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Abstract:
We constructed deep neural network system estimating learner’s mental states during a class.
However, its classification criteria – that is, how the system estimated the mental states – is not
interpretable. In this research, we tried to extract the criteria with two methods; factor analysis
and saliency map. The result of factor analysis indicated that the system obtained three latent
axis to classify the mental states. The result of saliency map indicated that not only physiological
data but also teachers’ utterance play an important role to estimate mental states of ”Shame,”
”Hopeless,” ”Boredom,” and ”Relief.”
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はじめに

分析し，本アプローチの有効性を検討することを目的
とする．

教授・学習過程において学習者の心的状態を把握す
ることは，教育効果・学習効果の観点から極めて重要
である．我々は，これまで教師と学習者のインタラク
ションにおいて，教師の発話と学習者の生体情報から
学習者の心的状態を推定する学習器モデルを構築して
きた [1]．ところが，この学習器がどのような観点から
学習者の心的状態を分類しているのかについては十分
検討がなされていない．
近年，深層学習を初めとした機械学習器が「何を学
習したか」といった解釈性・説明性に関して国内外問
わず広く議論が進められている [2]．このような機械学
習器における解釈性については，Grad-CAM [3] など
に代表されるように広く画像の分類問題で議論が進め
られてきた．一方で，本研究で構築された機械学習器
は，入力を画像情報としない学習環境におけるデータ
であり，本ドメインでの学習器の解釈性・可視化は今
後重要な課題となると考えられる．そこで本研究では，
このような教育ドメインのデータを用いて構築された
機械学習器が「何を学習したか」という点を多角的に
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研究の観点とアプローチ

機械学習器が学習によって獲得したと考えられる分
類観点を解釈する際には，どのような観点からこのよ
うな出力を表出したか，という方向の視点が重要であ
る．心理学において，このような方向の視点（本来は観
察することができない潜在的な要因が出力に影響を与
えているという視点）から，人間の行動を説明する際
に因子分析が広く採用されている．そこで，機械学習
器全体を black box ととらえた際に，潜在的にどのよう
な観点から出力がなされたのかという点から出力デー
タに対して因子分析を適用することを検討した．一方
で，本研究で用いた機械学習器である多層ニューラル
ネットワークは，各ノードとそれらを結合する重みに
よって数学的に表現されており，出力に対してどの入
力が寄与しているかを解析的に計算することが可能で
ある．以上二つの観点から機械学習器を分析すること
によって，機械学習器が「何を学習したか」について
多角的に考察することが可能であると考えられる．
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心的状態推定器

学習器の構築に用いたデータは松居ら [4] によって行
われた実験において測定・観察された情報のうち，学習
者の皮膚コンダクタンス，容積脈波，呼吸強度および
教師の発話カテゴリデータである．ネットワークの構
造は，中間層 4 層からなる多層ニューラルネットワー
クであり，入力層では，生体情報（皮膚コンダクタン
ス，容積脈波，呼吸強度）および教師の各発話カテゴ
リに対応したベクトルからなる．また，出力層は，学
習者の心的状態カテゴリ 8 種類（Enjoy, Hope, Pride,
Anxiety, Shame, Hopeless, Boredom, Relief）に対応
した 8 次元のベクトルからなる．表 1 に本実験で用い
たネットワークの構造を示す．
表 1: 構築したネットワークの構造
層数
中間層のユニット数
最適化手法
学習方法
活性化関数

6 層（中間層 4 層）
1 層目から 32, 64, 64, 32
Momentum SGD
誤差逆伝搬法
中間層：ReLU 関数
出力層：Softmax 関数

図 1: 学習器の Accuracy（上段）と Loss（下段）の変化

f ∈ Rn とし，共通因子が観察データに与える影響の程
度を要素としてもつ因子負荷行列を A = (aij ) ∈ Rp×n
とすると，

学習にあたってはデータを 6:4 に分割し，データの 60
図 1 に Accuracy と Loss の変化を示す．横軸は epoch
数，縦軸はそれぞれ Accuracy および Loss を示してい
る．どちらも epoch を経るにしたがって収束している
ことが分かる．また，各心的状態における正答率は訓
練データにおいて，Enjoy が 73.9%，Hope が 72.7%，
Shame が 70.3%，Hopeless が 65.6%の精度で，検証
データにおいて Enjoy が 72.2%，Hope が 70.9%，Shame
が 68.4%，Hopeless が 62.3%の精度で，それぞれ正し
く推定されていた．これらはいずれも訓練・検証デー
タにおいてもデータ数が他の心的状態のデータ数より
も多く，このことから高い精度で分類することが可能
であったと示唆される．
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潜在的分類観点の抽出

潜在的な分類観点の抽出方法として，本研究では因
子分析を用いる．まず因子分析の概要について述べ，そ
の後実験データから構築した学習器の出力情報に対し
て因子分析を適用した結果について述べる．

4.1

因子分析

因子分析は統計的分析手法のひとつで，データの背後
にある要因（共通因子と呼ばれる）を推定する手法であ
る．実験等で得られた観察データを t ∈ Rp ，共通因子を

t = Af + e

(1)

の線形モデルを仮定した分析手法である．ここで，eRp
は観察データの各要素にのみ影響を与える独自因子で
ある．因子分析モデルは，主に心理学などの分野で SD
法の一環として用いられ [5]，実験参加者間に共通して
存在する因子（能力や評価軸）を抽出する際に用いら
れる．

4.2

学習器が獲得した評価軸の抽出

因子分析の手法から，学習器が獲得した潜在的な評
価観点を抽出することを試みた．今回，訓練データに
おける出力層の出力値（Softmax 関数を適用する前の
データ）に対して因子分析を適用した．図 2 に平行分析
を使用したスクリープロットを示す．赤色が出力デー
タから構築された相関行列の固有値を昇順に並べたも
のである．また，青色が出力データと同次元で，要素
が標準正規分布から無作為抽出された値で作成された
データから構築された相関行列の固有値を昇順に並べ
たものである．この結果から，2 因子が検討されたが，
2 因子での因子分析の結果，Boredom の独自性が極め
て高かった（uboredom = 0.847）ため，再度因子数を 3
として因子分析を行った．
この結果得られた因子負荷行列を表 2 に示す．因子
1 で説明される感情は，Enjoy, Hope, Anxiety, Shame,
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出力に寄与する入力の解析

機械学習器における可視化研究では，出力層の各ユ
ニットに対してどの入力が寄与しているかは重要であ
る．本節ではまず可視化に関する研究手法について述
べ，本研究で行った解析について述べる．

5.1

可視化に関する関連研究

入力画像 x からクラス c を予測するモデルにおいて，
Simonyan [8] は, Sc (x) が線形的なモデルの場合は, 入
力画像に対する重要さとはそのモデルの重みとして表
現されるとして, 下記のように, クラス c へ連結する重
み wc ∈ Rn が重要さに該当していると主張している．
ただし，bc ∈ R はバイアス項である.

Sc (x) = wcT x + bc
図 2: スクリープロット（赤色：本データ，青色：ラン
ダムデータ）

Pride であり，因子 2 で説明される感情は Hopeless, Relief であった．また，因子 3 は Boredom に対して強く
寄与した因子であった．

感情

Enjoy
Hope
Anxiety
Shame
Pride
Hopeless
Relief
Boredom

表 2: 因子負荷行列
因子 1 因子 2 因子 3

共通性

0.13
-0.19
0.31
0.29
-0.04
0.98
-0.66
0.03

0.96
0.84
0.78
0.67
0.51
0.9
0.67
1

1.04
0.99
-0.83
0.73
-0.56
-0.23
-0.23
-0.11

-0.22
-0.09
-0.14
-0.05
-0.21
-0.07
-0.16
1.04

次に，得られた因子負荷行列および入力データの因
子得点を因子空間上にマッピングした結果について述
べる．図 3 に，各因子の組ごとの 2 次元因子空間上に
マッピングした因子負荷行列の要素および因子得点を
示す．この結果から，各因子得点は因子空間上の原点
に集中していることが分かる．また，因子 1 と因子 2
のうち，正の方向に位置づけられている Enjoy，Hope，
Shame（因子 1）および Hopeless（因子 2）はそれぞれ，
訓練データ，検証データともに正答率が高い心的状態
であることが分かる．これらのことから，各因子に対
してポジティブに寄与している心的状態はおおむね学
習データに多く含まれるものであり，データの性質と
因子負荷量の符号の間に関係があることが示唆される．

(2)

また，実際のモデル Sc (x) は非線形であるため, 入
力画像に関してテイラー展開し，一次近似した際に, 以
下のように入力画像での勾配が重み部分に該当するこ
とがわかる．

Sc (x) ≈ wT x + b, w =

∂Sc (x)
∂x

(3)
x=x0

そこで Simonyan[8] は，最終的なクラス c への出力
から逆伝播を行い，入力画像に逆伝播されてきた勾配
を Saliency Map として採用することを提案している．
またこれは，入力画像の個々のピクセルにおける微小
変化における Sc (x) の変化を表しており，微小変化を
及ぼした際に Sc (x) が大きく変化したものほど，Sc (x)
にとって重要であるという見方ができる．
一方で，Erhan[9] らは，入力とネットワークの出力
の関係を調査するために，ある特定のユニット (今回の
場合はソフトマックスをかける前の層の出力 Sc (I)) を
最大にするような入力 I を以下の式を満たすことで作
成する手法を提案してる．またこのときネットワーク
の重みは更新せず，入力のみを更新していく．入力す
る画像の初期値は [0, 1] の範囲で一様分布から独立にサ
ンプリングされる．

I∗ = arg

max
I,s.t.∥I∥=ρ

Sc (I)

(4)

これは，非凸な最適化計画となるが，局所解を見つ
けることはできる．そこで，Erhan[9] らは，勾配上昇
法 (gradient ascent) として以下の更新式を計算するこ
とで局所解を求めた．ただし，ϵ は学習率である．

－3－

図 3: 各因子の組に関する因子負荷のプロット（上段）と各因子の組に関する各入力データの因子得点のプロット
（下段）（左：因子 1 と因子 2，中央：因子 2 と因子 3，右：因子 1 と因子 3）

It+1 = It + ϵ1

∂Sc (It )
∂It

(5)

これによって得られた入力は人間にとって解釈が難
しい図になることが多く，モデルのデバッグに使うよ
うな際には適していない．そこで Simonyan[8] らは下
記の式を用いて，入力画像にノルムの制限を加えるこ
とで出力を大きくしつつ，人間にとって解釈可能な入
力を出力する手法を提案している．

arg max Sc (I) − λ∥I∥22
I

5.2

(6)

学習器の出力に寄与した入力の可視化

化）には [0, 1] の一様分布を採用した．また，サンプリ
ングによるバイアスを軽減するためにクラスごとにラ
ンダムに 10 回局所解を求めたものを各々単位ベクトル
に直したのちに，平均をとっている．以上を踏まえて
出力された学習結果を図 4 に示す．入力層のインデッ
クスに関して，
「0」は「容積脈波」，
「1」は「呼吸の強
度」，
「2」は「皮膚コンダクタンス」を表しており，3
以降はカテゴリカルデータである教師の発話カテゴリ
をダミー変数化したものである．濃淡において，色が
明るいほど大きい値を，暗いほど小さい値を表してい
る．予測クラスは，0：Enjoy，1：Hope，2：Pride，3：
Anxiety，4：Shame，5：Hopeless，6：Boredom，7：
Relief を表している．

5.3

本研究では，Simonyan [8] の手法を採用する．ここ
で，ϵ = 7，λ = 2 として学習を行った．ただし今回は，
入力の初期値の設定の際に Erhan [9] や Simonyan[8]
のように画像データではないことから，データの分布
を考慮して，生体情報には標準正規分布からサンプリ
ングを行い，カテゴリカル変数（入力時はダミー変数

考察

可視化の結果から，Enjoy，Hope，Pride の予測に
は，皮膚コンダクタンスが他の要素と比べると特に寄
与している傾向がみられる．また Shame，Hopeless，
Boredom，Relief に関しては，もっとも寄与している
入力のインデックスが発話カテゴリの 9, 10 , 11, 12 で
それぞれ分散的に表現されていることが伺える．この
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テゴリを含めてしまっていた．このカテゴリを除去し，
出力に寄与している入力の可視化を引き続き検討する．
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