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原著論文

畳み込みニューラルネットワークを使った授業映像中
の聴講者の状態推定システムの構築と特徴量獲得

に関する検討†

島田 大樹∗・彌冨 仁∗

高等教育の質に対する社会的関心は高く，faculty development（FD）という授業改善活動が広く行われている．FD の
ための教員への授業のフィードバック手段として，聴講者の受講状態を解析する工学的アプローチが存在する．カメラに
よって撮影された映像から聴講者の状態を解析する手法は，コストや聴講者への影響の面から，教育現場への導入可能性
が高い．しかしこれまでの映像解析の試みでは，状況の多様性に対応できる効果的な特徴量が明らかでなく，またそれら
の設計が十分でなかった. そのため，利用できる場面は限られていた．本研究では，聴講者の状態推定課題をパターン認
識系と解釈し，機械学習の枠組みで特徴量獲得を行う convolutional neural networks（CNN）を用いた聴講者の状態推定シ
ステムを提案する．そして，CNN を識別器として用いる際に抱える問題を取り上げ，提案システムが学習により獲得し
た特徴量について議論を行う．様々な環境で撮影された映像データについて性能評価実験を行った結果，提案システムは
聴講者の検出性能で適合率が 84.8%，再現率が 61.8%，全状態の平均正答率で 72.8%を達成した．CNNによる聴講者の
状態推定は，学習データ数を制限した問題設定においても高い性能を示し，聴講者に関わる特徴を効率的に獲得すること
が示唆された．
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1. まえがき
高等教育機関において，授業の教育効果改善を目的とした

faculty development （FD）や staff development（SD）が義務
化されたことをはじめとし，高等教育の質に対する社会的関心
は高い [1]．FD や SD で広く行われている手法は学生へのア
ンケートや研修への参加であり，教員相互による授業の評価の
ような，授業を行う立場から該当授業に関して評価や振り返り
が行われているケースは少ない [2]．また，近年では情報技術
の高等教育現場への適用が活発に行われており，遠隔授業配信
や大規模公開オンライン講座といった，授業映像を撮影する試
みが行われている [3]．撮影される授業映像は教員による授業
評価にも用いることが期待されるが，視聴に時間がかかるため
に，視聴者へ負担を強いる．そこで，授業中の聴講者の状態お
よび行動を記録することにより，授業の雰囲気や聴講者の集中
度合いを自動的に推定し，効率的に教員へ有益なフィードバッ
クを行う研究がなされている [4–8]．
授業の雰囲気や聴講者の集中度合いの自動的推定手法は複数
提案されているが，多くはセンサを教室に設置，あるいは聴講
者に配布し，記録されたセンサ情報から状態推定を行うもので
ある．聴講者一人ひとりの挙動把握のためにセンサの設置が必
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要な場合 [4]や，聴講者に特定の学習器具の使用を強いる場合
[5] では，聴講者の行動や状態を緻密に取得できるが，導入に
コストがかかる上に聴講者の学習を妨げる可能性がある．一方
で，カメラで撮影された聴講者群の映像から，聴講者の状態や
授業の雰囲気を推定する手法 [6-8]は，オクルージョンや被写
体との距離によって得られる情報の質が変動するものの，カメ
ラを設置するコストが比較的低く，実用性の高いものである．
映像から聴講者の状態や授業の雰囲気を推定するためには，

パターン認識の観点より，識別対象を説明することができる特
徴量について，検討する必要がある．カメラから得られる情報
は撮影される環境，特に教室を撮影した映像においては，聴講
者の衣服の違い・行動・動作による要因（聴講者要因）と，教室
ごとの座席や机のレイアウト，照明条件などの環境，状態の違
いによる要因（環境要因）に強く影響を受ける．環境のばらつ
きの大きさによる困難から，すでに提案されている手法は，教
室全体の雰囲気推定にとどまるもの [6, 7]，特定の教室・授業
に対する適用に限定しているもの [7]，人手による注目領域の
選択を必要とするもの [8]など実用面で課題の残るものとなっ
ていた．また，これらの状態推定手法は，映像から我々が解釈
できる動作や状態（フレーム間の輝度変動率が大きい，聴講者
が上を向いている）を推定した上で，それらを特徴量として識
別器で状態推定を行っている．しかし，これらの解釈可能な特
徴量は，実際にどれほど聴講者の行動情報を的確に表現してい
るか不明であり，この点は文献 [7]でも指摘されている．従来
の画像認識において用いられる，Haar-like特徴 [9, 10]や SIFT
[11]，HOG [12] といった特徴量についても，これらの特徴量
自身が聴講者の状態を表現しないことから，モデルの解釈が難
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しいという問題点が存在する．多様な環境に適用できる推定手
法を実現するためには，数多くの環境で普遍的な特徴量を取り
出し，聴講者や教室の状態推定モデルを構築する必要があると
考えられる．
大量のデータから普遍的な特徴量を取り出す手法として

deep learning という方法論が提案されている [14]．特に画像
認識分野では，生物の初期視覚神経回路モデル [15] から発展
した，convolutional neural networks（CNN）[16]という局所的
な特徴量抽出処理を階層的に施す neural network（NN）モデル
が画像認識分野の分類 [16, 17]，領域分割 [18]，物体検出 [19]
といった課題で高い性能を示している．CNNは最適化を誤差
逆伝播法（back propagation; BP）によって行うが，10層以上
の超多層ネットワークでも学習データへの工夫 [20] や活性化
関数 [21]，正規化処理 [22] によって誤差勾配の消失や過適合
を起こすことなく，課題に応じて識別のために必要な画像特徴
を自動的に抽出することが知られている．これによって画像の
印象深さの推定 [23]や，画像から受ける感情の分析 [24]など，
抽象度が高く特徴量設計が困難なタスクで高い性能を達成する
ことが明らかになっている．同様に，本研究で扱う聴講者の集
中度合いは，それに関係する特徴を設計することに限界が存在
すると考えられる．したがって本論文では，授業における聴講
者の状態推定システムに CNN の学習能力を利用することで，
聴講者の画像からその状態推定に必要かつ普遍的な特徴量をそ
の学習により獲得し，その問題を克服できることを示す．
本論文では，続いて CNNを識別器として用いる際に共通し
て抱える問題にスポットを当て，提案システムが学習により
獲得した特徴量について議論を行う．前述の通り，認識のため
の適切な特徴量の設計および獲得は最も重要な課題の 1 つで
ある．しかし CNNは特徴量抽出過程と認識過程を一連の動作
で行うため，獲得した特徴量の定量的な評価が難しい．また，
CNN を用いた認識問題において，汎用性の高い，つまり過学
習を抑制したシステムを構築するためには，大量の学習画像が
必要であり，そのための正解データ（ラベル）の付与には多大
なコストがかかる．大規模な学習が必要でありながら，学習の
ための正解付きデータが少量しか得られないとき，これらと大
量のラベルが未知のデータを用いて学習を行い，未知のラベ
ルを推定する「半教師あり学習」が近年広く利用されるように
なってきた．
半教師あり学習を実現する代表的な手法として，label-

propagation（LP）[25]や label-spreading（LS）[26]が提案され
ている．どちらも，各データをグラフのノードとし，データ間
の類似度をグラフのエッジの重みとするグラフベース手法であ
る．本論文では，限られた数の正解付きデータのみを用いて，
これらの手法と CNNを用いた状態推定性能の比較を行うこと
で，CNNが獲得した特徴量の有効性を議論する．

2. 聴講者の状態推定システム
提案する聴講者の状態推定システムの全体を図 1に示す．シ
ステムへの入力は，任意のカメラで教室前方から後方に向かっ
て撮影された映像（授業映像）とし，出力は検出された各聴講
者の授業に対する「集中」，「非集中」，「聴講者不在」の 3種類

図 1 聴講者の状態推定システムの全体

の状態ラベルである．
聴講者の状態を推定するためには，聴講者を検出する必要が

あるが，検出から推定までを全て CNNで行うには多大な計算
量が伴い現実的とは言い難い．このような問題に対しては，高
速な画像処理手法を用いて一定数の候補領域を検出し，各候補
領域に対して CNNの推定を行う手法が Girshickらによって提
案されている [19]．本研究では，この Girshick らの物体検出
システムの枠組みで聴講者の状態推定システムを構築すること
を検討する．
システムは，(1)聴講者候補領域（candidate location of audi-

ences; CLAs）検出部と (2)状態推定部から構成される．(1)の
CLAs検出部は，後述する主に既存の画像処理技術の組み合わ
せにより暫定的な聴講者の検出処理を行い，続く CNNを用い
た (2)の状態推定部で，聴講者状態推定結果を出力する．

CLAs検出部において，聴講者の検出に誤り（過検出（false
positive; FP），未検出（false negative; FN））が発生した場合，
後の処理に悪影響を及ぼす．今回用いる階層的な処理において
FN となった領域の訂正を後の処理で行うことは不可能だが，
FPの CLAsについては後の処理で誤りであったことが判明す
ればその場で却下すれば良い．そのため，ここでは明らかな聴
講者でない領域を排除してある程度 FPを許容しつつ，できる
だけ FN がないように処理を行う．後の状態推定部において，
聴講者の存在判断を状態推定処理と同時に行うことで CNNに
よる状態推定部を含めた聴講者検出を実現し，この問題を解決
する．

2.1 聴講者候補領域（CLAs）検出部
CLAs 検出部では，入力される授業映像を一定時間毎にサ

ンプルし，(i) サンプルされたフレームから仮聴講者候補領域
（pre-CLAs）検出を行った後，(ii) pre-CLAsについて聴講者の
体勢の変化や同一聴講者に対する検出を統合し CLAsとして検
出する．以下に，授業映像からのフレームサンプル，pre-CLAs
の検出と領域統合処理について述べる．

2.1.1 授業映像からのフレームサンプル
授業映像から pre-CLAs を得るために，映像を構成するフ
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レームをサンプルする．この処理では，一定時間間隔 τ(sec.)
でフレームサンプルを行い，聴講者検出のために T 枚の過去フ
レームとともに保持する．
授業映像においては，聴講者の入退出や大きな体勢変化が短
時間に頻発することは考えにくいため，小さいフレームサンプ
ル間隔は必要とされない．聴講者の体勢については，話者方向
に向いて話を聞く体勢から，横方向へ向いている体勢，机上で
筆記具を使用している姿勢，机上に頭をつけて寝ている姿勢な
ど，多様な体勢が生じうるために，より多くの過去フレームを
保持しておく必要があると言える．こうしたことを考慮し，本
研究では τ = 30(sec.)， T = 10とした．

2.1.2 pre-CLAsの検出と領域統合処理
この処理ではサンプルされる各フレームから pre-CLAsを検
出する．授業映像に映る聴講者は着席していることを想定し，
体勢次第で正面顔が検出できない可能性を考慮する必要があ
る．そのため，聴講者の上半身部を検出するような方法が好ま
しい．顔検出において，1枚の画像中に多くの検出対象が存在
しうる場合，単純な Haar-like 特徴量から階層的に積み上げら
れた AdaBoost分類器によって高速に処理する手法 [9]が優れ
た成果を挙げ，広く用いられている．人の上半身検出問題につ
いては，同様に文献 [9] の手法を基に，Kruppa らによって上
半身検出器が提案されている [10]．本研究では，過検出を許容
するようにパラメータを設定した Kruppaらの上半身検出器を
pre-CLAs検出器として用いた．
検出された pre-CLAs に対して，保持されている過去フ
レームの pre-CLAs の領域情報を利用して領域統合処理を
行う．時刻 t において検出されたある pre-CLA の重心座標を
(x (t )

i , y
(t )
i )，面積を s(t )

i ，時刻 t − 1 において検出されたある
pre-CLAについて重心座標を (x (t−1)

j , y(t−1)
j )，面積を s(t−1)

j と
した時，√

(x (t )
i − x (t−1)

j )2 + (y(t )
i − y(t−1)

j )2 < θd (1)�������
s(t )
i

s(t−1)
j

− 1
������� < θs (2)

の 2 つの式を満たす場合に，これらの pre-CLA は同一聴講者
を表していると判断し，それらの重心座標，高さ，横幅の平均
を求める領域統合処理を行う．ここで，θd および θs は聴講者
同定判断のための閾値であり，予備実験によって最適な値に決
定した．図 2に領域統合処理の概要を示す．これで得られた領
域は CLAとして，後の状態推定部へ出力される．

2.2 状態推定部
この過程では，検出されたそれぞれの CLAに対し，convo-

lutional neural networks （CNN）を用いて状態ラベル（集中，
非集中，聴講者不在）を推定する．
本研究で使用する CNNの構造は図 3および表 1に示すとお
り，入力層，3つの畳み込み層，そして出力層から構成される．
畳み込み層では，畳み込み処理，プーリング処理，局所コント
ラスト正規化（local contrast normalization; LCN）処理が行わ
れる．これらの層構成や畳み込み層におけるハイパーパラメー

図 2 領域統合処理の概要

図 3 聴講者状態推定部における CNNの構成

タは，様々なパラメータの組み合わせを試行して最も性能の良
いものを採用するランダムサーチによって得られたものであ
る．表 2にランダムサーチの探索範囲を示す．ランダムサーチ
では，計 26種類のパラメータ組み合わせについて探索を行っ
た．探索していないパラメータについては，Krizhevskyらが提
案するパラメータ [17] を用いている．以下に CNN の各層の
処理内容について述べる．

2.2.1 入力層
入力層は RGB3 チャンネルの 50 × 50 の画像を想定し，計

7,500 のニューロンを持つ．CLAs 検出部で検出された領域が
入力次元と一致しなければ，バイリニア法によってリサイズし
てから入力される．

2.2.2 畳み込み処理（畳み込み層; C1 - C3）
状態推定部で用いる CNNはそれぞれ C1，C2，C3という名

前の畳み込み層を持つ．畳み込み層では，入力と，最適化可能
なニューロン間の重みの組により構成される畳み込みカーネル
との畳み込み計算を行う．ここで，畳み込み計算された出力を
特徴マップと呼ぶ．さらに，各層毎に局所コントラスト正規化
およびプーリングが実施される．以下に，畳み込み層における
畳み込み処理について説明する．
入力される前の層の大きさ nx × ny の特徴マップ

I1, I2, . . . , IN が N 個ある状況を考える．C1 層の場合，入
力は CNN へ入力される画像で，この場合 N = 3 となる．
畳み込み層では，これら N 個のマップに対して L 個の大き
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表 1 聴講者状態推定部の CNNのハイパーパラメータ
 

     LCN    

 -   3 -  -  -   

C1   35 ReLU  Max.   

C2   50 ReLU  Ave.   2 

C3   64 ReLU - Ave.   2 

  1 3 softmax  -  -   

 

表 2 CNNのハイパーパラメータの探索範囲
 

  

  

  

  

  

 

さ nw × nw × N の畳み込みカーネル w1, w2, . . ., wl, . . ., wL ,
(wl ∈ R(nw×nw×N ) ) を以下の式に示すように畳み込み，新たな
L 個の特徴マップ h1, h2, . . . , hl, . . . , hL を得る．

hl
x,y= f *.,

N∑
k=1

*.,
∑
i, j ∈ϕ

wl
i, j,k Ikx+i, y+ j

+/- + bl+/- (3)

ここで hl の大きさは入力 I の大きさと，stride と呼ばれる畳
み込み時の間隔により一意に決定される．本研究では，畳み込
み時の stride= 1としているため，hl の辺の大きさは畳み込み
時の両端の影響から（前層の特徴マップの対応する辺の大きさ
−2）となる．なお後段の処理を行いやすくするために，C2と
C3では，ゼロパディングを行っている（表 1参照）．hl

x, y は，
hl のある位置 (x, y) の出力である．ϕ は畳み込みの範囲を表
し，畳み込みカーネルの中心を (0, 0) とした時の nw の大きさ
に依存したインデクス集合である．例えば，5 × 5 の畳み込み
カーネルの ϕ は (−2, −2) , (−2, −1) , . . . , (2, 2) という集合を
示すことになる．また，bl は畳み込みカーネル wl を畳み込む
際に加算されるバイアス項であり， f (·) は活性化関数を表す．
本研究では，活性化関数として rectified linear unit（ReLU）

[21]を用いた．ReLUは，

f (x) = max(0, x) (4)

と定義される．

2.2.3 プーリング（畳み込み層; C1 - C3）
CNN では，得られた特徴マップをそれぞれある矩形領域に
分割し，各領域内で何かしらの処理をすることによって情報を
選択し，次層へ送る．このような処理はプーリングと呼ばれ，
最大値を出力する最大値プーリング [19] や，平均を出力する
平均値プーリング [16]を用いることが一般的である．
本研究では，予備実験の結果から，C1 層については最大値
プーリング，C2 および C3 層については平均値プーリングを

行う．プーリング領域の大きさはどの層においても，3 × 3 と
し，この処理を 2ピクセルごとに行うこと（stride = 2ピクセ
ル）から，各プーリング領域には 1ピクセル分のオーバーラッ
プが存在する．

2.2.4 局所コントラスト正規化（畳み込み層; C1 - C3）
畳み込み後の活性化関数に ReLUを用いているため，得られ

る特徴マップの各値には上限がない．したがって，入力によっ
ては畳み込みの出力値が全体的もしくは，局所的に大きな値を
取りうる場合がある．そのような場合，次層以降への情報の伝
播に悪影響を及ぼすことが指摘されている．この問題に対処す
るために，局所コントラスト正規化 [20]が提案されている．あ
る特徴マップ hl の位置 (x, y)における値 hl

x,y の正規化後の値
h
′l
x,y は，周囲のピクセル値を利用して

h
′l
x,y = hl

x,y

/ *.,α
∑
i, j ∈ξ

hl
x+i,y+ j

+/-
β

(5)

によって求められる．ここで， ξ は注目ピクセルの位置から
参照するべき周囲のピクセルへの範囲を示す．α および β は，
定数であり，文献 [17] に合わせて本研究でもそれぞれ 5.0 ×
10−5，0.75に設定した．局所コントラスト正規化は，C1，C2
層それぞれにおいて，注目ピクセルの周囲 3 × 3の値を利用し
て実施する．

2.2.5 出力層
C3 層から出力される特徴マップは，聴講者の状態を表す出

力層の 3ニューロンへ接続される．C1，C2，C3層では畳み込
みカーネルによる接続であったが，ここでは出力 3ニューロン
それぞれが C3層の出力特徴マップ上の全ニューロンと接続を
持つ．C3 層の出力特徴マップの大きさが 6 × 6 で特徴マップ
数が 64であることから，C3層と出力層の間には計 6,915のパ
ラメータ（重みとバイアス）が存在する．
出力層の m番目のニューロンへの入力 zm (m = 1, 2, · · · ,M)

は，C3層マップ l の出力 hl
x,y および，そこと出力層 m番目へ

の結合重み w(m)
x,y,l

とバイアス bm を用いて

zm =
L∑
l=1

*.,
ny∑
y=1

nx∑
x=1

hl
x,yw

(m)
x,y,l

+/- + bm (6)

と表される．
CNN の最終出力 pm は，活性化関数として softmax 関数を
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表 3 CNNの学習パラメータ設定値
 

  

 

 

  

     

C1     

C2     

C3     

   250  0 

 

用いて，対応するノード mの確率を表す値となる．

pm =
exp(zm )
M∑
q=1

exp(zq )

(7)

これまでの CNN の説明中に出てきた全ての接続重み W と
バイアス項 b は後述する学習により最適化される．

2.2.6 CNNのパラメータ最適化
本研究では効率的なパラメータ {W, b} の最適化のために
モーメント法による確率的勾配降下法を利用する．本研究で
は，誤差関数 E に交差エントロピー誤差関数を用いる．これ
は，入力が与えられた時の目標出力の条件付き分布に対応し
た，負の尤度関数に相当する．

E (W, b) = −
∑
d∈D

M∑
m=1

Cd,m ln pm (8)

ここで，Cd,m はあるデータ d が入力されたときの出力ニュー
ロン pm が出力するべき値，つまり正解ラベルを示し，D は入
力データ集合の部分集合，つまり学習時のデータバッチであ
る．CNNの誤差関数に従来の 2乗和誤差関数ではなく，交差
エントロピー誤差関数を用いることで，学習が早く進み，汎化
性能が向上することが報告されている [20]．
ここで更新するべきパラメータを w ∈ {W, b} と表し，現時
刻を t とした時の w の更新式は，

w (t+1) = w (t ) + v(t+1) (9)

v(t+1) = λv(t ) − εw (t ) − η
⟨
∂E
∂w (t )

⟩
D(t )

(10)

のように書ける．λ は慣性係数，ε は荷重減衰項，η は学習係
数である．本実験では予備実験の結果，前者 2つを定数，後者
を変数として更新回数によって変更するよう設定した．各層の
荷重減衰項と学習係数の設定値の一覧を表 3に示す．
これらを繰り返すことで，状態推定部の CNNは，入力され
た CLA画像に対して正しく状態ラベルを出力できるように畳
み込みカーネルおよび出力層への接続重みを最適化する．これ
は，畳み込み層において入力画像の中から識別に必要な局所画
像特徴（画像パッチ）を学習しているとみなすことができる．

図 4 半教師あり学習による聴講者の状態ラベル付与の概要

3. 半教師あり学習による聴講者の状態ラベル
付与

CNN を用いた認識システムは，大量の正解ラベル付きデー
タを必要とするため設計者の負担が大きい．そこで本研究では
続いて，半教師あり学習を用い，正解未付与 CLAに対する状
態ラベル付与手法を検討するとともに，その結果より，CNN
が獲得した特徴量について議論を行う．図 4に本研究における
半教師あり学習による正解ラベル未付与 CLAに対するラベル
付与手法の概要を示す．

3.1 次元圧縮処理
2.1 で述べた CLAs 検出手法で検出された各 CLA

の画像データを入力とする．入力は次元数が大きい
（50ピクセル × 50ピクセル = 2, 500 次元）ため，主成分分析
（PCA）を施すことで次元圧縮を行った．次元数は，後段の処
理を含めた予備実験の結果，最も推定性能が良好であった 30
と定めた．この時の累積寄与率はおよそ 80%であった．

3.2 半教師あり学習手法による正解ラベル付与
大量の正解ラベルなしデータと少量の正解ラベル付きデータ

から，正解ラベルなしデータへのラベルを付与するために，前
述の label-propagation（LP）[25]や label-spreading（LS）[26]
の両グラフベース半教師あり学習を行った．これらの手法は，
各データをグラフのノード，データ間の類似度をグラフのエッ
ジとして，正解付きデータの正解ラベルを各ノードに伝播する
ことにより，データに対してラベルを付与する手法である．

LPのラベル伝播は，N 個からなる全てのデータに対して C

種類の各ラベルへの所属確率を要素に持つ行列を Y ∈ RN×C，
データ間の類似度を要素にもつ行列を SN×N =

{
si j

}
，ある

データ xi に対する他のデータ x j の類似度 si j の合計を対角要
素とする行列を D= {diag(

∑
j si j )}，正規化されたデータ間類

似度行列を Pとすれば，

P = D−1S (11)

Y (t+1) = PY (t ) (12)
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として求められ，Y が収束するまで伝播することによって，ラ
ベル未付与データの正解ラベルを推定する．Y の各行は正解ラ
ベル付きデータについては正解ラベルベクトル，正解ラベルな
しデータについてはすべて零ベクトルで初期化されるものと
する．
一方，LSはパラメータ γ を導入し，以下の式でラベル伝播
がなされる．

P = D−1/2SD−1/2 (13)

Y (t+1) = γPY (t ) + (1 − γ)Y (0) (14)

ただし，0 < γ < 1で，これはラベル伝播に関わる係数である．
LPは正解付きデータの正解ラベルが固定されるが，LSは正解
付きデータの正解ラベルの変更が許されている．
本研究において，LSと LPのラベル推定におけるデータ xi

と x j 間の類似度 si j は，

si j = exp
*..,−

xi − x j
2

2σ2
+//- (15)

を用いる．σ はハイパーパラメータである．
本実験では，LP，LSの両手法ができるだけ正しくラベルを
伝播させることができるよう，どのデータに正解を付与するか
を選択するための 2つの方法を検討した．1つ目は，全体の正
解ラベルなしのデータに対して x-means 法 [27] によりクラス
タリングを行い，得られたクラスタ重心のデータに対しての
み正解ラベル付与を行う方法であり，もう一方は，全体の正解
ラベルなしのデータからランダムサンプリングを用いて選択
する方法である．x-means法は，必要なクラスタ数を Bayesian
information criteria （BIC）を用いて与えるパラメータによっ
て自動的に選択できる手法である．
さらに，上記の方法で選択された正解ラベル付きデータの
みを学習した CNN を構築し，ラベル推定性能の性能比較を
行った．

4. 実験方法
4.1 聴講者の状態推定システムの構築
実験のために，複数の授業で撮影された計 13編の授業映像
を用意した．3編を CNNの学習のために利用し，残りの 10編
を性能評価に利用した．学習用映像のうち 2編は評価用映像に
含まれない教室で撮影されたものであり，残りの 1編は性能評
価用映像に含まれる教室で撮影されたものであるが，カメラ位
置や角度は異なるものである．映像はすべて 30fpsで 5分間で
あり，提案システムのフレームサンプル間隔 τ= 30(sec.) であ
ることから，計 100枚のフレームを実験に用いた．図 5に実験
に用いた授業映像のフレームの例を示す．
本実験では 3 編の授業映像から任意の 1,891 フレームを選
択し，2.1の手法を用いて複数人が映り込むことなく，評価者
によって状態ラベル（集中，非集中，聴講者不在）を定めるこ
とができる計 23,444枚の CLAsを取り出した．取り出された
CLAsそれぞれに対して，1名の評価者が状態ラベルを聴講者
が話者方向を向いているかどうかを基準に付与した．表 4に評
価者による状態ラベルの内訳を示す．

図 5 学習用（上）と性能評価用（下）の授業映像例

表 4 CNN最適化用 CLAsの状態ラベルの内訳
 

 CLA  

 9,926 

 8,057 

 5,461 

予備実験の結果，CNN に対し，|D | = 1, 000 つまり学習用
CLA画像を 1,000枚毎学習させた．CNNの学習は誤差関数 E

が収束するまで行った．誤差は 0.08 付近で収束し，パラメー
タの更新はおよそ 7,000回行われた．
また，本実験における CNNの有用性を確認するために，従

来の画像特徴量を用いた聴講者の状態推定器 2種類と性能を比
較した．一つは CNNの入力画像について HOG特徴量を取得
し SVMによって状態推定を行う手法（HOG+SVM），もう一
つは同様に HOG 特徴量を取得して Random Forest （RF）に
よって状態推定を行う手法（HOG+RF）である．各手法ともに
グリッドサーチによって最良なパラメータを設定したものを用
いた．HOG特徴量は，1つのセル（cell）の大きさを 8ピクセ
ル × 8ピクセル，勾配方向の量子化数を 9とし，1つのブロッ
クの大きさを 3cells × 3cellsとした．SVMは，

K(u, v) = exp
(
−γ ∥u − v∥2

)
(16)

と表される RBF カーネルを使用した．カーネルの係数 γ を
2.78，目的関数の罰則項を 12.92とした．RFは木の数を 300，
木の最大の深さを 100とした．

4.2 半教師あり学習を用いた教師ラベル推定
CLAsへの正解ラベルの人手による付与では，聴講者が存在

するか否かの判断は比較的容易である．したがって本実験で
は，全 23,444 枚の CLA 画像のうち，聴講者が写る計 17,983
枚の CLA画像を用いて「集中」もしくは「非集中」を識別す
る問題設定とした．これらの画像から，x-means法もしくはラ
ンダムサンプリング法によりラベル付与する少数（NL 枚）の
データを決め，LS法，LP法，また CNNの各手法において，ラ
ベルの付与されていないデータ（NU 枚：NU = 17, 983 − NL）
中から無作為に抽出された 1,000枚の CLA画像に対して，ど
れだけ正しい状態ラベルを付与できたかを比較評価した．
半教師あり学習手法（LP/LS）を用いた手法では，全データ，

つまり正解ラベル付きデータおよび正解ラベルなしデータの計
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表 5 聴講者検出性能の比較
 

   

CNN ( )  0.848 0.618 

HOG+SVM 0.806 0.598 

HOG+RF 0.743 0.617 

表 6 聴講者の検出結果
  

   

 

 3,156 181 

 565 2,258 

NL + NU = 17, 983 枚を用いて学習（ラベル推定）を行った．
CNNは教師あり学習手法であるため，NL 枚の正解ラベル付き
データのみで学習を行った．

5. 実験結果
5.1 聴講者の検出性能
性能評価用映像の 100 フレームのうち，評価者が検出する
べきとした聴講者の数は 5,110であった．CLAs検出部におい
て，聴講者候補として検出された領域の数は計 6,160で，CLAs
検出部のみにおける聴講者検出性能は適合率が 54.2%，再現率
が 65.3% であった．続く状態推定部において，CLAs の分類
で，集中と非集中に分類された領域を聴講者として検出した領
域，聴講者不在に分類された領域を聴講者として検出しなかっ
た領域と解釈した時の，各手法による聴講者検出性能の比較を
表 5に示す．最終的な提案システムの聴講者の検出性能は，適
合率が 84.8%，再現率が 61.8% で他手法と比較して高い適合
率が達成された．そして，検出結果に関する混同行列を表 6に
示す．CNNを用いた状態推定部で CLAsの最終的な分類を実
施することによって，再現率を維持したまま不適切な聴講者領
域の排除が可能となり高い適合率が達成されたといえる．

5.2 聴講者の状態推定性能
CLAs検出部で検出された 6,160の CLAsの推定結果の比較
を表 7に示す．なお，この評価の基準となるラベルは CNN学
習時と同一の評価者によって作成されたものを用いた．結果よ
り，CNN を用いた手法が最も正解率が高く，各状態に対して
高い再現率を得ている．また，提案システムによる推定結果の
混同行列を表 8 に示す．各状態ラベルの再現率は「集中」が
65.1%，「非集中」が 67.6%，「聴講者不在」が 80.8%であり，3
状態の平均正答率は 72.8% であった．多様な撮影環境を許容
した授業映像であることを考慮すれば，良好な性能を達成して
いるといえる．

5.3 半教師あり学習による聴講者の状態ラベル付与性能
主成分分析法と半教師あり学習を組み合わせた手法

（PCA+LP，PCA+LS）ならびに CNN による手法による，ラ

表 7 聴講者状態推定性能の比較
 

  

 

   

CNN ( )  0.728 0.651 0.676 0.808 

HOG+SVM 0.662 0.614 0.585 0.740 

HOG+RF 0.614 0.653 0.594 0.613 

 

表 8 聴講者の状態推定結果
  

    

 

 809 373 61 

 559 1,415 120 

 116 449 2,258 

 

図 6 半教師あり学習手法と CNNの聴講者の状態推定性能

ベル推定性能の比較を図 6 に示す．正解付きラベルデータ数
（NL = 100～400）に応じて折れ線でプロットされているもの
はランダムサンプリングによってデータを選択した結果であ
り，NL = 190 のみプロットされているものが x-means 法に
よってデータを選択した結果である．それぞれのデータ選択方
法において，半教師あり学習手法と比較して，学習データ量が
制限された CNNによる状態推定性能が上回っていることが確
認できた．

6. 議論
6.1 CNNによる聴講者の状態推定性能と獲得特徴量
本論文では，2つの実験を通して，聴講者の状態推定に関す

る CNNの特徴量抽出性能を間接的に示した．
CNN による聴講者の検出および状態推定実験では，特に聴

講者の検出の面で良い性能が得られた．一方で，比較手法の
HOG+SVM，HOG+RFは聴講者の検出および状態推定の両方
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図 7 各状態（上から集中，非集中，聴講者不在）CLAsの CNNにおける C1層（左），C2層（中央）C3層（右）の平均活性

で CNNによる提案手法に及ばなかった．比較手法に特徴量自
体の学習は含まれないことから，CNNが聴講者をよく区別す
るような特徴量を学習によって獲得したことを示唆している．
CNNが獲得した特徴量について議論するために，文献 [28]で
示されている方法を用いて特徴量を可視化した．図 7に実際の
学習用 CLA画像を CNNに入力した時の各層（C1層，C2層，
C3 層）の活性化関数の平均出力を，特徴マップごとに格子状
に並べたものの例を示す．どの状態の場合も，C1層と C2層に
おいて人物上半身の輪郭に相当するようなパターンに活性化あ
るいは不活性化していることがわかる．また，目的とする状態
ごとに，活性化している特徴マップがどれも異なっている．こ
れは「集中」，「非集中」と「聴講者不在」の間で明らかで，例
えば，逆に，C1層最上段右から 2列目の各特徴マップは，聴
講者が写る状態とそうでない状態とでそれぞれ対称的な活性の
傾向がある．一方で，集中と非集中のデータに対する活性の傾
向の違いは層を深くなるにつれて現れることが確認できる．こ
のことは，2つの状態の識別が，聴講者不在とのそれと比べて
難しい結果に結びついているものと推察されると同時に，より
深い層の特徴が抽象的な分類に関係するものであると解釈でき
る．これらのことから，CNNは聴講者の状態を学習する中で，

聴講者の身体に関する特徴を獲得していると考えられ，実験で
聴講者検出性能が高かったことに関連していると考察できる．
特徴量の議論を踏まえた上で，提案システムの汎用性につい

て考えると，CNNが特徴量を含めてデータから学習を行うこ
とを考慮すれば，机や壁の色が異なる場合や机上にディスプレ
イなど大きな物体が置かれている場合など，学習データからか
け離れた教室環境では再学習を行うことが好ましいと考えら
れる．

6.2 半教師あり学習問題性能と CNNによる特徴量獲得
の有用性

少量の正解状態ラベル付きデータを想定した半教師あり学習
手法と CNN との比較実験では，複数の半教師あり学習手法，
データ選択手法，正解ラベル付きデータ数を変更して実験した
結果，いずれの条件においてもおおよそ CNNが良い性能を示
した．
データ選択手法では，どのラベル付与手法においても当初の

我々の予測とは異なり，ランダムサンプリングによる手法が良
好な結果を示した．ランダムサンプリングによって得られた
190枚の正解付きデータの各ラベルに所属する比率が元のデー
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タ分布を再現する，集中 = 50%，非集中 = 50%であったのに
対して，x-means法によって得られた 190枚の正解付きデータ
は集中 = 64.7%，非集中 = 35.3% であった．x-means 法で得
られた正解付きデータには非集中状態のものが十分に含まれて
いなかったため，各学習手法は適切に聴講者の状態ラベル付与
問題を学習できなかったと考えられる．x-means法によるデー
タ選択で正解ラベル数に差が生じた原因には，PCA の特徴再
現性能の限界が挙げられる．画像に対して PCAを施して次元
圧縮を行った場合，ある任意の複数の画素が似た傾向を持って
変化するときにその特徴が保存されやすい，つまり少ない固有
ベクトルの組で近似できることになる．そのため，おおむね正
面を向いた同じような姿勢の集中状態画像は PCAで特徴が保
存されやすいと言え，様々な姿勢が存在する非集中画像は「非
集中」らしさが PCAでの表現に含まれにくいと考えられる．
学習手法間での性能差についても同様に，線形の変換処理で
ある PCA と，高い非線形性を備える CNN との特徴再現性能
差も要因の 1つであると考えられる．しかし，それらの不利を
考慮しても LP/LS は少量の正解ラベル付きデータと大量の正
解ラベルなしデータを用いて学習しているのに対し，CNNは
少量の正解ラベル付きデータのみで学習した結果であることか
ら，CNNは聴講者状態推定の性質を含んだ特徴量を効率的に
獲得できたと推察される．

7. むすび
本論文では CNNを用いた聴講者の状態推定システムを構築
した．学習していない教室やカメラ位置，照明環境のデータで
あっても，従来的な画像特徴と機械学習を組み合わせた手法を
聴講者検出時の適合率で 4.2%，再現率で 0.1%，状態推定正解
率で 6.6% 上回る性能が得られることが示された．CNN が獲
得した有効な特徴量は，特に聴講者の有無に関する人物の上半
身状の活性／非活性の違いが顕著であった．加えて，聴講者の
集中と非集中状態の特徴については深い層ほど各特徴マップの
活性と各状態との対応が見られ，深い層で抽象的な特徴が抽出
されることが確認された．
また，本研究では半教師あり学習の枠組みの適用を試みた．
実験では半教師あり学習手法よりも学習データ数を制限した
CNN による状態推定器の方が正解率において，ラベル付き
データ数に関わらず常に高い性能を示し，最大で 6.8%高かっ
た．このことによって，CNN が効率的に聴講者の状態を表す
特徴量を獲得することが考察された．
本論文では，聴講者の状態評価について画像認識と機械学習
の枠組みで取り扱い，教員への授業の効率的なフィードバック
手段の一つになりうる方法を提案した．今回明らかになった聴
講者の状態推定に対する CNN の有効性を基に，FD の為の実
用的な授業フィードバックシステムの構築に向けて，時系列情
報を含んだより複雑な聴講者の状態推定手法の研究，開発が考
えられる．
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Video-based Estimation System Using Convolutional Neural Networks for Audiences’ State in the Classroom and Discussion of its
Essential Image Features

by
Daiki SHIMADA and Hitoshi IYATOMI

Abstract:
Faculty development (FD) program has been widely conducted in response to social concern in quality of higher education.

We believe that analyzing of audiences’ state with engineering approaches will provide an applicative way to make a feedback to
teachers. Video analysis takes advantages in applicability to practical due to their low cost and small requirements. Conventional
methodologies, however, did not identify and/or implement essential image features to analyze audiences’ state under various con-
ditions and therefore the availability of them was limited. In this study, we apply the pattern recognition framework for this task
and propose an estimation system of state of audiences with convolutional neural networks (CNN), which can obtain effective image
features through their learning process. Then, we focus on major issues pertaining to the exploration of CNN and assess the obtained
image features. Our proposed system achieved audience detection performance of precision = 84.8% and recall = 61.8% and state
estimation accuracy = 72.8% under various conditions. In addition, CNN showed good performance for this task under the situation
that only limited numbers of training data were given. We confirmed from these results that CNN obtained essential image features
for estimating state of audiences appropriately.
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