
に，3 つ以上のカテゴリの中から，任意の 1 つのカテゴリ
を基準とし，その他の事象が起こる確率を予測する多項ロ
ジスティック回帰分析を適用した．モデル作成には機械学
習ソフトウェア Weka [24] を使用した．各性格特性の得点
が「かなり高い」
「高い」と分類される参加者を high ，
「平
均」と分類される参加者を middle ，
「低い」
「かなり低い」
と分類される参加者を low とし，この 3 カテゴリを従属変
数に，表 5 で複数の性格特性にわたり有意差や有意傾向の

きが活発に変化し，外交的でない参加者ほど音声に強弱の

見られた非言語情報を独立変数として回帰モデルを作成し

ない話し方をする傾向があることを確認した．
「協調性」に

た．ここで，発話数は外向性，協調性，勤勉性それぞれの

ついては，発話長の特徴が high ，low ともに middle の分

性格特性に影響するという分析結果が得られたが，発話長

化に有意であることが示された．また，high への分化には

との強い相関が見られたため（r=0.93）独立変数から除外

話速に，low への分化にはインテンシティの幅の特徴に有

した．

意差が見られる．したがって，協調的な参加者ほど長く，

表 6 に基準となる参照カテゴリを middle としたときの

速く話すという特徴がある一方で，協調的でない参加者ほ

カテゴリの分化に対する各特徴の有意確率を示す．
「外向

ど強弱のない短い発話をする傾向があるといえる．
「勤勉

性」に関しては，middle から high の分化に関する要因とし

性」に関して，middle から high の分化に影響する特徴は

て，加速度変化量に有意差があることが示された．またイ

見られなかった．一方 low となる参加者はインテンシティ

ンテンシティの強さも有意傾向が見られた．一方，middle

の幅の特徴が有意に影響していることが明らかとなった．

から low の分化に関しては，インテンシティの幅の特徴に

表 7 に作成した回帰モデルを 10-fold 交差検証法を用い

有意傾向が示された．結果より，外交的な参加者ほど顔向

て評価した結果を示す．協調性に関しては F 値 0.584 で推

c 2015 Information Processing Society of Japan


1224

情報処理学会論文誌

Vol.56 No.4 1217–1227 (Apr. 2015)

表 7 多項ロジスティック回帰モデルの評価

るわけではなく，限定的な特徴に着目した性格特性の分析

Table 7 Result of multinomial logistic regression model.

にとどまっている．マルチモーダル情報を統合し，参加者
の性格特性や，専門家によるコミュニケーションスキルの
外部評価データとの関連を分析していくために，Kinect や
モーションキャプチャから得られる姿勢情報やジェスチャ，
アイトラッカから得られる視線対象情報や顔映像から得ら
れる頷き動作や表情といった非言語情報に関するアノテー

定できることが示された．本研究では参加者自身が回答し

ション作業を現在進めている．また，音声データに基づく

たアンケートによる性格特性を外部観測が可能な非言語情

発話書き起こしや談話タグ [27] の付与などの作業も同時に

報から推定することを試みたが，初対面同士の会話では，

進めており，言語・非言語情報を統合した多人数会話コー

自身の振舞いを取り繕いながら他者と接していた可能性が

パスに拡張していく予定である．

ある．Aran ら [25] は，視線や音声といった非言語情報か
ら他者が評価した性格印象を推定しており，外向性に関し

謝辞 本研究は JSPS 科研費 25280076，26870588 の助
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ては 75%の精度で性格印象を推定できるとしている．こ
のことから，非言語情報に基づく推定では，性格特性より
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