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タッチ操作ログを用いた Web コンテンツ
閲覧時における興味度合い推定の研究
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概要：スマートフォンの普及にともない，今日の生活でタッチ操作は欠かせない行動となってきている．
また，研究に関しては，人の行動や感情といったコンテキストをスマートフォンに内蔵されている様々な
センサを用いて推定する手法が提案されているが，タッチ操作を用いて感情などのコンテキストを推定す
る手法はまだ確立されていない．そこで，本研究では日常的に行われるタッチ操作のログを用いてユーザ
の様々な感情コンテキストを推定する手法を提案する．しかし，タッチ操作ログから様々な感情に紐づく
行動的特徴を判別するには条件が多岐にわたり，推定が困難になると考えられる．そこで，ユーザの感情
を推定する最初の段階として本研究では，多くの人が一般的に行っている Web ブラウジング中のタッチ操
作に着目し，Web 上の記事を閲覧しているときのユーザの記事に対する興味度合いを推定する．具体的に
は製作したロガーアプリケーションを用いて Web ブラウジング中におけるタッチ操作のスワイプ平均速
度，注視の度合いを表す注視時間の比率を取得する．また，記事の閲覧を終えるごとに，ユーザには興味
度合いのアンケート記入をしてもらい，アンケート結果と取得したデータを照らし合わせてユーザの興味
度合いを推定する．実験では 20 代の男性 10 名を対象として 1 人につき 50 個の記事を閲覧してもらい，
タッチ操作と被験者の興味度合いについて相関の有無を検証した．結果として，スワイプ平均速度，注視
時間の比率とアンケートの相関において強い相関が見られた．
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Abstract: According to spread of the smartphone, touch action is necessary in our daily life. Also, the
researches about estimating the context that human motion or emotion by using various sensors in the
smartphone are studied by many researchers. Furthermore, measurement method about estimating the context by using touch operation logs has not been established. In this research, we focused on touch operation
on the smartphones that are popular operation for browsing Web contents for estimating user’s interest. We
try to estimate degree of interest in an article on the Web by using smartphone’s touch operation log and the
questionnaire. Specifically, we use an application that logging touch operation logs for getting swipe average
speed and the ratio of gaze time. Furthermore, if user who browsing Web by using logging application finish
reading an article, we make you fill out questionnaire for getting the degree of interest in an article. In the
experiment, we had made ten participants read the 50 articles on the Web for investigate whether there
is correlation between touch operation log and degree of user’s interest. As a result, we observed strong
correlation between swipe average speed, the ratio of gaze time and degree of user’s interest.
Keywords: ubiquitous computing, context awareness, smartphone
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1. はじめに
今日の通信環境では，多くの人がスマートフォンを所持し
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ている．Statista [1] の 2014 年から 2020 年における世界の

タッチ操作ログを取得することでユーザに手間のかからな

スマートフォンユーザ数の推移によると，ユーザ数は 2016

い無意識下のセンシングができ，人の深層的な感情状態を

年の時点で 21 億人を超えており，今後も伸び続けることが

読み取れるのではないかと考える．そのため，タッチ操作

予想される．これにともない，日常生活において様々な用

の挙動から興味や不安といった様々な感情状態を推定可能

途でスマートフォンは活用されている．たとえば，Google

な場合，新しいレコメンドサービスの提供や自己のメンタ

map *1 を用いた外出先における経路探索や周辺地域の情報

ルケアを支援するアプリケーションの活用といったことが

収集，SNS を利用した人間関係の構築やマーケティング活

期待できると考えられる．しかし，タッチ操作の行動的特

動，アプリケーションを用いたライフログ収集など利用形

徴からユーザの感情状態の推定を試みるには，利用するア

態は多岐にわたっている．特にその中でも，多くの人がス

プリケーションや感情の種類，操作体系や会話などの外的

マートフォンから Web ブラウジングを行っている．ニール

要因が複雑に関わっていると考えられ，推定が困難になる

センの調査 [2] によると，2015 年 4 月の時点で日本におけ

と予想できる．そのため，タッチ操作から様々な感情状態

るスマートフォンからのインターネット利用者数は 4,800

を推定する最初の段階として本研究では，一般的に広く行

万人を超えており，1 人あたり平均で 1 日に約 1 時間 48

われている Web ブラウジング中におけるタッチ操作に着

分 Web ブラウジングしているという調査結果が出ている．

目する．また，推定する感情はニュースサイトやブログサ

上記から，日常的に多くの人がスマートフォンで Web ブ

イトなどの Web 上の記事を閲覧しているときに一般的に

ラウジングを行っているといえる．このように，現代の生

想起されると予想できる興味とする．

活で人は日常的にタッチ操作を行って様々なサービスを活

以上より本研究では，タッチ操作からユーザの感情状態

用している．また，スマートフォンは加速度センサやジャ

を推定する最初として，Web コンテンツを閲覧していると

イロセンサといった様々なセンサを内蔵しており，データ

きのスマートフォンのタッチ操作ログから興味度合いの推

計測が容易な点，多くの人が携帯している点から研究の分

定を行えるかの検証を目的として再定義する．以下では本

野では，人の動作や感情といったコンテキストを推定する

稿の構成について述べる．2 章では感情状態の推定手法を

試みが広く行われている．伊藤ら [3] はスマートフォンの

提案している関連研究について述べ，本研究との相違点や

センサログとアプリケーションのアクセスログを用いて不

問題点について精査する．3 章では本研究で行うタッチ操

安度増減を予測し，メンタルヘルスの 0 次予防を試みてい

作ログを用いた Web コンテンツ閲覧時における興味度合い

る．酒造ら [4] は自らのメンタル状態を日々把握すること

の推定手法について検討し，実験を行うにあたっての問題

によって気分が落ち込んだとき，さらに悪化しないように

設計や取得するデータについての検討を述べる．4 章では，

音声情報をスマートフォンで取得し，気分情報の取得と結

実験手法と実際に開発したロガーアプリケーションについ

果の表示を行うことで，自身で気分状態をエンカレッジで

て述べる．5 章では実験で取得されたサンプルデータの結

きるような仕組みを提案している．また，スマートフォン

果について述べる．6 章では得られた実験結果から相関分

を使用するにはタッチ操作が不可欠であり，近年ではこの

析を行い，タッチ操作から得られるデータとユーザの興味

タッチ操作に着目した研究も行われている．山田ら [5] は

度合いの相関について検証した結果を述べる．7 章では得

タッチ操作の行動的特徴量を用いた個人認証によるセキュ

られた知見をもとに今後の課題とまとめについて述べる．

リティの向上を目的とした研究をしている．青木ら [6] は

2. 関連研究

視覚障害者を対象とした視覚的なフィードバックに依存し
ない新しい文字入力方式の手法をスマートフォンのタッチ

本章では，感情推定に関する研究について述べる．感情

スクリーンを利用して提案している．上記のようにタッチ

推定を行う研究では，心拍や脳波といった生体情報，加速

操作を応用した研究はセキュリティの向上や既存操作の拡

度やモーションキャプチャなどの動体情報をそれぞれ，も

張を目的とした手法が多く存在するが，感情といったコン

しくは組み合わせて推定する手法が主に提案されている．

テキストを推定する手法はまだ確立されていない．

角田ら [7] はユーザのニーズに合わせたコンテンツの作成・

そこで本研究では，日常的に行われているタッチ操作に

配信を行うことを目的として，心拍数および呼吸数の長期

着目し，様々な感情状態の推定を試みる．タッチ操作に

変動における類似性に着目し，心拍センサを用いて動画コ

は，速度や頻度などの個人差はあるが，特定の挙動によっ

ンテンツの視聴で生じたユーザの気分変化を推定する手法

てユーザの感情推定につながるような特徴が存在するので

を提案している．米倉ら [8] は情動の変化によって，生理

はないかと推測する．また，タッチ操作はスマートフォン

反応として脈拍が変化することに着目し，心拍を計測する

などの端末を操作する手段であり，ふだんの生活で意識的

ことで将来の気分を予測し，気分の落ち込みが起こりそう

に行っている行動ではない．そこで，バックグラウンドで

な場合にセルフケアを本人に促す手法を提案している．水
戸ら [9] は目の状態に着目し，人物の集中度・疲労度を画像

*1

Google map, https://maps.google.co.jp/
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テムの有効性を検証している．福井ら [10] は，単一加速度

概要について述べる．戸田らの研究から，本稿では，Web

センサを用いて，中立，悲しみ，喜び，怒りの 4 感情を表現

ブラウジング中のタッチ操作では，注目対象模索状態，詳

した歩行動作から特徴量を抽出し，推定する手法を提案し

細情報獲得状態の 2 状態が表れると仮定する．戸田らは人

ている．Nazmul ら [11] は情報端末がユーザの感情を読み

がある対象物に注目している状態を「注目対象模索状態」

取り，効果的な端末の操作性を実現するために，PC の周

と「詳細情報獲得状態」の 2 つに分けて定義している．
「注

辺機器であるキーボードの打鍵と入力したテキストパター

目対象模索状態」とは，ある対象物に対して様々な方向に

ンからユーザの楽しさ，怒り，恐れ，悲しみ，嫌悪，羞恥，

視線を向けて，興味を持つ対象や行為を行うために有用と

罪悪感の 7 つの感情状態を機械学習し，分類する手法を提

なる対象を探し続けている状態である．また，
「詳細情報獲

案している．坂野ら [12] は音声から推定した話者の感情を

得状態」とは，対象を認識し，その対象から何らかの感情を

視覚化するコンテンツの実現を目指すために，音声情報を

喚起させられており，視線の停留が一定の範囲で 1.2 [s] 以

深層学習によって学習させたところ，分類正解率 100%で

上見られる状態と分類している．本研究では，関連研究と

話者の笑声を認識している．Fujisawa ら [13] は Web ブラ

同様に，スマートフォンの画面を注視している時間を一定

ウザを利用した学習状況の向上のために，Web カメラを用

の閾値を用いて分類することで，ユーザが閲覧対象に興味

いて顔の表情から Web ブラウジング中のユーザの興味を

を持っているか持っていないかの 2 状態を判別する．しか

推定する手法を提案している．戸田ら [14] は装着型の視覚

し，本研究ではスマートフォンでの利用を前提とするため，

能動型センサを用いて人の視線から注目対象物に対する興

視線を取得するのは現実的ではない．そのため，タッチ操

味の度合いを注目対象模索状態，詳細情報獲得状態の 2 状

作の間隔を注視している時間と見なし，閾値を用いて分類

態に分類して推定している．

する．さらに，関連研究とは行っているタスクが異なるた

しかし，これらの提案手法では，ユーザが意識的な情報

め，関連研究で用いられているその閾値がそのまま利用で

を入力することによる手間やキーボードなどの周辺機器

きるとは限らない．そのため，本研究では，データを収集

を利用することによって，センシング環境が制限されると

して調査し，分類に適切な閾値を決定する．また，Web ブ

いった問題点があげられる．そこで，本研究では，ユーザ

ラウジングする際に行うスワイプ操作においては，画像や

の感情を推定するために以下 3 つの要件をあげ，そのすべ

文章のみで構成されているニュースサイトなどの Web コ

てを満たす提案手法とする．

ンテンツで内容を確認する際，そのコンテンツに対して興

1. センシングする端末は非装着である．

味の度合いに応じて，速度に変化が生じると予測できる．

2. データは環境の制限がなく，日常的に取得可能．

具体的には，興味がない場合にスワイプ速度は上昇し，対

3. センシングするとき，ユーザは意識的なデータ入力を

照的に興味がある場合はスワイプ速度が低下するといった

行う必要がない．

現象が表れると考えられる．そこで，本研究では，Web ブ

上記の要件を満たすものとして非装着でデータを取得

ラウジング中のタッチ操作からでも「注目対象模索状態」

でき，かつ多くの人が所持している端末として，センシン

と「詳細情報獲得状態」の 2 つの状態がみられると仮定し，

グする端末をスマートフォンのみとする．また，日常的に

以下の特徴が出ると仮説を立てる．

様々な環境で取得でき，かつユーザが意識することなくセ

・記事に対して興味がない場合

ンシング可能なデータとして，多くの人が行っているタッ

閲覧している内容を深く理解しようとしないため，記事を

チ操作からデータを取得する．そのため，本研究では，上

読み飛ばすためにスワイプ速度が増加する傾向，
「注目対

記で述べた要件を満たす，ユーザが意識的に情報を入力す

象模索状態」の時間は減少する傾向が表れる．

ることなく，かつセンシングする環境の制限がない状況で

・記事に対して興味がある場合

ユーザの興味度合いを推定する手法を提案する．具体的に

閲覧している内容を深く理解しようとするため，スワイプ

は，Web ブラウジング中のタッチ操作ログをバックグラウ

速度は減少する傾向，
「注目対象模索状態」の時間は増加す

ンドで取得し，Web 上の記事に対するユーザの興味度合い

る傾向が表れる．

を推定する．そのため，次章では提案手法を満たすための

以上の仮説をふまえて，本研究では，タッチ操作のスワ

概要，Web ブラウジング中におけるタッチ操作の状態や取

イプ速度，注目対象模索状態と詳細情報獲得状態の違いに

得するデータについて定義する．

着目し，この 2 点を人の感情状態を推定する新たな特徴量

3. 提案手法

と見立て，興味度合いを推定する手法を提案する．

3.1 提案手法の概要

ルを作成する．そのため，事前にスワイプ速度の平均値（以

前章では，感情推定を行っている既存研究をあげ，既存

本手法では，まず興味度合いを推定するための回帰モデ
降，スワイプ平均速度）と「注目対象模索状態」を表す指

手法の問題点から本研究の提案手法を満たすための要件に

標（以降，注視時間の比率）を Web ブラウジング中のタッ

ついて定義した．本節では，その要件を満たす提案手法の

チ操作からバックグラウンドで取得する．タッチ操作ログ

c 2018 Information Processing Society of Japan
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からは，タッチしたときの座標や時間を取得することがで

スワイプ操作のみを対象とする．

きる．そこから，タッチ操作の移動距離を計算し，取得し
た時間からスワイプ速度を算出し，その平均値をスワイプ

3.3 取得する情報の種類

平均速度とする．次に注視時間の比率を算出するためにス

本研究では，3.1 節で述べた仮説の検証を行うためにス

ワイプ操作が行われた後，次のスワイプ操作が行われるま

ワイプ速度，どれくらい記事を注視していたかを表す注視

での時間（以降，タッチ間隔）を「注目対象模索状態」と

時間の比率を取得する．そのため，実装したロガーアプリ

「詳細情報獲得状態」を分類する閾値として用いる．具体

ケーションを用いて Web ブラウジング中のタッチ座標と

的には，人が会話やアプリケーション通知などの外的要因

時間から上記の特徴量を算出して取得する．スワイプ操作

によって Web ブラウジング中の状況を妨げられない場合，

の軌道は基本的に弧を描くため，スワイプ速度の算術式は

注視しているか否かの閾値を定義する．つまり，Web ブラ

式 (1) を用いる．
√
n−1 (xk+1 −xk )2 +(yk+1 −yk )2

ウジング中におけるタッチ間隔が閾値以上の状態を「詳細
情報獲得状態」とし，それ以外を「注目対象模索状態」と
する．この閾値以上の時間をすべて合計し，全体の閲覧時
間から割った比率を注視時間の比率とする．また，コンテ
ンツの閲覧を終えるたびにユーザの主観的な興味度合いを

V =

k=0

Tk+1 −Tk

n−1

[px/sec]

(1)

式 (1) の “n” は 1 挙動で取得されたデータ数である．

“T ” はスマートフォンをタッチしているときの時間であ

取得し，スワイプ平均速度，注視時間の比率と主観的な興

る．“x” はスマートフォンの横座標であり，“y” は縦座標

味度合いから回帰モデルを作成する．このスワイプ平均速

である．式 (1) はスワイプ操作の 1 挙動で得られるタッチ

度，注視時間の比率それぞれで作成した回帰モデルを用い

座標，時間の各点間隔ごとに速度を算出して最終的に全体

て，モデル作成後に測定したスワイプ平均速度と注視時間

の平均速度をそのスワイプ操作の速度としている．本研究

の比率を代入し，Web コンテンツ閲覧時におけるユーザの

では，1 記事を閲覧しているときの式 (1) で算術したスワ

興味度合いを推定する．

イプ速度の平均をスワイプ平均速度とする．

しかし，タッチ操作からは，上記以外にもスワイプ速度

注視時間の比率とは，タッチ間隔が閾値秒以上のデータ

の最小値や最大値といった特徴量を取得することができ，

を集計し，それを 1 記事全体の計測時間で割った比率であ

どの特徴量がコンテンツに対する興味の有無を推定するた

る．つまり，ユーザが記事に対してどれほど注視している

めに有効なのかを検証する必要がある．そのため，タッチ

かを表す比率である．算術式を式 (2) に示す．
n
tn
G = i=0 × 100 [%]
T

操作から取得できるデータの中で，どの特徴量が有効なの
かを決定したうえで，本提案手法の有用性を確認する．

(2)

式 (2) の “t” は閾値以上のタッチ間隔である．“n” はタッ

3.2 対象とするタッチ操作

チ間隔が閾値以上のデータ数である．“T ” は 1 記事全体の

前節の提案手法で対象とするタッチ操作について定義す

閲覧時間である．また，式 (1)，式 (2) の概要を図 1 に示

る．スマートフォンを操作する場合，タッチ操作の種類は

す．図 1 左側は 1 回のスワイプ操作におけるスワイプ速度

基本的にタッチ，スワイプ，フリック，ピンチイン・アウ

の算術例であり，右側は 1 記事を閲覧したときにおける注

ト，ローテートの 5 種類で構成されている．タッチとはス

視時間の比率の算術例である．

マートフォンの画面を単数指，または複数指でタップする

本研究では，上記で述べたスワイプ速度（最小，最大，

動作を指す．スワイプとは指で画面を特定方向へなぞる動

平均，分散），注視時間の比率と全体の閲覧時間の 6 つの

作を指す．フリックとは，キーボード入力の際に指を画面

特徴量を取得し，どの特徴量が有効なのかを確認したうえ

いずれかの方向に払う動作を指す．ピンチイン・アウトと
は，複数指を用いて画面内側から外側，もしくは外側から
内側へなぞる動作を指す．ローテートとは，複数指を画面
上で時計，もしくは反時計回りに回転する動作を指す．ま
た，スマートフォンを操作する姿勢としては，直立，着座，
仰向け，うつ伏せ，横寝，の 5 状態である．人が日常的に
行うスマートフォンの操作は上記 5 種類のタッチ操作と 5
状態の姿勢が組み合わさったうえで，かつ会話や食事など
の外的要因も混ざった複合的な状況で行われていると考え
られる．また，その中で Web ブラウジング中のタッチ操
作は基本的にタッチ，スワイプのみで構成されていると考

図 1 式 (1)，式 (2) の概要

えられる．そのため，本手法ではタッチ操作のうちタッチ，

Fig. 1 Formula (1), (2) outlines.
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表 1 タッチ操作ログから取得する特徴量

Table 1 The feature value about touch operation logs.
スワイプ速度
コンテンツの閲覧時間

最小

最大

平均

分散

全体の閲覧時間

注視時間の比率

で Web ブラウジング中におけるユーザの興味度合いと相
関が見られるかの検証を行い，提案手法の有効性を評価す

図 2 ロガーアプリケーションの概要

る．本研究でタッチ操作ログから取得する特徴量を表 1 に

Fig. 2 Logging application outlines.

示す．さらに，興味の度合いを取得するために本研究では
アンケート回答を用いる．

4. 実験
4.1 実験目的
本研究の実験目的は，タッチ操作ログをバックグラウン
ドで取得できるロガーアプリケーションを用いて，スワイ
プ速度，注視時間とユーザのアンケート回答結果から前章
で述べた仮説の検証を行うことである．具体的には，アン
ケート回答で興味がないと回答した場合，スワイプ平均速
度は高くなり，注視時間の比率は低くなる傾向，対照的に
興味があると回答した場合，スワイプ平均速度は低くなり，
注視時間の比率は高くなる傾向が表れるかの検証を行う．

4.2 実験手法
4.2.1 被験者について
被験者は 20 代の男性 10 名を対象にスマートフォンで

Web ブラウジングをしてもらい，記事を閲覧させた．ま
た，実験を行うにあたって，あらかじめ実験の流れ，ロガー
アプリケーションの操作方法と Web ブラウジングすると
きの制限を被験者全員に説明し，参加承諾をアンケート記
入時に書面で得た．

4.2.2 ロガーアプリケーション
次にロガーアプリケーションの概要について述べる．本
研究で開発したロガーアプリケーションは，Web ブラウザ
を表示した状態でタッチ操作ログをバックグラウンドで取
得し，CSV ファイルに書き出すアプリケーションである．
概要図を図 2 に示す．具体的には，図 2 左側の記事を選
択する項目画面でタップすると，図 2 右上側のような指定
された URL のページに遷移する．また，バックグラウン

出できるため選定した．今回の実験で閲覧した記事は被験
者に対して主観的に興味をいだきやすそうな記事とそうで
ない記事を無作為に抽出した．記事のジャンルとしては，
「雑学」，
「IT・ガジェット」，
「ビジネススキル」，
「ガール
ズ」
，
「おもしろ」の 5 つのジャンルである．本実験では上
記 5 つのジャンルからそれぞれ 10 個ずつ記事を抽出した．
さらに，閲覧する記事に対して被験者全員の事前知識の有
無によって，取得されるデータに影響を与えないように被
験者全員の事前知識がない記事のみを選定した．

4.2.4 興味度合い計測手法
本研究の興味度合い計測手法について述べる．人の興味
度合いを数値化するために計測する手法としてアンケート
回答を使用した．アンケートに関しては一般的な指標であ
る 7 段階の尺度を使用した．具体的には，Web 上の記事 1
つを読み終えるたび，記事に対する興味の度合いを獲得す
るために “−3”〜“3” の 7 段階の尺度を持ったアンケート
に回答してもらう．項目の内容はそれぞれ「とても興味が
ある (3)」
「まぁまぁ興味がある (2)」
「少し興味がある (1)」
「どちらでもない (0)」
「少し興味がない (−1)」「まぁまぁ
興味がない (−2)」
「とても興味がない (−3)」の 7 項目であ
る．上記のアンケートを使用してユーザの興味度合いを評
価する．
また，本実験の評価方法はロガーアプリケーションで取
得した記事 1 つを閲覧しているときのタッチ操作とアン
ケートの結果から相関関係の強さを確認するため，ピアソ
ンの積率相関係数を用いる．算術式を式 (3) に示す．
n
(xi − x)(yi − y)
n
rxy = n i=1
(3)
2
2
i=1 (xi − x)
i=1 (yi − y)

ドで図 2 右下側のようにスマートフォンの画面座標 [縦と

式 (3) の “n” はデータ数である．“x” と “y” は興味の度

横]，画面を押したときの時間，タッチした回数を取得す

合いと取得されたデータから相関を検証するため，アン

る．本研究の実装では Android 端末 Xperia ZL2 [15] にロ

ケート回答結果，スワイプ速度または注視時間の比率の値

ガーアプリケーションを導入した．

である．式 (3) は −1.0 から 1.0 の値をとり，負の値を示す

4.2.3 閲覧するコンテンツ

ときは負の相関があり，正の値を示すときは正の相関があ

本実験で扱う記事に関しては “Naver まとめ” サイト [16]

る．また，ピアソンの積率相関係数は絶対値が 0〜1.0 の尺

から抽出する．“Naver まとめサイト” とはキュレーショ

度であり，表 2 のギルフォードの経験則 [17] に基づくとピ

ンサイトであり，多様なジャンルの記事が網羅的にまとめ

アソンの積率相関係数の絶対値における相関の強さは「0〜

られている．そのため，様々な記事を容易かつ恣意的に抽

0.19」の間で「とても弱い相関」，
「0.20〜0.39」の間で「弱
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ギルフォードの経験則に基づいた相関係数の解釈

Table 2 Rule of thumb for interpreting the size of a correlation
coeﬃcient.
Size of Correlation

Interpretation

.90 to 1.00 (−.90 to −1.00)

Very high positive (negative)
correlation
High positive (negative)
correlation
Moderate positive (negative)
correlation
Low positive (negative)
correlation

.70 to .90 (−.70 to −.90)
.50 to .70 (−.50 to −.70)
.30 to .50 (−.30 to −.50)
.00 to .30 (−.00 to −.30)

Little if any correlation

図 3 被験者全体のアンケート回答結果

Fig. 3 The result of questionnaire in participants.

い相関」
，
「0.40〜0.59」の間で「ある程度の相関」
，
「0.60〜

0.79」の間で「強い相関」，
「0.80〜1.0」の間で「とても強い
相関」の 5 段階指標である．本研究では上記の指標を用いて
タッチ操作とユーザの興味度合いの相関について検証する．

4.2.5 実験順序
本実験の流れとして，被験者には，あらかじめ選定され
た記事 10 個を連続的に読ませた．その際，記事 1 つを読み
終えるたびに被験者はアンケート回答を行った．上記の手
順をふまえたうえで，被験者に Web ブラウジングしてもら

図 4 各被験者のアンケート回答結果

い，被験者 1 名につき，1 セット 10 サンプルで合計 5 セッ

Fig. 4 The result of questionnaire of per participant.

トを試行した．また，5 セットの順番に関しては被験者ごと
に無作為である．さらに，今回の実験では仮説検証のため，

する閾値を，ピアソン積立相関係数を平方した値である寄

他者との会話や姿勢，操作する指などの外的要因が取得さ

与率を用いて決定した．寄与率とは，標本値から算出した

れるタッチ操作のデータにできるだけ影響を与えないよう

回帰式のあてはまりの良さを表している指標である．たと

に実験環境を統一した．具体的には，他者との会話をしな

えば，寄与率が 70[%] だった場合，標本値 x と y には 70[%]

い状態で，一般的な姿勢である着座姿勢，操作する指は被験

の関連性があるといった解釈となる．被験者全体の閾値ご

者全員の利き手が右だったので，一般的な操作指である右

とにおける注視時間の比率とアンケート間の寄与率の推移

手親指のみに固定してもらい，Web ブラウジングを行った．

は図 5 のようになった．注視時間の比率を算出するため

5. 結果
5.1 アンケートの記入結果

の閾値は，0.1 秒から 2.0 秒までの 0.1 秒間隔，2.0 秒から

10 秒の 1 秒間隔ごとに変動させた．縦軸が寄与率 [%] であ
り，横軸が注視時間の比率の閾値 [s] である．図 5 による

本実験で被験者 10 名が回答した 7 段階指標のアンケー

と，0.1 秒から 0.6 秒の間に急激に寄与率が減少しているの

ト結果は図 3 のようになった．縦軸がアンケートの回答数

が分かる．またそれ以降は寄与率が上昇し，1.2 秒を境に

で横軸がアンケートの興味度合いの数値である．合計 500

90[%] の寄与率を表しているのが分かる．その後，2.0 秒以

サンプルのうち，「とても興味がない (−3)」と回答した数

降に緩やかに寄与率が下がっていることが分かる．この理

25 が最も少なく，
「少し興味がある (1)」と回答した数 132

由として，タッチ操作を行い，スマートフォン画面の表示

が最も多い結果となった．また，
「興味がない」
，
「どちらで

が切り替わった後に人が画面に再度注視するという視線動

もない」
，
「興味がある」3 項目の合計で比較すると「興味が

作のズレが考えられる．戸田らの関連研究では，2 m 先の

ない」に該当する −3 から −1 の値に回答した数は 119 と

ディスプレイに表示された絵を見てその内容を記憶するタ

なった．
「どちらでもない」に該当する 0 の値に回答した

スクにおいて閾値を設定している．対照的に本研究のタス

数は 45 となった．さらに，
「興味がある」に該当する 1 か

クにおいては，関連研究より近距離であるスマートフォン

ら 3 の値に回答した数は 336 となり，比較的に興味をいだ

の画面における注視に閾値を設定している．今回の場合，

いた回答が多い傾向となった．また，各被験者のアンケー

タッチ操作を行い，画面が切り替わるたびにコンテンツを

ト結果を図 4 に示す．

閲覧するという視線動作のズレが，距離の異なる関連研究
で設定された閾値においても有効に寄与していると考えら

5.2 閾値の決定
提案手法で述べた注視時間の比率を算出するために設定
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表 4

全体の閲覧時間，注視時間の比率とアンケート結果に対するそ
れぞれの寄与率の結果

Table 4 Value of contribution rate of per participant.

図 5 被験者全体の閾値ごとにおける注視時間の比率とアンケート
間の寄与率推移

Fig. 5 The result of value of contribution rate of per threshold.

2
rqt

2
rqg

partipant1

0.670

0.832

partipant2

0.587

0.221

partipant3

0.936

0.979

partipant4

0.700

0.872

partipant5

0.819

0.911

partipant6

0.225

0.860

partipant7

0.0748

0.00106

partipant8

0.411

0.489

partipant9

0.789

0.824

partipant10

0.868

0.687

all participants

0.876

0.915

表 3 スワイプ速度（最小，最大，平均，分散）とアンケート結果に
対するそれぞれの寄与率の結果

Table 3 Value of contribution rate of per participant.
2
rqvmin

2
rqvmax

2
rqvave

2
rqvvar

5.4 注視時間の検証結果
提案手法で述べた注視時間の有効性について，全体の閲

partipant1

0.389

0.689

0.843

0.801

覧時間と注視時間の比率についてそれぞれでアンケート

partipant2

0.575

0.704

0.584

0.719

結果との関係から寄与率を用いて検証した．全体の閲覧時

partipant3

0.0162

0.956

0.885

0.840

partipant4

0.863

0.483

0.666

0.652

partipant5

0.0474

0.796

0.730

0.690

partipant6

0.103

0.499

0.366

0.829

2
出した寄与率では，被験者 3 の寄与率 rqg
が 97.9[%] と最

partipant7

0.532

0.0151

0.262

0.123

2
も高い値を示し，被験者 7 の寄与率 rqg
が 0.1[%] と最も低

partipant8

0.376

0.302

0.621

0.560

い値を示した．また，被験者全体で算出した寄与率では，

partipant9

0.456

0.00180

0.522

0.0505

partipant10

0.00456

0.224

0.941

0.770

2
注視時間の比率とアンケート結果の寄与率 rqg
の方が 1 つ

all participants

0.0709

0.869

0.865

0.798

間，注視時間の比率，アンケート結果に対するそれぞれの
2
2
寄与率（rqt
，rqg
）は表 4 のようになった．各被験者で算

のコンテンツに対する全体の閲覧時間とアンケート結果の
2
寄与率 rqt
よりも高い関連性を示しているのが分かる．

トフォンから Web コンテンツを閲覧している場合，コン
テンツに対して注視しているか否かを識別する閾値では，

1.2 秒は有効な値となると考えられる．

5.5 各特徴量の有効性に対する考察
3.3 節で述べたタッチ操作から取得できるデータの中で，
各特徴量の有効性に対する考察を述べる．スワイプ速度に

以上より，注視時間の比率を算出するための注視してい

関しては，被験者全体の寄与率で比較した場合，スワイプ速
2
度の最大値とアンケート結果から算出した寄与率 rqvmax
が

るか否かを判別する閾値は 1.2 秒以上とする．

2
最も高い値を示した．しかし，各被験者で算出した rqvmax

5.3 スワイプ速度の検証結果

では，被験者 7，9 に対して有効性を確認することができな

提案手法で述べたスワイプ速度の有効性について，スワ

かった．一方で，被験者全体の中で 2 番目に高い寄与率を

イプ速度から算出される 4 つの特徴量（最小，最大，平均，

2
2
示した rqvave
に関しては，各被験者で算出した rqvave
にお

分散）について，それぞれでアンケート結果との関係から

2
いても，被験者 1，4，7，8，9，10 の 6 名に対して rqvmax

寄与率を用いて検証した．スワイプ速度（最小，最大，平

2
2
の寄与率より優位な値を示しており，かつ rqvmin
，rqvvar

均，分散）とアンケート結果に対するそれぞれの寄与率

と比較した場合でも過半数以上が優位な寄与率を示してい

2
2
2
2
（rqvmin
，rqvmax
，rqvave
，rqvvar
）は表

3 のようになった．

る．これは，速度の最小値や最大値といった瞬間的に計測

2
各被験者で算出した寄与率では，被験者 3 の寄与率 rqvmax

される値よりも平均値の方がコンテンツに対する興味の有

2
rqvmax

無に対して関連性があるといえる．また，注視時間に関し

が 0.18[%] と最も低い値を示した．また，被験者全体で算

ては，1 つのコンテンツに対する全体の閲覧時間よりも注

出した寄与率では，スワイプ速度の最大値とアンケート結

2
視時間の比率とアンケート結果から算出した寄与率 rqg
が

が 95.6[%] と最も高い値を示し，被験者 9 の寄与率

果の寄与率

2
rqvmax

が 86[%] と最も高い関連性を示し，ス

ワイプ速度の最小値とアンケート結果の寄与率

2
rqvmin

7[%] と最も低い関連性を示しているのが分かる．
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が

被験者 1，3，4，5，6，8，9 の 7 名に対して寄与率が優位
2
であり，かつ被験者全体で算出した寄与率においても，rqg

がより関連性があるといえる．これは，単純に閲覧してい
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図 7

各被験者のスワイプ平均速度

各被験者の注視時間の比率

Fig. 6 The result of swipe average speed every participants.

Fig. 7 The result of gaze time ratio every participants.

る時間を特徴量とするよりも，5.2 節で定義した閾値を用

数値を多く計測している．この要因として，アンケート回

いて算出した注視時間の比率の方が，コンテンツに対する

答で興味がないに該当する回答数（−3 から −1）が 24 個

興味の有無に対して関連性があるといえる．よって，本研

であり，特にとても興味がない（−3）に該当する回答数が

究の提案手法では，タッチ操作からユーザの興味度合いを

12 個と被験者全体で最も多いことが考えられる．つまり，

推定するために有効性のある特徴量として，各被験者，全

記事に対して興味がないため，スワイプ速度が増加してい

体の被験者双方の寄与率の高さから，注視時間の比率とス

る傾向が他の被験者よりも頻繁にでている可能性があると

ワイプ平均速度の 2 つに着目し，ユーザの興味度合いとの

推測できる．さらに注視時間の比率では，被験者 2 の値が

相関を検証する．

全体的に低い理由として，個人の操作特徴が存在すると考
えられる．今回の場合，Web ブラウジング中の操作特徴と

5.6 スワイプ平均速度の結果

してスワイプ操作後に記事を読む場合とスワイプ操作をし

各被験者の記事 1 つを閲覧しているときの平均スワイ

ながら記事を読む場合の 2 つが考えられる．この後者の操

プ速度は図 6 のようになった．縦軸がスワイプ平均速度

作特徴としては，小刻みに短い間隔でスワイプ操作をする

[px/sec] であり，横軸が各被験者の番号となっている．デー

ため，スワイプ平均速度の値は低い傾向でかつ操作と同時

タ数は各被験者につき 50 サンプルのデータを取得してい

に注視しているため，注視時間の比率は極端に低くなると

るため，合計で 500 サンプルである．今回の実験では，取

考えられる．このことから，被験者 2 はスワイプ操作をし

得されたデータ全体のなかでスワイプ平均速度の最大値は

ながら記事を閲覧していたと推測できる．実験結果として

被験者 3 の 5,365.550 [px/sec] であり，最小値は被験者 2 の

も被験者 2 の注視時間の比率に関しては他の被験者と比較

451.551 [px/sec] となった．また，被験者 3 が他の被験者と

して極端に低い値を観測しているのが分かる．以上の結果

比較して全体的に高い値を計測した．さらに，計測された

から，タッチ操作とユーザの興味度合いについて相関の有

スワイプ平均速度は，ほとんどの被験者が 0 [px/sec] から

無を検証する必要がある．

3,000 [px/sec] までの値で計測されたことが分かる．

6. 評価

5.7 注視時間の比率の結果

6.1 評価目的

各被験者の記事 1 つを閲覧しているときの注視時間の比

本研究の評価目的は，実験で得られたスワイプ平均速度，

率は図 7 となった．縦軸が注視時間の比率 [%] であり，横

注視時間の比率と被験者のアンケート回答結果から相関係

軸が各被験者の番号となっている．データ数はスワイプ平

数の強さを確認してタッチ操作と興味の度合いについて相

均速度と同様に 500 サンプルである．今回の実験では，ス

関の有無を検証することである．

ワイプ平均速度と同様に被験者 3 が最大値 86.8[%] を示し，
被験者 2，5，6，8，9 の 5 名が最小値 0[%] となった．計
測された比率は，被験者 2 を除いてほとんどが，0[%] から

80[%] の間で幅広く観測されたことが分かる．

6.2 評価結果
本研究で提案した手法の評価としてギルフォードの経験
則に基づいたピアソン積率相関係数の値を用いてタッチ操
作とユーザの興味度合いについて，相関の強さを検証した．

5.8 2 つの特徴量の考察
5.5 節で設定した特徴量の考察について述べる．スワイ
プ平均速度の値では，被験者 3 が他の被験者と比べて高い
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また，相関係数の有意性を示すため t 検定を用いて検証し
た．アンケート結果とスワイプ平均速度の関係は図 8 の
ようになった．縦軸がスワイプ平均速度 [px/sec] であり，
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表 5

スワイプ平均速度，注視時間の比率，アンケート結果それぞれ
の相関係数の結果

Table 5 The relationship between swipe average speed and
gaze time ratio in participants.

図 8

rqv

rqg

all participants

−0.930

0.956

p-value

p < 0.05

p < 0.05

被験者全体のスワイプ平均速度とアンケートの関係

Fig. 8 The relationship between swipe average speed in participants and result of questionnaire.

図 10 各被験者のスワイプ平均速度とアンケートの関係

Fig. 10 The result of swipe average speed of per participants.
図 9

被験者全体の注視時間の比率とアンケートの関係

Fig. 9 The relationship between gaze time ratio in participants
and result of questionnaire.

横軸がアンケートの興味度合いの数値である．また，グラ
フにプロットされているスワイプ平均速度の値は，各被験
者のアンケート回答の数値に対応した値で平均を算出した
ものである．図 8 の散布図によると，アンケートの値が

“−1” から “−3” に下がるにつれ，平均速度の値が大きく
なり，対照的にアンケートの値が “1” から “3” に上がるに
つれ，平均速度の値が小さくなっているのが分かる．
アンケート結果と注視時間の比率の関係は図 9 のよう

図 11 各被験者の注視時間の比率とアンケートの関係

Fig. 11 The result of gaze time ratio of per participants.

になった．縦軸が注視時間の比率 [%] であり，横軸がアン
ケートの興味度合いの数値である．図 9 の散布図による

でアンケート結果に対応した値で平均を算出したもので

と，アンケートの値が “−1” から “−3” に下がるにつれ，記

ある．

事 1 つの閲覧時間に対する注視時間の比率が小さくなり，

アンケート結果と注視時間の比率の関係は図 11 のよう

対照的にアンケートの値が “1” から “3” に上がるにつれ，

になった．縦軸が注視時間の比率 [%] であり，横軸がアン

比率が大きくなっているのが分かる．

ケートの興味度合いの数値である．また，プロットされて

また，被験者全体のスワイプ平均速度，注視時間の比率，

いる値は，図 10 同様に各被験者それぞれでアンケート結

アンケート結果それぞれに対応した相関係数の結果は表 5

果に対応した値で平均を算出したものである．図 11 によ

のようになった．表 5 によると，スワイプ平均速度とアン

ると，各被験者で値のばらつきが見られ，個人差があると

ケート結果の相関係数 rqv はギルフォードの経験則に基づ

分かる．さらに，各被験者のスワイプ平均速度，注視時間

くと「とても強い負の相関」を示しており，注視時間の比

の比率，アンケート結果それぞれに対応した相関係数の結

率とアンケート結果の相関係数 rqg は「とても強い正の相

果は表 6 のようになった．表 6 では，ギルフォードの経

関」を示した．

験則に基づくとスワイプ平均速度とアンケート結果の相関

次に各被験者のアンケート結果とスワイプ平均速度の

係数 rqv は，被験者 3 名に対して「とても強い負の相関」

関係は図 10 のようになった．縦軸がスワイプ平均速度

を示した．また，残りの 7 名に対しても 5 名が「強い負の

[px/sec] であり，横軸がアンケートの興味度合いの数値で

相関」
，2 名が「ある程度の負の相関」を示したため，強い

ある．また，プロットされている値は，各被験者それぞれ

相関が被験者全体で表れていることが分かる．また，注視
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各被験者の相関係数の結果

Table 6 Absolute value of correlation coeﬃcients every participants.

上記より，実験で得られたタッチ操作ログとユーザの興
味度合いについて，スワイプ平均速度，注視時間の比率と
ユーザの興味度合いについて何らかの因果関係があるとい

rqv

rqg

える．そのため，今回得られた知見は，Web ブラウジング

partipant1

−0.918

0.912

−0.764

中におけるユーザの興味状態を推定するための回帰モデル

partipant2

0.470

partipant3

−0.941

0.990

partipant4

−0.816

0.934

partipant5

−0.854

0.954

を読む場合とスワイプ操作をしながら記事を読む場合の 2

partipant6

−0.605

0.928

パターンで分類し，各人で個別の回帰モデルを作成するこ

partipant7

−0.512

0.0326

とが妥当であると考えられる．また，注視時間の比率に関

partipant8

−0.788

0.699

−0.722

しても同様に，個人ごとで特徴に大きく差が出るため，各

partipant9

0.907

partipant10

−0.970

0.829

p-value

p < 0.05

p < 0.05

に応用が期待できると考えられる．その場合，スワイプ平
均速度に関しては，5.8 節で述べたスワイプ操作後に記事

人で個別の回帰モデルを作成することが妥当であると考え
られる．また，今回の実験では被験者によって，スワイプ
平均速度もしくは注視時間の比率のいずれか 1 つで推定す
る場合，被験者 7 のように 1 つの特徴量では相関が表れな

時間の比率とアンケート結果の相関係数 rqg は，被験者 6

かったユーザが確認されたため，スワイプ平均速度，注視

名に対して「とても強い正の相関」を示したが，残りの 4

時間の比率の 2 つを利用することでユーザの特徴が取得可

名に対して「強い正の相関」が 1 名，
「ある程度の正の相

能になると考えられる．以上をふまえて，ユーザ全体から

関」が 1 名，
「弱い正の相関」が 1 名，また被験者 7 に対し

取得された値で作成する回帰モデルと各ユーザで作成する

ては「とても弱い相関」となり，相関が確認されなかった

回帰モデルからどちらがより有用性のある推定モデルなの

が，多くの被験者に強い相関が表れていることが分かる．

か，かつ実際の推定率を今後検証する必要がある．また，
既存研究では，顔ら [18] がスマートフォン画面における

6.3 評価結果の考察

商品リストの最適化手法としてタッチ操作のスワイプ平均

次に，本実験で得られた相関係数の考察について述べ

速度と閲覧時間を用いて機械学習し，商品リストの未読部

る．被験者全体のデータから算出した相関係数では，ギル

分を動的に最適化する手法を提案している．本研究も同様

フォードの経験則に基づくと，それぞれ「とても強い相関」

に，タッチ操作に着目しているが，既存の手法に加えて，

を示した．これは，相関係数 rqv に関しては強い負の相関

興味の状態を 7 段階に分類したうえでタッチ操作ログと興

を示しており，3.1 節の仮説で述べたような被験者が閲覧

味度合いの相関を検証し，タッチ間隔の閾値 1.2 [s] を用い

している記事に対して興味の度合いが強い場合，弱い場合

て算出した注視時間の比率という新しい特徴量が閲覧時間

と比較してスワイプ平均速度が遅くなるといった減少傾向

よりも興味度合いと相関があることを検証した．

がしっかりと表れているといえる．また，相関係数 rqg は
とても強い正の相関を示しているので，同様に 3.1 節で述

7. 結論

べたような興味の度合いが強い場合は，弱い場合と比較し

本稿で得られた知見について述べる．本研究では，日常

て注視時間の比率が大きくなるといった増加傾向が表れて

生活におけるスマートフォンのタッチ操作から人の様々な

いるといえる．

感情状態を推定する最初の試みとして，Web ブラウジング

しかし，各被験者で相関係数を算出すると，相関係数 rqv

中のタッチ操作に着目し，既存研究で定義されている「注

については，各被験者によって相関の強さがばらばらであ

目対象模索状態」と「詳細情報獲得状態」の 2 状態，スワ

る．これは，取得するサンプル数の問題も考えられるが，

イプ平均速度の増減による特徴を用いて，ユーザの興味度

被験者の操作特徴によって差異が生じていると考えられる．

合いを推定する手法を提案した．実験では，記事を閲覧し

また，傾向に関しては各被験者が負の相関を示しており，

ているときのタッチ操作ログとアンケート回答から相関関

3.1 節の傾向がしっかりと表れていることが分かる．さら

係の有無を検証した．その結果，記事を閲覧しているとき

に相関係数 rqg については，各被験者で値の分布にばらつ

のスワイプ平均速度，注視時間の比率とユーザの興味度合

きがみられるため，スワイプ平均速度同様に個人の特徴に

いにおいて，複数名に対して強い相関が示された．そのた

よって値が変動すると考えられる．また，被験者 7 の rqg

め，本研究の提案手法はユーザの興味度合いを推定するの

に関しては相関がみられなかったが，これは被験者 7 のア

に有効性があるといえる．しかし，今回の実験では，被験

ンケート結果において，
「まぁまぁ興味がない（−2）
」に該

者には操作体系（操作する指，姿勢）を統一してもらい，会

当する回答が 1 つでありデータとしての外れ値を観測した

話などの外的要因を極力取り除いた限定的な環境だったた

ため，極端に低い相関係数を算出していると推測できる．

め，実環境における前後のコンテキストを意識したデータ
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計測を行う必要がある．そのため，今後の課題として様々
な操作体系（操作する指，姿勢）における実験，計測可能

，Vol.8,
化手法，情報処理学会論文誌データベース（TOD）
No.4, pp.1–15 (2015).

なデータの検討や今回の実験で得られたデータから推定モ
デルを作成し実装するといったものが考えられる．

加藤 勇太 （学生会員）
参考文献
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]
[17]
[18]

Statista number of smartphone users worldwide form
2014 to 2020 (in billions), available from https://www.
statista.com/statistics/330695/number-of-smartphoneusers-worldwide/.
Nielsen, available from http://www.netratings.co.jp/
news release/2015/05/Newsrelease20150526.html.
伊藤 拓，深澤祐介，沖村 宰，山下祐一，前田貴記，太田
順：スマートフォンセンサログとアプリ履歴からの不
安度予測モデルの構築，Vol.2017-UBI-53, No.55, pp.1–8
(2017).
酒造正樹，荒川 豊，下地貴明，柴崎 望：音声に基づ
く気分情報の取得とその提示手法，DOCMAS, No.B302
(Mar. 2014).
山田健一朗，納富一宏，斎藤恵一：スマートフォン操作
時における行動的特徴量を利用した個人識別手法，バイ
オメディカル・ファジィ・システム学会誌，Vol.16, No.1,
pp.41–48 (2014).
青木良輔，橋本 遼，瀬古俊一，片岡泰之，井原雅行，渡辺
昌洋，小林 透：Drag & Flick：タッチスクリーンを用
いた視覚障がい者向け文字入力方式，情報処理学会イン
タラクション 2013，p.13, INT010 (2013).
角田啓介，江口佳那，吉田和広，渡部智樹，水野 理：心
拍と呼吸を用いたコンテンツ視聴による気分変化の推定：
コメディ視聴における検討，情報処理学会論文誌，Vol.7,
No.1, pp.44–52 (2017).
米倉慎哉，梶原祐輔，島川博光：メンタルヘルスケアの
ための情動体験を考慮した気分予測，FIT2016（第 15 回
情報科学技術フォーラム）
，J-012, pp.285–290 (2016).
水戸大輔，伊藤雅人，福添孝明，渡邊 睦：人物内部状態
推定のための目状態自動認識における脳波との関連性解
析，情報処理学会論文誌，Vol.48, No.SIG 1(CVIM 17),
pp.48–52 (2007).
福井博章，田村宏樹，田中 寿，淡野公一：単一加速度セン
サを用いた感情識別，IEICE Technical Report, Nonlinear
Problems, Vol.108, No.389, pp.109–114 (2009).
Nazmul, A.F.M., Nahin, H., Alam, J.M. and Mahmud,
H.: Identifying emotion by keystroke dynamics and text
pattern analysis, Journal Behaviour & Information Technology, Vol.33, pp.987–996 (2014).
坂野太亮，木川貴博，杉本雅則，楠 房子，稲垣成哲，溝
口 博：話者の感情表示コンテンツに向けた感情音声認
識技術に関する研究，Vol.2017-DCC-15, No.43, pp.1–4
(2017).
Fujisawa, K. and Aihara, K.: Estimation of Interest
from Physical Actions Captured by Familiar User Device, Human-computer interaction series, pp.187–195
(2011).
戸田真人，鷲見和彦，松山隆司：装着型視覚センサを用
いた注目対象映像の獲得と理解，画像の認識理解シンポ
ジウム MIRU2005，IS4-150, pp.1388–1395 (2005).
Xperia ZL2, available from http://www.sonymobile.co.
jp/xperia/au/sol25/
Naver まとめ，入手先 https://matome.naver.jp/.
Guilford, J.P.: Fundamental statistics in psychology and
education, 3rd ed., McGraw-Hill, New York (1956).
顔 洪，牛尼剛聡：スマートフォンでの効率的な商品選別
を目的としたユーザの振る舞いに基づく閲覧リスト最適

c 2018 Information Processing Society of Japan


1993 年生．2016 年富山県立大学工学
部情報システム工学科卒業．現在，富
山県立大学大学院情報システム工学専
攻博士前期課程在学中．

岩本 健嗣 （正会員）
2005 年慶應義塾大学より博士（政策・
メディア）．現在，富山県立大学工学
部電子・情報工学科准教授．ユビキタ
スコンピューティング，屋内位置情
報，センサ応用アプリケーション等の
研究に従事．電子情報通信学会会員．

松本 三千人 （正会員）
1977 年九州大学大学院電気工学専攻
修士課程修了．同年日本電信電話公社
（現，NTT）入社．1999 年（財）九州
システム情報技術研究所研究室長．主
に，生活支援に関わる IT の利活用技
術に関する研究開発を実施．2006 年
富山県立大学工学部情報システム工学科教授．ユビキタス
ネット社会における生活支援技術に関する研究開発を行っ
ている．電子情報通信学会会員．工学博士．本会シニア
会員．

518

