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生体信号を用いた動画視聴中のユーザ評価の推定
宮本晴司†1

代蔵巧†1

棟方渚†1

小野哲雄†1

ユーザは, Youtube などの動画レコメンデーションシステムを用いて, 興味に沿った動画を探し視聴している. しか
し, ユーザの動画に対する印象が考慮されていないと, 興味のない動画がレコメンドされてしまう可能性がある. 本
研 究 で は , Skin Conductance Response(SCR), Skin Conductance Level(SCL), Fingertip Temperature(FT), Heart
Rate(HR)などの生体信号を, ユーザから得られる客観的なデータとして考え, 動画に対する嗜好性との関連を調べる
実験を行った. その結果, 興奮刺激の多い動画と SCR や SCL の値の関連性や, 動画への没入で活性化した交感神経
系活動による FT の減少が被験者の動画に対する嗜好性への関連性について確かめられた. 今後の研究では, 生体信
号から推定されるユーザの動画に対する嗜好性を動画レコメンドに応用していきたい.

Estimation Method for users’ evaluation for videos
by using phisiological signals
SEIJI MIYAMOTO†1
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NAGISA MUNEKATA†1

When users search for interesting video content using video recommendation system, such as Youtube, they follow some personal
criteria. However, these systems don’t take into account how users felt about what they watched, so videos that users don’t have
interest may be recommended. In this paper, we used physiological signals as a data obtained from users objectively, and used to
estimate whether or not users had good impressions of what they watched using their Skin Conductance Response(SCR), Skin
Conductance Level(SCL), Fingertip Temperature(FT) and Heart Rate(HR). We conducted an experiment in which we acquired
participants’ physiological signals while showing some videos. As a result, we found physiological signals of participants who had
good impressions of videos showed highly related values, indicating they were excited during the videos. In future work, we would
like to use the estimation of users’ evaluation for movie recommendation.
Keywords—video recommendation; physiological signals; Skin Conductance Response, Skin Conductance Level, Fingertip
Temperarure, Heart Rate

1. はじめに

てもレコメンドされてしまう可能性がある. そこで我々は,
ユーザから測定される生体信号を用いて動画に対する印象

我々は, インターネットにより様々な情報を得ることが

を評価して用いることで, よりユーザの興味に基づいたレ

できる. インターネットの普及により, 自分の興味のある

コメンドが可能となると考えた. 本研究では, 動画視聴中

コンテンツを探すことが容易になった. Youtube[1]やニコ

における被験者の SCR: 皮膚抵抗値増加量(以下: SCR),

ニコ動画[2]などの動画共有サイトで動画を検索し, 視聴す

Skin Conductance Level: 皮膚抵抗値(以下: SCL), Fingertip

ることもその例の一つである. また, Amazon[3]のようなe

Temperature: 指尖皮膚温(以下: FT), Heart Rate: 心拍数

コマースサイトでは, 興味のある商品を検索して確認する

(以下: HR)などの生体信号を取得し, 動画に対するユーザ

ことのほかに, 興味があると思われる商品をユーザにレコ

の反応を調べた. また, アンケートにより得られたユーザ

メンドする機能がある[4]. これにより, ユーザは自ら検索

の動画に対する嗜好性との対応を調べた. 今後の研究にて,

するこ となく , 興 味の ある 商品を 見つけ やす くなっ た .

動画シーンに関連したユーザの生体信号の挙動が似たユー

Youtubeにおいても, ユーザに対して動画をレコメンドす

ザが過去に見た動画をレコメンドし, 興味探索活動を支援

る機能があり, 興味のある動画を簡単に見つけられるよう

したいと考える.

補助を行う[5]. Youtubeにおけるレコメンドに用いられる

次章では, 本研究に関連する先行研究として, 動画のレ

情報は, 主に再生履歴に基づいた動画の関連性であり, タ

コメンドに関する研究と生体信号に関する研究, 動画視聴

イトルやジャンルなどを参考に行われる. それにより, 興

時の生体信号を利用した研究を紹介する. 第3章では, 動

味はあるが見たことのない動画コンテンツを容易に見つけ

画視聴時の被験者の生体信号を取得した実験について述べ

ることができるサービスとして, 多くのユーザが利用して

る. 第4章では, 実験により得られた結果とその考察につ

いる. 一方で, 一度再生した動画に対して興味があるとし

いて述べる. 第5章では, 本研究のまとめと今後の展望を

て関連する動画をレコメンドする仕組みでは, ユーザが再

述べる.

生したが好印象を持たなかった動画に関連する動画に対し
†1 北海道大学大学院情報科学研究科
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2. 関連研究
2.1 動画のレコメンドに関する研究

験者の生体信号を扱い, 被験者の動画コンテンツに対する
情動変化やそれによる嗜好性の評価に用いた. 以下, 本研
究で扱ったFingertip Temperature: 指尖皮膚温(以下: FT),

Youtube の レ コ メ ン デ ー シ ョ ン シ ス テ ム の 仕 組 み は ,

SCR: 皮膚抵抗値増加量(以下: SCR), Skin Conductance

Davidsonらによって説明されている[5]. 具体的には, ユー

Level: 皮膚抵抗値(以下: SCL), Heart Rate: 心拍数(以下:

ザの再生内容や “いいね!” をつける, お気に入りに入れる

HR)などの生体信号について説明を行う.

などの行動履歴により動画間の関連度を生成し, 動画のレ

人間の体の機構では, 快, 不快など精神活動である情動

コメンドに用いる. 提案されたレコメンデーションは, ユ

が起こると, 大脳辺縁系, 視床下部, 自律神経交感神経の

ーザが動画Aを再生した後に, 別の動画Bを再生した際に

促進までの過程が生じる[7][8]. それにより, 心臓の働き,

更新される. レコメンドは, 動画Aと, 次に再生された動

呼吸, 血圧, 体温などの調節が起こる. SCLや, SCLの値の

画Bの関連度によって行われる. 関連度の定義により, 自

増加量を示すSCRは, 同様に交感神経系活動の一貫として

分の興味のある動画の存在を知らずとも, 何かの動画を一

変動する皮膚電気活動で, 精神性発汗が生じると皮膚抵抗

つ再生するだけで, それに関連した動画群がユーザに提示

の値が減少し, SCRやSCLの値は増加する[7][8]. FTの変化

される.

そして, その中から自分の興味に近いものを選

も交感神経系の促進作用の例の一つである. 交感神経活動

ぶことでさらに多くの動画を見つけることができる. 一方

の促進により, 脊髄神経の皮膚血管収縮作用が起こり, FT

で, この方法では, ユーザが再生した動画に対して興味を

低下が起こる[9]. Kistlerらは, 交感神経系の反応により, FT

示さなかった場合でも, それに関連する動画がレコメンド

の減少が生じるかどうかを調べた[10]. 37℃の温水と12℃

されてしまう問題がある. そこで, 動画に対するユーザの

の冷水に手を1分間入れた時のFTの変化を調べ, 血液流動

反応を取得し, 動画レコメンドに活用することで, よりユ

量や脈拍の振れ幅による解析よりも交感神経系の反応の発

ーザの嗜好に則した動画レコメンドが実現できると考えら

見が容易であることを発表した. また, その研究の中で,

れる.

FTが32℃以上で5秒間以上血管収縮が生じたなら, FTによ

動画レコメンドにユーザの反応を取り入れた研究の一

り血管収縮が起こったことが容易に確認できるとも述べら

つとして, Asohらは, 動画の印象に関するユーザのアンケ

れている. また, HRは, 交感神経の刺激により分泌される

ート結果を取り入れた, ベイジアンネットワークによる動

副腎皮質ホルモンにより上昇する[7].

画レコメンデーションを提案している[6]. これにより, 従
来では行われなかった, 動画に対するユーザの印象を考慮

本研究ではこれらの生体信号を用いて, 被験者の動画コ
ンテンツに対する交感神経系の活動を観測した.

したレコメンデーションが可能となった.
しかし, ユーザに対して動画をレコメンドする上で, 動
画を再生する度にユーザに対して印象を答えさせることは,

2.3 動画視聴時の生体信号を利用した研究
被験者の反応を客観的なデータとして得るための手段

ユーザの動画を視聴する楽しみと無関係の作業を強いるこ

に, 被験者にデバイスを取り付けて生体信号を取得し, 解

とになるため, 負担となる可能性がある. この問題を解決

析に利用する方法がある. その中でも, 被験者の動画視聴

するためには, 主観的な被験者の印象データの代わりに,

時の生体信号を用いた関連研究について紹介する.

センサを取り付けることで被験者から自然に計測でき, さ

Fleureauらは, 動画視聴中のSCLや筋電から, ビデオの

らに客観的で偽りのないデータを利用する手法を用いるこ

感情的な部分を機械学習により判定するシステムを作った

とが考えられる. 以降で, そのようなデータの一つである

[13]. 動画の10秒間の区切りで分けられたシーンに手動で

生体信号に関する研究, また生体信号を用いた動画に関す

感情的なイベントかどうかのラベル付けをして, 特徴ベク

る研究について順に紹介していく.

トルの解析により感情的な部分であったかどうかの分類を

2.2 生体信号に関する研究

行った. また, Soleymaniらは, 被験者がvalenceとarousal

ユーザの印象評価の一手法としては, アンケート設問に
よる感情評価法や, 評価対象に対する嗜好性をValenceの
軸, 興奮度合いをArousalの軸にとり, 2軸で表現するVAグ
ラフなどを用いる方法がある. それらユーザへのアンケー
トを主な情報とする方法とは別に, 生体信号を印象評価に
用いる方法がある. 生体信号は被験者の意識と関係なく被
験者の交感神経的な精神活動に基づいて変化し取得できる
測定値であるため, 被験者の刺激に対する虚偽の含まれな
い反応を得ることができる. 本研究では, 動画視聴時の被

により表現した動画の特徴(VAグラフ)と得られた筋電や
SCLなどの生体信号, またビデオのコンテンツ解析を用い
て, 被験者のVAグラフと生体信号の相関係数を調べ, まと
めた[14].
しかし, これらの生体信号に関する研究では, 被験者の
動画に対する生体信号の反応と, 動画に対する嗜好性との
対応は考えられていない. また前述のFleureauら[13]の実
験の場合, 被験者の生体信号の反応が彼らがラベル付けし
たシーンによるものでない可能性も考えられる.
そこで, 動画の嗜好性と生体信号の関連について着目し
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た研究を紹介する.

くため, 被験者には室温を23度に設定した部屋に5分以上

代蔵ら[15]は, 動画視聴中のSCRが, 被験者の動画の嗜

待機させ, 実験者の主観で十分に落ち着いたと判断した時

好性に応じて量が変動することを示し, 動画視聴中の被験

点から実験を始めた. また, 被験者には10人(20代男性9人,

者のSCR反応量に応じて変化するアバターを用いた動画

20代女性1人)に協力してもらった. また, 実験室に配置さ

視聴アプリケーションを作成した. Silveiraらは, SCLを用

れているものや, 窓の外の景色が動画視聴に影響を与えな

いて被験者の動画に対する反応のあった場所を割り出し,

いように, 実験環境をパーティションで区切り外光を遮断

ラベル付けした動画中のイベントと一致しているかどうか

した.

の割合による動画に対する評価の分類, 比較を行った[16].

被験者にはヘッドフォンを装着してもらい, 図3.2のよ

これらの研究では, 一種類の生体信号と動画の嗜好性との

うに被験者の手に, FT測定用熱電対, SCR及びSCL測定用

関連を扱っている. しかしながら, 動画中の被験者に対す

電極と, HRセンサを装着した. (図3.1, 図3.2)

る情動を引き出す刺激を一意に特定することは不可能であ

実験に用いる動画について, 被験者の嗜好を引き出すこ

ると考えると共に, SCLとSCRは精神性発汗を示す生体信

とのできる動画として, 高解像度であり, 映像やサウンド

号を測る指標であるため, それのみで動画に対する評価を

の質が高く, ジャンル間の比較をしやすいものを対象とし

測るのは適切でないと考えた.

た. 具体的には, 一般的に一定の評価が得られたと考えら

そこで, SCL の他にも FT や HR の複数の生体信号も用

れる, 興行収入が100万ドル以上の映画の予告編を対象動

いて, 動画に対する被験者の嗜好性を確認した. 以降の章

画とした. 映画の予告編を用いることの利点は, 映画を紹

で被験者の動画視聴中の生体信号の反応と, 動画に対する

介するという特徴上, 起承転結の結を除いた部分で構成さ

印象を調べた実験の説明を行う.

れるために, 物語の展開による解析が行い易い点, 再生時
間が2分前後と統一されている点, また, 様々なジャンル
がある点が挙げられる.

3. 実験

実験では, 3ジャンルそれぞれ2動画の計6動画(ジャン

本研究では, 動画に対するユーザの評価(嗜好性)と生体
信号の関連性を調べる実験を行った.
3.1 取得した生体信号
本実験では, FT, SCR, SCL, HRの4種類の生体信号を,
以下に示す写真のような装置を用いて取得した. FTの測定
には熱電対センサ, SCRとSCLには2つの電極対間の抵抗
値測定センサ, またHRの測定には血液流動量を測定する
ために赤外線センサを利用した.

図3.2 実験風景の様子

図3.1 生体信号取得センサとその様子
3.2 実験手法
実験では, 室外との温度差による生体信号への影響を除

図3.3 実験の流れ
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ル : ドラマ)「オール・ユー・ニード・イズ・キル(2014) 」,

表4.1 被験者の動画視聴時の生体信号(FT, SCR, SCL, HR)

「ゴーン・ガール(2014)」, (ジャンル : アニメーション)「ア

被験者 動画
ALL
(い) BAY
GRA
ALL
(ろ) BAY
E
ALL
(は) BAY
E
ALL
(に) FRO
E
ALL
(ほ) BAY
WOR
ALL
(へ) BAY
WOR
ALL
(と) FRO
E
ALL
(ち) FRO
WOR

ナと雪の女王(2013)」, 「ベイマックス(2014)」, (ジャンル :
コメディ)「グランド・ブタペスト・ホテル(2014)」, 「ザ・
ワールズ・エンド(2013)」から, それぞれのジャンルで 1 つ
を選択させ, 計 3 つの動画を実験に用いた. なお, 第 4 章,
結果と考察の章における表 4.1 では, それぞれ 6 つの動画
を”ALL”, “GON”, “BAY”, “FRO”, “GRA”, “WOR”にて示す. ま
た, アンケートにより, 動画に対する印象と, “予告編動画
を見て映画本編を見たいと思ったか?”という質問による動
画の評価を得た. 実験風景と実験の流れを, それぞれ図
3.2 と図 3.3 に示す. また, 3 つそれぞれの動画を見てもら
う前に, 被験者を平常状態に近い状態に落ち着かせるため
に, 全体を通してシーン変化が少ない, 美ら海水族館でジ
ンベエザメが泳ぐ様子の動画(以降 : relax 動画)を見てもら
った. 実験後は, アンケートに答えてもらった.

4. 結果と考察
実験では, 被験者10名のうち2人に関しては, FTが正確
に取得できていなかったため, 実験結果から除外した.

SCR
4.581
1.494
1.775
27.217
25.658
9.916
1.746
0.180
0.000
40.461
42.150
42.270
9.728
2.912
5.058
1.869
3.692
0.516
2.411
8.261
0.227
23.156
1.535
7.657

SCL
9.28E-07
7.39E-07
8.86E-07
2.84E-06
2.7E-06
1.28E-06
9.77E-07
8.42E-07
6.69E-07
3.53E-06
4.21E-06
4.28E-06
1.12E-06
7.57E-07
7.27E-07
1.47E-06
1.33E-06
1.14E-06
6.91E-07
1.1E-06
7.21E-07
2.1E-06
1.12E-06
9.82E-07

FT
23.231
23.280
23.305
23.315
23.297
23.340
23.404
23.413
23.415
23.279
23.223
23.244
23.320
23.338
23.321
23.224
23.304
23.346
23.315
23.334
23.320
23.398
23.416
23.422

HR
77.404
80.599
82.120
85.881
84.585
86.002
83.911
82.300
81.931
71.353
91.941
72.055
76.102
73.618
90.141
77.670
78.670
94.251
61.730
69.730
59.496
85.740
96.049
97.362

実験により得られた被験者の各動画視聴時における生
体信号である, FT, SCR, SCL, HRの平均値を, 表4.1に示す.

のウィンドウで考えた. その結果, 10秒ウィンドウ中のFT

表4.1にて, SCR, SCLのそれぞれについて, 8人の被験者そ

の傾きが大きい, または動画中の皮膚温減少場面が多い被

れぞれが視聴した3つの動画の中で最も値が高いセルを赤

験者ほど, 動画に対する評価が高い傾向が見られた. 被

色にした. すると, SCRでは8人中5人, SCLでは8人中6人

験者の動画視聴中の皮膚温を用い, 図4.3のフローチャー

が”ALL”の動画で最も高い値をとっていることが確認でき

トにより動画が被験者にとって評価が高いかどうかを振り

る. それは, SCRやSCLが興奮を促進する精神性発汗に対

分けした.

して上昇する値であり, 大きな音や爆発, 戦闘などのアク

表4.2では, 各被験者の動画における, FTの最大減少値A

ションシーンが多かった”ALL”の動画にて他の動画と比較

の, しきい値B(図4.3)に対する割合, 動画中のFT減少シー

して特に, 被験者の精神性発汗が多かったためであると考

ンの占める割合, アンケートにより被験者から得た, “予告

えられる.

編動画を見て映画本編を見たいと思ったか?”の質問に対す

次に, 被験者の動画に対する評価と生体信号との関連に

る5段階評価, さらに, 図4.3のフローチャートによる被験

着目する. 今回の実験における被験者の動画に対する評価

者の動画に対する評価の判定結果を載せている. しきい値

は, “予告編動画を見て映画本編を見たいと思ったか?”の質

Bについては, 被験者ごとに動画中のFTの最大減少値の平

問に対する5段階リッカート尺度により取得した. それに

均を算出し, FTの最大減少値が3つの動画のどれについて

より得られた結果から被験者の動画に対する評価を良いか

も大きい場合に被験者は動画に対して良い評価であったと

良くないかに振り分けた. その場合に, “3”と回答した人は

判別できるように, パラメータを設定した.

動画に対して積極的に良い評価をしていないため, 動画に

最大減少値がしきい値Bよりも大きかったことは, 表4.2に

対して良い評価ではない, つまり, 良くない評価をしたと

示い値Bよりも小さかった場合でも, 動画中の10秒ごとに

振り分けた. 取得した生体信号の動画中の変化量について

区切ったウィンドウにてFTが減少したウィンドウの数が,

考えた時, 被験者の動画に対する評価と最も関連性が高い

FTが増加したウィンドウの数よりも多かった場合には, ユ

と考えられたFTの結果について示す(表4.2). 動画視聴中

ーザが動画に対して良い評価であると考えられるので, そ

のFTの減少は, 動画コンテンツに対する意識の集中により

の場合も上手く判別できるように動画中のウィンドウに占

交感神経系の活動が活発になったことに関連しているとか

める割合に関するしきい値Cを設定した. 今回, 動画中の

んがえられる[7][8]. FTの減少度合いを1つの動画で考える

全ウィンドウの75%以上にてFTが減少した場合に動画に

上での時間区間は, Fleureauらの動画中の生体信号変化解

対して良い評価であったと判別できるように, しきい値C

析手法[13]を参考にし, 5秒ごとに切り替わる10秒間区切り

の値は0.75とした. これらの判別モデルの設定による実験

動画中のFT

ⓒ2015 Information Processing Society of Japan

4

571

結果の判別精度は, 83.3%となった.
次に, 判別結果が異なった4件の例について詳しく見て
いく. 被験者が動画に対して良い評価をしているが判定結
果が動画に対して良くない評価としている場合は, 表4.2
に示す(い)_2と(は)_2の2件で, 該当部分を青色で示してい
る. これらのケースでは, 被験者の動画中FTの最大減少値
がしきい値Bよりも小さく, 良くない評価の動画で評価の
判別結果が一致した場合よりも, 動画中FTの最大減少値が
小さかったが, このような場合では, 被験者の交感神経系
活動が同じ被験者の他の良い評価を示した動画に対して活
発でなかったにも関わらず, 動画に対して良い評価を示し
たことを意味する. すなわちこのような場合の被験者の動
画に対する評価を上手く推定するためには, 被験者の交感
神経系活動が優位でない, すなわち, 副交感神経系が優位
である場合でも動画に対して良い評価をしているモデルを
考える必要があるので今後の課題としていきたい. 被験者
が動画に対して良くない評価をしているが, 判定結果によ
り良い評価としている場合は, 表4.2に示す(に)_1, (に)_2
の2件で, 該当部分を赤色で示している. 2件とも同じ被験
者Dであるが, この両方の場合において, 動画中のFT最大
減少値のしきい値Bに対する割合は1.0よりも大きく, しき
い値Bよりも強いFTの減少があったが, 動画に対して良い
評価をしなかったことを意味する. これは, FT値の強い減
少から, 動画に対して強い意識の集中があったことが分か
るにも関わらず, 動画への評価を良くないとしているとい

表4.2 各被験者の動画ごとのFT値の変動データと動画評
価, 基準による判定(動画は順番を意味する数字で表示.)

被験者と 動画中FT最 動画中FT 被験者の 基準によ
動画
大減少値
減少割合 動画評価 る判定
(い)_1
1.04
0.97
1
1
(い)_2
0.12
0.07
1
-1
(い)_3
0.84
0.54
-1
-1
(ろ)_1
0.92
0.60
-1
-1
(ろ)_2
1.28
0.68
1
1
(ろ)_3
1.06
0.39
1
1
(は)_1
0.93
0.37
-1
-1
(は)_2
0.52
0.36
1
-1
(は)_3
0.55
0.43
-1
-1
(に)_1
1.32
0.30
-1
1
(に)_2
1.61
0.64
-1
1
(に)_3
1.15
0.25
1
1
(ほ)_1
0.97
0.87
1
1
(ほ)_2
0.96
0.57
1
1
(ほ)_3
1.43
0.64
1
1
(へ)_1
0.94
0.80
1
1
(へ)_2
0.67
0.43
-1
-1
(へ)_3
0.76
0.43
-1
-1
(と)_1
1.04
0.63
1
1
(と)_2
1.55
0.56
1
1
(と)_3
1.40
0.46
1
1
(ち)_1
1.72
0.47
1
1
(ち)_2
1.25
0.60
1
1
(ち)_3
1.05
0.64
1
1
基準による評価と判定の一致割合
0.833

うことである. このような場合でもユーザの動画に対する
評価を適切に判断するためには, 強い意識の集中だけで判
別できないユーザでは, 他のSCR, SCL ,HRなどの生体信
号においても強い反応があることを想定し, FTの減少前後
での挙動の特徴からさらに細かい判別モデルを定義する必
要があると考えられる. これについても, 今後の課題とし
ていきたい.
最後に, 今回の実験にて, 被験者が動画視聴前に平常状態
まで落ち着いてもらうため, シーン変化の少ないジンベエ

図4.3 動画中のFTの最大減少値から, 動画に対し没入して

ザメが泳ぐrelax動画を, 被験者間で平均して60秒ほど流

いるか否かの判別フローチャート

したが, その動画において10秒ごとに区切ったウィンドウ
にてFTの変化量を出し, さらにそれらの平均値を表4.4に

表4.4 各被験者が実験動画を視聴する前に見たrelax動画

示した. この表から, 動画を通して被験者のFTが上昇して

におけるFTの10秒ごとの平均変化値

いる, すなわち, 交感神経系活動が抑制されているので,
用いた動画が目的に沿っていたことが確認できた. しかし,

被験者

今回の研究で示したFTによる動画の嗜好性判別法では, 交

(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(へ)
(と)
(ち)

感神経系活動を活性化しない動画の嗜好性の判別には対応
できないことも分かったため, 今後の課題としたい.

relax動画中FT
の平均変化値
0.045
0.002
0.181
0.015
0.027
0.003
0.103
0.020
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5. 結論と今後の展望
多くのユーザはインターネット上で興味や楽しみのた
めに, 動画コンテンツを探し視聴している. そのようなサ

6)

ービスを提供する動画視聴サービスには, ユーザの検索ワ
ードや再生動画履歴を用いて, ユーザに対して関連する動
画をレコメンドする仕組みを用いている. それによりユー
ザは自分が今までに見つけることができなかった興味のあ

7)
8)
9)

る動画を見つけることができ, ユーザへのエンターテイメ
ントに大きく貢献している. 一方で, ユーザが動画を再生

10)

するという行動により, 実際にはユーザが動画に対して興
味を持たなかった場合でも興味があると判定されてしまう

11)

と, ユーザが興味のあるコンテンツを探す上でその妨げと
なってしまう可能性がある.

12)

そこで, 動画のレコメンドにはユーザによる動画の評価
を取り入れる必要がある. 動画の評価には, ユーザに対し

13)

てアンケートや VA グラフによる評価をしてもらう印象評
価がある. 一方で, ユーザのエンターテイメントを提供す
るシステムのゴールは, 動画視聴においてユーザの評価作

14)

業を必要とせず, なおかつ, ユーザから無意識的にデータ
を取得して活用することで, コンテンツのレコメンドによ
るユーザへの貢献度を上げることにあると考える. そこで

15)

我々は, レコメンドへの利用を目標とした上で, 動画視聴
中の生体信号をユーザから取得し, ユーザの動画に対する
評価に用いる場合にどのような利用ができるかについて確
認するために実験を行った.

16)

Nandy, Taylor Van Vleet.
The Youtube Video
Recommendation System. Recsys2010, September 26-30, 2010,
Barcelona, Spain
Hideki Asoh, Chihiro Ono, Yoichi Motomura, A Movie
Recommendation Method Considering Both User’s Personality and
Situation, ECAI (2006)
堀哲郎: 脳と情動, 共立出版(1995)
平野鉄雄, 新島旭 :脳とストレス, 共立出版(1995)
John T. Cacioppo, Louis G. Tassinary, Gary
G.Berntson :HANDBOOK OF PHYCOPHYSIOLOGY,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS(2007)
Kistler A., Mariauzouls C, von Berlepsch K. (1998). Fingertip
temperature as an indicator for sympathetic responses. Int. J.
Psychophysiol. 29 35–41 10.1016/S0167-8760(97)00087-1
棟方 渚.バイオフィードバックトレーニングにおける末梢の
交感神経機能の挙動, Information Processing Society of Japan.
(2015)
加藤象二郎, 大久保蕘夫 :初学者のための生体機能の測り方,
日本出版サービス(2006)
Julien Fleureau, Philippe Guillotel, and Quan HuynhThu. Physiological-Based Affect Event Detector for
Entertainment Video Applications, IEEE TRANSACTIONS ON
AFFECTIVE COMPUTING(2012)
Mohammad Soleymani, Guillaume Chanel, Joep J.M. Kierkels,
Thierry Pun. Affective Ranking of Movie Scenes Using
Physiological Signals and Content Analysis. MS’ 08, October 31,
2008, Vancouver, British Columbia, Canada
代蔵 巧, 棟方 渚, 小野 哲雄. ExciTube : 鑑賞者の
興奮を共有する動画鑑賞システム. TVRSJ Vol.18, No.3,
pp.247-254 (2013).
Fernando Silveira, Brian Eriksson, Anmol Sheth, Adam Sheppard.
Predicting Audience Responses to Movie Content from ElectroDermal Activity Signals. UbiComp’13 (2013)

実験により動画に対する嗜好性を判断する上で, FTを用
いることは有効な手段であるということが分かった. 今回
の生体信号による動画に対する嗜好性の判断では, 生体信
号の変化が交感神経系活動の活発化により起こることを利
用しているため, 副交感神経優位の場合でもユーザが動画
に対して良い評価をする場合については検証できていない
ため, 今後の課題としたい. また, 動画の前にテスト動画
を流すことで, その間での皮膚温変化から被験者ごと, 時
により異なる反応度合の違いを調べ, それぞれの動画にお
ける生体信号解析への利用をより細かく設定していきたい.
そして, 今回の実験で被験者の動画に対する評価を取得す
るためにアンケートを用いたが, 動画の嗜好性についてよ
り具体的で様々な点を区別して行う必要があると考えてい
る. また今回解析に用いていない他の生体信号を用いて,
よりユーザの動画に対する反応を上手く判別できるアルゴ
リズムを組み立てていきたい.
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