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1. はじめに
人間同士のコミュニケーションにおいて顔情報は重要
である．一方，顔をリアルに表示する TV 電話には抵抗
感のあることが種々報告されている[1][2]．本稿では顔
のエッジ表現を用いたコミュニケーションシステムを構
築し，コミュニケーションにおける顔情報の役割を探る．
具体的には，顔のエッジ情報量を変えることで会話特性
がどのように変化するか実験し，考察した．まず，顔画
像に画像処理を順次施し，画像をサブブロックに分割す
る．顔のサンプリング率（分割画像をサンプリングする
確率）をパラメータとしてエッジを表示する割合を変化
させて被験者に呈示し，会話に及ぼす影響について分
析・評価した．
2. 顔画像の
顔画像のエッジ抽出
エッジ抽出アルゴリズム
抽出アルゴリズム
様々な顔のエッジ表現を行うため，顔画像に以下の画
像処理を順次行う．

①入力画像
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②エッジ抽出とサンプリング

図 3.1

実験システムの概要

図 3.1 は実験システムの概要である．Web カメラから
入力された映像を画像データとして取り込む．その映像
から 1 フレーム毎に取り出して RGB データにし，各フレ
ームに対してエッジ抽出，細線化，ランダムサンプリン
グ等の画像処理を施す．
4. 実験
実験画像の
実験画像の選択：
選択：
顔エッジのちらつきが適度になるように，画像の分割
数を 80×60 とし，サンプリング率を 10%，50%，90%，そ
れに原画像の 4 つを実験に使用した（図 4.1 参照）．サ
ンプリング率 10%は顔画像がほとんど見えないので電話
に近く，原画像は TV 電話と同等と考える．

図 4.1
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3 実験システム
実験システム

③ブロックを順に伝送
④エッジ画像の出力
図 2.1 画像入力からエッジ画像の出力までの手順
図 2.1 は画像の入力から，サンプリングされたエッジ
情報による顔の表現までの流れを示したもので，顔画像
①に対して，エッジ抽出処理，2 値化処理，細線化処理
を順次施すとともに，画像をサブブロックに分割する．
その後，分割したサブブロックをランダムにサンプリン
グ②し，サンプリングしたブロックを伝送③する．その
際，顔のサンプリング率（分割画像をサンプリングする
確率）をパラメータとしてエッジを表示する割合を変化
させて顔画像を表現④する．
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実験で使用する画像

実験環境：
実験環境：
1 名の実験者と大学生 12 名を被験者として以下の会話
実験を行う．なお，実験者と被験者は全員初対面である．
実験者と被験者が壁で仕切られた別々の部屋に入り，直
接コミュニケーションが取れない状況の中で，本システ
ムを使って会話をする．
実験の
実験の手順：
手順：被験者を図 4.1 で選定した 4 つのシステ
ム毎に第 1～4 グループ（各グループ 3 人，一人につき 3
分間会話）に分けて実験を行う．会話は予め用意したタ
レント写真の一覧を見ながら好みのタレントについて話
し合う．グループ毎の測定データの平均値を取って評価
する．
測定項目：
測定項目：行動特性と心理特性を測定する．
行動特性の評価指標として，顔のエッジ情報量を変え
ることで会話時の注視行動がどのように変化するかを調
べる．ここでは相手の顔を見ている時間を測定した．
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心理特性の評価指標としては，映像によるコミュニケ
ーションのしやすさ，恥ずかしさ，違和感等の 5 項目に
ついて，5 段階の評定尺度による質問紙を用いて測定し
た．ただし，コミュニケーション時に感じる「恥ずかし
さ」といった心理特性は，被験者の資質による影響を受
けると考えられるため，シャイネス指標[3]を用いて被
験者の事前スクリーニングを行い，各グループのシャイ
ネスの平均値を揃えた．

しかし，特に目を見るということに関しては，通常の
TV 電話では映像が鮮明すぎるため，ありのまま見られて
いるという心理状態から緊張感や恥ずかしさが生まれ，
相手の顔や目を見づらいということが考えられる．
実験結果から，顔のエッジ表現を用いたコミュニケー
ションシステムにより，相手の顔を見る恥ずかしさが軽
減され，コミュニケーションがより円滑になることが推
定される．

5. 実験結果と
実験結果と考察
5.1 実験結果
被験者が実験者の顔を見ている時間のグループ毎の平
均は以下のようになった．

恥ずかしさの緩和
ずかしさの緩和と
緩和とコミュニケーションの
コミュニケーションの円滑さ
円滑さ
まず，図 5.1 で，第 4 グループ（通常の TV 電話）で
は相手の顔を見ていた平均時間が 58.3 秒であるのに対
し，第 2 グループ（サンプリング率 50%）では全グルー
プ中最高の 81.3 秒であった．これは回数にして 10 回も
多く顔を見たと言える．また，図 5.2 を見ると，①②③
のグラフが共に右上がりに上っている．質問項目②では，
エッジ映像の情報密度が上るのに伴って評定値も上昇し
ていることから，被験者は相手の顔がより鮮明に見えて
くるに従って，自分の顔の映りが気になったといえる．
一方，恥ずかしさに関する評定③は，50%-90%では差は
無く，実映像において評定が上昇した．以上より，恥ず
かしさの程度はエッジ映像か実映像かといった違いに強
く左右され，特にサンプリング率 50%のエッジ映像の場
合に恥ずかしさが最も小さい．
次に，コミュニケーションの円滑さについて考察する．
図 5.2 において，質問④の「話しやすさ」のグラフは右
下がり，また質問⑤「明るい感じで話ができたか？」は
50%点を頂点とする山形グラフとなった．このことから，
被験者は 50%点のエッジ映像による通信において会話を
リラックスして楽しめたと考えられる．被験者はサンプ
リング率 50%のエッジ映像通信において恥ずかしさが最
も小さく，リラックスして会話を楽しめることが示され
た．
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図 5.1

グループ毎の平均時間

また，実験終了後に行ったアンケートでは，顔の見え
方と会話時の恥ずかしさについて，以下の項目を 5 段階
評価してもらった（「わかった」を 5 点，逆を 1 点のよ
うにする）．この結果を図 5.2 に示す．
相手の表情がわかったか？
自分の映りが気になったか？
相手の顔を見るのに恥ずかしさを感じたか？
この TV 電話は話しやすかったか？
明るい感じで話ができたか？
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6. まとめ
本稿では，顔のエッジ表現を用いたコミュニケーショ
ンシステムを構築し，顔のエッジ情報量を変化させた時，
会話特性がどの様に変化するかを実験・評価した．その
結果，被験者はサンプリング率 50%の顔のエッジ映像通
信において恥ずかしさが最も小さく，リラックスして会
話を楽しめたことが示された．
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さらに，同アンケートで「初対面の人と会話をする時，
通常の TV 電話と白黒線画の TV 電話（本システム）では
どちらがどの程度，相手の顔を見ることに恥ずかしさを
感じるか？」という質問を行ったところ，被験者 12 人
全員が通常の TV 電話の方が恥ずかしいと答えた．
5.2 考察
斉藤孝氏によると，コミュニケーションを円滑にする
ための基本原則として，目を見る，微笑む，頷く，相槌
を打つの 4 つを提唱している[4]．
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