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遠隔会話時の表示画面制御による
遠隔対話者の存在感強調手法
明松 悠太1,a)

吉野 孝1,b)

概要：近年，遠隔地間でもコミュニケーションが行われている．遠隔地間では各地点で人数の偏り，つま
り多人数地点と少人数地点が存在することにより，少人数地点が「会話から置いていかれている」状況が
発生する場合がある．そこで，本研究ではあえて存在感を薄める表示画面制御による状況改善手法を提案
する．提案手法を用いた評価実験の結果，多人数地点において，提案手法を用いた相手の地点の画面制御
の表現は認識に可能であること，多人数地点において，提案手法を相手の「会話に置いていかれている」
状況の改善の助けとなる可能性があることが明らかとなった．

Tele-presence Emphasizing Method by Display Screen Control
During Remote Conversation

1. はじめに
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 形 態 は 様 々 で あ る ．対 面 型

(図 1(1)) は参加者が１つの場所に集まる形態である．近年
は，携帯電話やスマートフォンを用いた音声通話やビデオ
会話を用いた遠隔地間の会話も行われている．これらの機
器やソフトウェアによって，ある特定の場所の１か所に集
まる必要がなく，電話回線やネットワーク設備が整ってい
れば，どこでも会話を行えるようになっている．
遠隔地間の会話の形態は，遠隔型 (図 1(2)) と混合型

(図 1(3)) が考えられる．前者は，すべての参加者が１地点

(1) 対面型

に１人いる形態である．後者は，遠隔地に複数人の参加者

Fig. 1 Diﬀerent categories of communication.

この混合型では，遠隔会話において各地点の人数の偏りが
発生する場合がある．このとき，立場が対等であっても，

において「会話から置いていかれている」
「会話に参加した

人数の偏りが発生した場合，多人数側で会話が盛り上がる

い」ことを示す画面制御を行う強調手法を提案する．ここ

ことによって，少人数側の参加者が注目されなくなると，

では，あえて自身の姿を薄めるという表現方法を用いる．

鈴木らは指摘している [1]．これは，多人数側での会話が盛

この手法による，遠隔地間の会話において「会話から置い

り上がることで，少人数側が「会話から置いていかれてい

ていかれている」という状況の改善，
「会話に参加したい」

る」ということが起きるという問題につながる．

という意思表示を会話中にスムーズに伝えることを目指す．

そこで本研究では，遠隔地間の会話において，少人数側
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(3) 混合型

図 1: コミュニケーションの 3 パターン

が含まれる形態である．本研究では，混合型に着目する．

1

(2) 遠隔型

小川は，視線の機能，表情表出，表情解読の特徴などに
関する実験的研究を行い，対人コミュニケーションにおい
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(a) Kinect

(c) Kinect

(b) 端末

(d) 端末

ユーザ B
ユーザ A

ユーザ D

(a) 相手地点の画像

ユーザ C

(b) 自分地点の画像

図 3: 端末に表示される画面 (少人数地点))
Fig. 3 System screen(one participant’s side).

図 2: プロトタイプシステムの構成図

3. 提案手法

Fig. 2 Configuration of the prototype system.

3.1 概要
提案する強調表現について述べる．この表現では，
「会話

て視線や表情が果たす役割の大きさを主張した [2]．また，
視線に関する研究として，参加者の目・耳・口の代わりの

に置いていかれている」という状況下にあえて，会話の参

機器と顔映像出力用の液晶ディスプレイを一体として上下

加者の存在感を薄めるという方法を用いる．敷田らは，遠

左右旋回する代行人ロボットを用いた研究がある [3]．本

隔会議のアウェアネス支援として，視線情報に基づく弱い

研究では，遠隔地の参加者の表示画面に対する制御によっ

光のランプの点灯を用いている [10]．本手法は，少人数地

て，その映像に自然と目が向くような手法を考案している

点の映像について適用し，参加者の存在を完全に消すので

という点で異なっている．

はなく，映像上の参加者の姿について色の変化を行うこと

遠隔地のコミュニケーションと存在感に関する研究につ

で存在感を薄めることを実現する．これにより，参加者の

いて，鈴木らのロボットを用いたコミュニケーション支援

発話意思・会話への参加意思の促進を認識することを狙っ

システム [4] がある．また，非言語情報を拡張することに

ている．

よって，対面会話では生じない心理的効果を狙う研究があ

3.2 プロトタイプシステムの構成

る [5]．本研究では．対面コミュニケーション本研究では

プロトタイプシステムは，２地点間の遠隔地間の会話で，

ロボットといったエージェントを用いるのではなく，ビデ
オ会話の画面を制御することで存在感の強調を目指す点で

一方が１人の参加者，もう一方が複数人の参加者と想定し

異なっている．

ている．１人の参加者の地点を少人数地点，複数人の参加

遠隔地間の距離をなくすテレプレゼンスに関する研究に

者のいる地点を多人数地点と以降呼称する．プロトタイプ

おいて，耿らの研究がある [6]．耿らは遠隔地間で同期し

システム (以降システムと呼称する) の構成図を図 2 に示

て回転できるターンテーブルを開発し，合成映像システム

す．本システムは，遠隔地間のコミュニケーションに支援

を拡張した．また，身体映像の部分的実体化を用いたソー

するシステムであり，ビデオ通話システムとして利用する．

シャルテレプレゼンスについて大西らの研究 [7] がある．

本システムは，Unity で開発しており通信は UDP 通信で

ここでは，ディスプレイという境界面を身体の一部を実体

行う．
両端末（図 2(b)，(d)）に，それぞれ Kinect（図 2(a)，(c)）

化することによるテレプレゼンスの強化を図っている．本
研究では，会話に置いていかれているという感じをなくす

が接続されている．少人数地点では，Kinect（図 2(a)）を

ために存在感の変化・活用を行うという点で異なっている．

用いて，人体部分（ユーザ A）の抽出及びカラー画像への

遠隔地間のインタラクションに関する研究について，遠

変換を行う．多人数地点では，Kinect（図 2(c)）を用いて，

距離で付き合っているカップルに対して専用の触覚グロー

人体部分（ユーザ B，ユーザ C，ユーザ D）の抽出及びカ

ブを用いたインタラクションがある [8]．また，ロボットを

ラー画像への変換を行う．また，両端末ではカラー画像へ

用いて多人数の会話を活性させることを目指したシステム

の変換の前に，ノンバーバル情報を用いて必要に応じて，

がある [9]．本研究では，触覚ではなく画面 (視覚) による

画像の変換を行う．
端末に表示される画面について示す．図 3 は，少人数地

気づきを与えるシステムを提案する．

© 2019 Information Processing Society of Japan
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図 4: 少人数地点における表現のモード遷移

図 5: 多人数地点における表現のモード遷移

Fig. 4 Transition of expression mode on one participant’s side.

Fig. 5 Transition of expression mode on multiple participants’
side.

点の端末を示している．真ん中に表示されているのは相手
の画面 (図 3(a)) であり，右下に表示しているのは，自分の

制御モード

画面つまり相手にどのように映している画面 (図 3(b)) で

参加者の姿を透明と淡い白色とを段階的に変化させる

ある．

表現をしている．

3.3 表現手法

各地点においてモードの切り替え方法は異なる．それぞ

本手法は，各地点において以下の２つのモードへの切り

れの地点におけるモード切り替えについて述べる．少人数

替えを行っている．

地点の切り替えを図 4 に示す．モード切り替えは発話の

通常モード

有無によってなされる．発話している間は通常モード (図

参加者の姿を実際のカラーで相手に表示している．

© 2019 Information Processing Society of Japan

4(A)) であり，沈黙すると制御モード (図 4(B)) に移行す
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る．これは，少人数地点側においては，実際に発話するこ

Kinect センサ

Kinect センサ

とで会話に参加しているということを存在感の強調で伝え
られるからである．
多人数地点図の切り替えを図 5 に示す．モードの切り替
えは，参加者の過半数が少人数地点の映像から目をそらし
ていなければ通常モード (図 5(A)) であり，過半数が目を

モニタ

そらしていると制御モード (図 5(B)) へ移行する．これは，

モニタ

PC

PC

多人数地点において，過半数が会話に熱中している際，１
制御マウス

人でも少人数地点側に目を向けられる状態であれば，まわ
りの参加者に，少人数地点の参加者が「会話から置いてい

制御マウス

参加者

かれている」状況を伝えることができるからである．

参加者

少人数地点

4. 実験

多人数地点

図 6: 実験構成図
Fig. 6 Experimental configuration.

本章では，実験について述べる．提案した手法が，少人
数地点の参加者が「会話から置いていかれている」という
状況を伝達していること，またそのうえで「会話に参加し
たい」という意思表示の支援ができるかどうかを検証する
ため，遠隔地間の会話による実験を行った．
実験構成図を図 6 に示す．実験は，少人数地点と多人数
地点の 2 地点で行った．協力者は大学及び大学院の学生で，

Kinect センサ

参加者

少人数地点が 1 名，多人数地点 3 名の 1 組 4 名，計 4 組の

モニタ

16 名に対して実施した．多人数地点の実験の様子を図 7 に
PC

示す．協力者はモニタの前に 3 人が並んで実施した．
本実験では，それぞれの組に対して提示した話題につい
て，提案手法のあり・なしの場合で 15 分の会話を行った．
本実験では，表 1 のように実験の条件を設定した．条件で

図 7: 多人数地点の実験の様子

は，順序効果を考慮し，2 組を提案手法ありの方を先に実験

Fig. 7 Experimental scene on multiple participants’ side.

を行い，残りの 2 組は提案手法なしの方を先に実験を行っ
た．また，提示する話題についても「和歌山大学の良いと

表 1: 実験の設定

ころを一つ挙げるとしたら何か？」
「和歌山大学の悪いとこ

Table 1 Experimental setting

ろを一つ挙げるとしたら何か？」の 2 つを設定し，2 組は

グループ

提案手法ありの方で前者の話題，なしの方で後者の話題に

前

ついて会話を行い，残りの 2 組はその逆の条件で行った．

制御表現の有無
あり

話題
和歌山大学の良いところを
一つ挙げるとしたら何か？

1

5. 実験結果と考察

後

なし

和歌山大学の悪いところを
一つあげるとしたら何か？

会話実験ごとに少人数地点の参加者・多人数地点の参加

前

あり

和歌山大学の悪いところを
一つ挙げるとしたら何か？

者それぞれに対してアンケート回答を実施した．本章では，

2

検証項目ごとにそれぞれの地点について結果と考察を述べ

後

なし

和歌山大学の良いところを
一つ挙げるとしたら何か？

る．ただし，少人数地点の実験協力者数は 4 名のため，あ

前

くまで傾向として述べる．

なし

和歌山大学の良いところを
一つ挙げるとしたら何か？

3

後

あり

和歌山大学の悪いところを
一つ挙げるとしたら何か？

5.1 表現の認識に関する評価
5.1.1 多人数地点

前

なし

和歌山大学の悪いところを
一つ挙げるとしたら何か？

「話し相手の姿の色が変化しているのが見えた」という

4

問いに対して５段階評価を行ったところ表 2 のようにな

後

あり

和歌山大学の良いところを
一つ挙げるとしたら何か？

り，中央値・最頻値は共に 5 となった．自由記述において，
「色の変化が見えた」「相手が白くなっているのが見えた」

表現) は認識可能であると考えられる．

などの意見が得られたことから，相手を薄める表現 (強調

© 2019 Information Processing Society of Japan

また，「自分の姿の色が変化しているのが見えた」とい
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表 2: 多人数地点の参加者の相手側の画面における表現の

表 3: 多人数地点の参加者の自分側の画面における表現の

認識に関するアンケート (5 段階評価)

認識に関するアンケート (5 段階評価)

Table 2 Questionnaire on recognition of opposite screen’s ex-

Table 3 Questionnaire on recognition of their screen’s expres-

pression on multiple participants’ side(5-step evalua-

sion on multiple participants’ side (5-step evaluation)

tion)

評価の分布*1
評価の分布*1

1

2

3

4

5

0

0

0

5

7

中央値

最頻値

5

5

1

2

3

4

5

4

2

0

2

4

中央値

最頻値

3

1・5

表 4: 少人数地点の参加者の相手側の画面における表現の
う問いに対して５段階評価を行ったところ表 3 のようにな

認識に関するアンケート (5 段階評価)

り，中央値は 3，最頻値は 1 と 5 という結果になった．自

Table 4 Questionnaire on recognition of opposite screen’s ex-

由記述において，「顔の頭上部分が白または灰色になるこ

pression on one participant’s side (5-step evaluation)

とがあった」
「時々白くなったりした」などの意見が見られ

グループ番号

1

2

3

4

た一方，
「自分の画面を意識していなかった」
「自分のこと

評価値*1

1

1

4

5

はあまり気を付けてみていなかった」などの意見も得られ
たことから，自分を薄める表現 (強調表現) は気づく人と気

表 5: 少人数地点の参加者の自分側の画面における表現の

づかない人がおり，これはシステムの画面上，右下に小さ

認識に関するアンケート (5 段階評価)

く表示していること，また相手の画面の変化に着目しすぎ

Table 5 Questionnaire on recognition of his or her screen’s ex-

てしまって目立たなかったということが原因としてあると

pression on one participant’s side (5-step evaluation)

考えられる．

5.1.2 少人数地点

グループ番号

1

2

3

4

評価値*1

2

2

5

3

「話し相手の姿の色が変化しているのが見えた」という
問いに対して５段階評価を行ったところ表 4 のようになっ

という結果となった．自由記述において，制御表現ありの

た．自由記述では，低評価者においては「常に同じだった」

方では「目線が合うような気がしたから」
「カメラ越しの目

「普段通りの色彩で相手の姿を確認できた」との意見が，高

線で意識しているように見えた」などの意見が見られた．

評価者においては「時々白くなっているのが確認できたか

また，高評価した協力者に「３人いたので完全に意識して

ら」などの意見が見られた．実際にビデオで確認すると，

いたか分からない」という意見も見られたが，これは３人

低評価者の会話実験においては，多人数地点において制御

(多人数側地点) のうち誰をより注視しているか明確には分

モードへほとんど切り替えがなされていなかったため，変

からなかったという意味であると考えられ，意識が多人数

化の認識の前に，変化がなされていなかったからであると

側にあったことは認識していたと考えられる．

考えられる．これらのことから，多人数側の制御表現は切

また，制御表現なしの方では「画面越しでも違和感がな

り替えがなされない場合が起こる傾向があることが考えら

かった」との意見が見られた．これは，表現の有無関係な

れる．

しに会話ができたからだと考えられる．これらのことを踏
まえた結果，強調表現には「会話に置いていかれている」

また，
「自分の姿の色が変化しているのが見えた」という
問いに対して５段階評価を行ったところ表 5 のようになっ

状況改善の助けとなる可能性があると考えられる．

た．自由記述では「白くなっているのが確認できた」との

5.2.2 少人数地点

意見が得られた．このことより，少人数地点では多人数地

「私は，相手が会話中に自分の姿を意識しているように

点よりも自分の姿の変化を認識しやすい傾向があると考え

見えた」という問いに対して５段階評価を行ったところ表

られる．

7 のようになった．自由記述において，制御表現ありの方
では「映像を通して意識しているように見えた」という意

5.2 存在感強調に関する評価

見がある一方「相手の目線が誰に向いているか判断できな

5.2.1 多人数地点

かった」との意見も見られた．

「私は，相手が会話中に自分の姿を意識しているように

また，制御表現なしの方では「ジェスチャを交えた会話

見えた」という問いに対して５段階評価を行ったところ表

だったので意識しているように見えた」との意見が得られ

6 のようになり，制御表現ありの方は，中央値・最頻値は

た．これらのことを踏まえた結果，カメラ越しの目線で意

共に 4 に，制御表現なしの方は，中央値は 3，最頻値は 2

識しているように見えた」などの意見が見られた．これら

*1

のことを踏まえた結果，強調表現が特に相手の意識の効果

評価項目：(1: 強く同意しない，2: 同意しない，3: どちらとも
言えない，4: 同意する，5: 強く同意する)

© 2019 Information Processing Society of Japan

に関係がないと考えられる．また，ビデオ会話において少
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表 6: 多人数地点の参加者の相手の認識に関するアンケー

6. おわりに

ト (5 段階評価)
Table 6 Questionnaire on recognition of the opposite partic-

本稿では，遠隔地間会話の支援として，地点ごとに異な

ipant’s expression on multiple participants’ side (5-

る表示切替手法を提案し，システムのプロトタイプを作成

step evaluation)
画面制御の有無

した．また，システムを用いた比較による評価実験を行っ

評価の分布*2

中央値

最頻値

1

4

4

2

3

2

1

2

3

4

5

あり

0

2

1

8

なし

1

4

2

3

た結果，以下のことが明らかとなった．

(1) 多人数地点において，提案手法を用いた相手の地点の
画面制御の表現は認識に可能である．

(2) 多人数地点において，提案手法を相手の「会話に置い
ていかれている」状況の改善の助けとなる可能性が
表 7: 少人数地点の参加者の相手の認識に関するアンケー

ある．

ト (5 段階評価)

しかし，システムについての議論において，あえて薄め

Table 7 Questionnaire on recognition of the opposite participants’ expression on one participant’s side (5-step

る表現はビデオ通話 (会話) において，相手の様子が分かり

evaluation)

づらいというデメリットが大きいため，導入は困難である

画面制御の有無

ことも明らかとなった．

グループ番号

1

2

3

4

現在は，参加者の体の一部を強調させることによる画面

ありの場合の評価値*2

2

1

4

3

制御システムを開発している．今後はこの強調システムを

なしの場合の評価値*2

3

2

4

4

用いた課題解決型の実験を行い，遠隔地側 (少人数地点) の
「会話に置いていかれている」状況改善となるか評価を行

人数地点の立場では，ジェスチャなどのノンバーバル情報

う予定である．

がはっきり見える方がよい傾向があるとも考えられる．
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[1]

システムに関する意見として，多人数地点の参加者から
「相手に注視しないタイミングが前 (提案手法) の方が少な
かった」という意見が得られ，制御表現の効果があること
を示している．一方「色の変化も慣れていくと気にしなく
なったが違和感はある」
「表情が消えてしまうのが残念だっ
た」などの意見も得られた．前者については「違和感があ
る」ということから，相手の方を注目しようとしていると
もとらえられるが，変化に慣れてしまっている点では問題
であり，表現として用いるにあたっては，
「会話に置いてい
かれている」状況を示すという点でマイナス要素となりう
る可能性が考えられる．
また，少人数側からは「会話中に相手の姿が消えたりし
たので，少し会話しにくいタイミングがあった」「１人で
しゃべる側はカメラ位置が高く，相手に表情が伝わってい
るか不安だ」という意見が得られた．前者については，少
人数側においてしゃべりにくいタイミングがあると，存在
感の強調の有無に関係なく，コミュニケーションに支障を
きたす可能性があるために問題であると考えられ，後者に
ついては，5.2 節で述べたように，ノンバーバル情報であ
る表情が会話に重要なものであり，それを制御表現によっ
て消すことはコミュニケーションにおいて負担となる可能
性が考えられる．
*2

評価項目：(1: 強く同意しない，2: 同意しない，3: どちらとも
言えない，4: 同意する，5: 強く同意する)
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