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マルチユーザ音声チャットシステムにおける音声基本周波数を
用いたアバタ表情制御法の提案
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1. はじめに
高速インターネット網などインフラの整備に伴い，テ
キストチャット，電子掲示板，さらには音声や映像を伴
うマルチメディアチャットシステムなど，様々なマルチ
ユーザ型チャットシステムが開発されている[1]．
実写画像を用いたビデオ会議システムは，顔の表情や
動き，声の抑揚といったコミュニケーションに重要なノ
ンバーバル情報の伝達が可能となるが，実写画像を用い
るため意図しない個人情報伝送への配慮が必要となる．
これに対し，実写画像ではなく 3DCG を用いて仮想化す
ることが有効と考えられ，現在，様々なアバタを用いた
研究がなされている[2]．しかし，アバタを用いるシステ
ムでは，表情や視線，身振りなどの身体動作を中心とし
たノンバーバル情報が欠如するため，これらの身体動作
を適切に制御することが重要となる．
このノンバーバル情報を付加する試みとして，われわ
れも共有仮想空間マルチユーザ音声チャットシステムに
おいて，音声情報をもとに注視対象の制御をおこなって
きたが[3]，心的情報の表現が欠如する問題が生じていた．
本研究では，仮想空間音声チャットシステムにおけるユ
ーザの感情推定にもとづく表情制御方法について提案し，
試作システムを用いて２名一組で会話をおこなわせたと
ころ，提案手法は良好に被験者の状況を反映し，主観評
価において有効性が確認されたので報告する．

2. システム設計
2.1 マルチユーザ音声チャットシステム
本研究室では，図１のようなサーバ／クライアント型
の共有仮想空間ウォークスルーシステム上に，マルチユ
ーザ音声チャット機能を実装し，仮想空間内での位置関
係を用いた会話対象制御をおこなってきた．さらに，各
ユーザの音圧情報から Appeal Point を算出することで注
視対象ユーザを決定し，カメラ等を用いずに音声情報の
みから注視対象を制御する擬似視線制御を実装した[3]．

本研究では，図２のように，このような共有仮想空間マ
ルチユーザ音声チャットシステムをもとに，音声情報を
用いて表情制御をおこなう機能の実装をおこなった．

2.2 アバタ表情制御法
2.2.1 表情制御の概略
Russell は，感情を覚醒－睡眠と快－不快の２軸で表現
する円環モデルを提唱している[4]．ここで，マルチユー
ザ音声チャットシステムへの応用を考えると，不快感情
の表現は円滑なコミュニケーションが損なわれることが
懸念されるため，快すなわち喜びの感情表現に限定した
覚醒度のみの１軸の制御によってもコミュニケーション
が円滑になる可能性が期待される．
本研究では，音声の基本周波数が喜びの感情を反映す
ることを利用し[5]，ユーザの音声情報から基本周波数を
リアルタイムに算出して，その結果を受話側のユーザに
音声とともに伝送し，受話側では受信した基本周波数に
もとづいて喜びの感情値を算出してＣＧアバタの表情を
自動的に制御する．
2.2.2 基本周波数の推定と音圧の算出
アバタのリップシンクや感情表現機能を実現するため
に音圧や表情制御のための基本周波数といった情報が必
要となる．これら情報の取得，および音声通信には
Microsoft 社製の DirectPlay 機能を用いた．また，基本
周波数推定は，システムにおける処理負荷を考慮し，発
話者の音声を発話側でおこない，ネットワークを介して
他の受話ユーザへ伝送する形式を用いた．さらに，雑音
の影響を回避するために，発話者の音声を 80ms 周期でバ
ッファに取り出し，取り出した音声波形を３分割して，
それぞれに対して区間 11ms の自己相関係数を算出した．
３つの区間から自己相関値が最大となる周期を求め，値
の近い２周期をもとに基本周波数を求めた．また，一定
音圧以下の音声は雑音とみなした．
2.2.3 感情値の変換
基本周波数や感情によるその変化の大きさには個人差
があるため，喜びの感情を適切にアバタに反映できるよ
う，試作システムでは，平常時の基本周波数 F S 0 と喜び
の状態における基本周波数 F をあらかじめ計測し，こ
れを感情の最小値 0％と最大値 100％とみなし，線形変換
した．感情値 E t の算出方法を，式（１）に示す．
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また，発話内容による自然な抑揚によって，急激で不自
然な表情の変化が生じるのを防ぐために移動平均処理を
おこない，得られた感情値をもとに，CG アバタを描画し
た．笑顔画像は，FACS を参考に顔各部の代表点の移動を
ルール化し，プログラム中で自動生成した．図３に，ア
バタの笑顔の例を示す．

実験風景(左)とシステム構成図(右)
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図２

試作した仮想空間音声チャットシステムのブロック図
な表情の変化はコミュニケーションに悪影響を与える可
能性が懸念される．しかし，突発的な情動の表出には即
応性が要求されるものと考えられることから，即応性と
連続性の両者を満たすアルゴリズムの検討が今後の検討
課題である．

4. まとめ
図３

アバタの笑顔（左から 0％,50％,100%）

3. 評価実験
笑顔の提示，及び表情制御の効果を確認するため，表
情が固定される平常顔(笑顔０％)，笑顔(笑顔 100％)，お
よび話者の状態に応じて動的に変化する表情制御ありの
３条件で予備実験をおない，表情制御なしよりも，表情
制御ありが主観的に良い印象を与えることを確認した．
つぎに，基本周波数を用いた表情制御において，不自
然な印象につながる可能性がある急激な表情変化を抑制
するための移動平均処理の適正値を検討することを目的
に，順序法による好ましさ，話しやすさ，および自然さ
に関する主観評価をおこなった．被験者は本学男子学生
６名とし，２名づつ３組に分け，被験者は別々の部屋で
ヘッドセットを着用し，仮想環境内の相手アバタを対面
するように配置して，験者から指示されたテーマに従っ
て４分間会話する課題を課した．
実験条件は，リップシンクのみの条件Ａ，音声に対す
る表情の即応性を重視した移動平均区間 2 秒の条件Ｂと，
表情の連続性を重視した移動平均区間 10 秒の条件Ｃの３
条件とした．３条件を連続して会話させた後，主観評価
とコメントについて質問紙を用いた聞き取り調査をおこ
ない，順序効果を考慮して２回実施した．
順序尺度を用いた主観評価結果を図４に記す．移動平
均区間 2 秒と 10 秒の条件ＢとＣは，全ての主観評価にお
いて制御なしの条件Ａよりも良い印象を与え．また，主
観評価において条件ＢとＣに顕著な差は見られなかった
が，「条件Ｂは表情の移り変わりが速いため，感情が激
しく変化しているように見えた」のコメントから，過度
主 観 値 ( 順 序 尺 度)

好ましい

主観値

話しやすい

ユーザの発話音声をもとに基本周波数の推定をおこな
い，アバタの笑顔を制御するアルゴリズムを提案し，マ
ルチユーザ音声チャットシステムへの実装をおこなった．
評価実験をおこなったところ，表情制御アルゴリズムと
して移動平均処理をおこなう２条件が良好な印象を与え
たが，即応性と連続性の要求が背反することから２条件
間で有意な差異は見られなかった．今後の課題は，表情
制御アルゴリズムの更なる改良を加え，より自然なマル
チユーザ音声チャットシステムを実現することである．
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制御なし あり/2 秒 あり/10 秒

図４

制御なし あり/2 秒 あり/10 秒

自然

制御なし
制御あり（2 秒）
制御あり（10 秒）

制御なし あり/2 秒 あり/10 秒

実験結果（円の大きさは回答数を意味する）①好ましさ（右）②話しやすさ（中）③自然さ（右）
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