情報処理学会第 79 回全国大会

1Y-07

距離カメラを用いた WCST 実験における困惑状態の検出
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はじめに
近年，ヒューマンロボットインタラクションの
分野において，人が自然に表出する表情を分類
する研究が盛んに行われている．しかし，多く
は基本感情と呼ばれる感情を表す表情を対象と
した研究が多く，自然に表出する他の感情を表
す表情を対象とした研究はあまり行われていな
い ． そ こで 我 々は 基 本感 情 以 外の 感 情と して
「困惑」に着目した．困惑状態の検出は，多様
なユーザが利用し、複雑な操作を要する公共系
システムでのユーザ補助や e-learning での学習
者支援への貢献が考えられる．
そこで本研究では自然に表出する困惑状態の検
出を行った．まず自然な困惑表情を取得する実
験として Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
[1]を用い, WCST 実施時の被験者が自然に表出す
る表情を距離カメラによって撮影した．次に，
撮影した表情動画データから表情表出部を抽出
しデータセットを作成し, データセットに対して
Support Vector Machine (SVM)と感情推移モデル
を用いて困惑状態の検出実験を行った．

図 1:WCST の操作画面

図 2:提案手法の処理概要
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WCST による自然な困惑表情の取得実験
2.1 Wisconsin Card Sorting Test
図１に WCST の操作画面を示す．WCST は, 被験者
に一問ごとに下部に表示されるカードを上部の 4
枚のカードの内一つに分類させるテストである．
カードは色，形，数の 3 種の分類規則によって分
類できるが正解となる分類規則は一つだけであ
る．また分類規則は被験者に明示されず，一定
の問題間隔でランダムに変更される．本研究で
は,この分類規則の変化により困惑状態が誘発さ
れると仮定した.
2.2 困惑表情取得実験
WCST 実験時の被験者の表情撮影手順を次に示
す．
Detection of puzzled condition in Wisconsin Card Sorting Test
using depth camera
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1. WCST 開始前に被験者はテストの内容および
表情が撮影されることの説明を受ける
2. 実験者は表情撮影のためにカメラの位置調
整を行う
3. 被験者は WCST を開始する
本実験では距離カメラとしてインテル®
RealSense™[2]を用いて WCST 実験時の被験者の表
情動画データ(解像度 640×480, 30fps)を撮影し
た. 同時に RealSense™SDK を用いて顔面上の特徴
点 78 点の 3 次元座標データを取得した．
3

提案手法
図 2 に提案手法の処理概要を示す. はじめに,
連続する動画データから一定フレーム数の表情
動画データを切り出す. 次に切り出したデータか
ら算出した特徴量を SVM に入力し困惑・非困惑の
判定を行う. この処理を動画データに対して逐次
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図 3:取得した特徴点
的に行う. このとき, 連続して出力される SVM の
出力結果対して感情推移モデルを考慮して困惑
状態の検出を行う.
4
SVM による困惑状態の検出実験
4.1 データセット
WCST を用いて取得した表情動画データから,
分類に不正解かつ表情が変化した区間を困惑表
情動画データとし, それ以外の区間を非困惑表情
動画データとした. なお, 表情変化部の判定は実
験者が目視で行った. また, 1 データを構成する
表情動画データは 10 フレームとした. 今回の実
験では被験者 12 名から得られたデータを使用し
た.
4.2 特徴量
RealSense™SDK から得られる顔面上の特徴点 78
点を図 3 に示す. この 78 点の特徴点からノイズ
が生じやすい眉周辺の特徴点および輪郭部の特
徴点除いた 47 点を顔特徴点として使用した．表
情変化を検出する特徴量として野宮ら[3]の手法
を参考に, 表情動画データから毎フレームの顔特
徴点の 2 点間距離を全顔特徴点の組み合わせ数分
(47C2 = 1081点間)を算出し, 1 データ(10 フレー
ム)内の各特徴点距離の平均値および分散値(計
2162 次元)を特徴量とした．
4.3 SVM を用いた困惑状態の検出実験
SVM による困惑状態の検出実験を行った. 本実
験では 4.1 節で述べたデータセットを用い, 被験
者 1 名をテストデータとし,残りの被験者を学習
データとする交差検証法によって評価を行った.
また,被験者毎に表情の強度に個人差があるため，
特徴量は学習データ・テストデータ共に被験者
毎に正規化を行った．
図 4 に 2 名の被験者 A,B に対する困惑状態の検
出結果を示す. 被験者 A に関しては誤検出が目立
つ結果となった. この結果から, ある被験者では
困惑時に表出される表情が, 別の被験者では非困
惑時に表出する表情であることが考えられる. 被
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図 4:検出結果
験者 B の検出結果に関しては概ね困惑状態の検出
が行われている. これは被験者間で共通した困惑
表情があることを示唆していると考える.
SVM の出力結果と感情推移モデルを組み合わせ
た実験結果は学会当日に提示する.
5

まとめ
本稿では，WCST を用いて自然な困惑表情を収
集し，データセットを作成した．また，データ
セットに対して SVM と感情推移モデルを用いた困
惑状態の検出実験を行った．今後の課題として
更に多くの被験者を収集し困惑表情の解析を行
うこと, 困惑状態の検出精度向上のために特徴量
および分類器の検討を行うことが挙げられる.
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