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聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段の一つである手話は，手指信号と非手指信

号より構成されている対話型言語である．手話の調動は手指信号と非手指信号により構成されて
いる．その中で，非手指信号の一部を担う『顔』の役割は重要である．著者らは，手話対話にお
いて受信者および発信者の両面から，視線解析，話者交代，非手指信号抑制手話など幾つかの視
点から『顔』の分析を行っている．ここでは，幾つかの解析事例とその結果について紹介し，研
究者が手話研究を行なう上で，非手指信号を含めた解析の重要性について述べる．

A role of a face in Japanese sign language
Akira ICHIKAWA, Yuji NAGASHIMA and Mina TERAUCHI
Abstract

Sign language is a natural language such as the spoken language which can be understood in

real-time.

In addition, sign is a visual language and the articulatory components of a sign are presented in

space. A role of "a face" which is one element of non-manual signals is important.
In this report, we describe some interesting analysis results of non-manual signals from recent sign
language research.

Through these analysis results, these are suggested about importance of non-manual

signals analysis in future sign language research.

1.

はじめに
人間のコミュニケーションの基本は，相手との

間的言語である．受信者にとって手話は，視覚系
で受容される視覚言語である．手話の調動は，手

対話である．そして対話の手段として，音声や手

指信号(Manual Signals = MS)および非手指信号

話などが存在している．対話型メディアは，揮発

(Non Manual Signals = NMS)により構成される．

性の情報にも関わらず，実時間で理解することが

手指信号は，手の型・掌方向・提示位置・大局的

可能であり，話者交代などの対話制御が円滑に行

な運動により構成され，これらの動きを時間軸上

うことができるという特徴をもっている．音声対

に同時あるいは連続的に提示することにより，主

話の対話制御については，著者らの実験的分析に

に語の形成に寄与する．非手指信号は，表情・口

よりプロソディ（ピッチ，パワー，ポーズ，時間

型・うなずき・視線などの要素で構成され，主に

構造など）に制御情報が含まれていることを確認

統語論的，意味論的な作用があるといわれている．

している．したがって著者らは，対話型言語であ

著者らは，この中で非手指信号の構成要素の一部

る手話にも音声対話のような円滑なコミュニケ

である顔の表情や頷き，身体や手指の動きの時間

ーションを実現するためのプロソディが存在し

構造などが音声対話のプロソディと同様の働き

ていると考えている．

をしているのではないかと仮定している．とくに

手話は，3 次元空間上で複数の調動器官による

『顔』の役割は重要である．

運動と提示の継時変化として語が形成される空
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近年，工学的分野ではコミュニケーション支援
を目的として手話電子化辞書や手話アニメーシ
ョン，手話認識の研究が多く進められている．そ
れらの研究において，手話者にとって疲労を覚え
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ない読み取り容易な手話アニメーションやテレ

視線に関する先行研究は少ない[5][6]．これまで

コミュニケーション機器の開発，あるいは有能な

に，手話初級者は手話者の非手指信号の読取がで

手話通訳者教育・養成には，手話のプロソディに

きず，そのため視線のほとんどが手指の動きを追

相当する情報の解明が重要となる．

うものであること，また手話母語者の視線はほと

本報告では，手話解析を行うための手話音韻表

んどが顔に集中していることが報告されている

記法として電子情報通信学会 第三種手話情報学

[5]．ここでは，手話初級者，初中級者および上

研究会のＷＧが提案している sIGNDEX について

級者の手話観測時における注視点の分布につい

紹介する．次に，手話の工学的な研究から特に『顔

て，視線追尾装置を用いた計測実験結果について

情報』の分析を行った事例について紹介する．

報告する[7]．また，手話アニメーションの読み

2.

sIGNDEX(サインデックス)
手話には文字がなく，また音韻表記法が定まっ

取りに与える影響を分析するため，実映像とモー

ていない．そこで，特定の手話形に一定のラベル

の注視点を計測したので，その結果についても述

を貼ったリストとその具体的動画像を提示する

べる[8]．

ことで，手話研究者が共通に利用できるように情

3.1 注視点計測

ションキャプチャにより描画したアバタ映像と

報を提供できるよう提案されたのが sIGNDEX で

観測者には座位で顎台に顎を固定した状態で

ある[1]－[4]．sIGNDEX は，手話語彙(sign)とイ

液晶プロジェクタからスクリーンに投影した手

ン デ ッ ク ス (index) を 合 成 し た 造 語 で あ る ．

話映像を観測してもらい，観測者の左眼の視線情

sIGNDEX 表記で使われる記号は，手話電子化辞

報を計測した．このとき観測者とスクリーン間の

書やインターネット上での情報交換など電子情

距離は約 2.8m，スクリーンのサイズは縦 120cm

報としての利用を念頭におくと同時に，国際的利

×横 160cm とした．視線情報の計測には nac 社製

用を想定し，アルファベットおよび通常のキーボ

視線追尾装置 EMR-NL8 を使用し，計測された視

ードにある記号を利用している．現在まで語彙

線情報はデジタルビデオテープに 30frame/sec で

100 語に割り当てた sIGNDEX Ver.1.0 と非手指動

記録した．観測者の頭部の自由度があまり高くな

作の表記を含めた Ver.2 を公開している．手話文

いが，眼球位置が固定されるため測定精度の確保

を sIGNDEX で記述してみる．

ができる．またスクリーンに手話映像をほぼ等身

＜サインデックス記述例＞

大で投影したため，自然な対話位置関係で測定を

sIGNDEX 表記：

行なうことができる．計測された視線情報の解析

wATASHI+hDNnAMAE+hDN+mOS-NAMAEsATO

は，デジタルビデオテープに記録された視線情報

U+mOS-SATOUiU+hDN+mOS-MOUSHI+bPF//

を PC に取り込み，視線追尾装置に付属する解析

手話語彙列：
｛私｝｛名前｝
｛佐藤｝｛言う｝

プログラムを用いて視線の停留点を算出した．な

「nAMAE+hDN+mOS-NAMAE」部分は，手話

お，停留とみなす最小時間は 200msec とした．

語彙 "nAMAE" に"+" 記号で"hDN（頷き）" が

本実験では，手話映像として観測者に提示した

付加されている．さらに"mOS-NAMAE"というラ

映像は手話母語者 2 名（それぞれ手話者 A,B と

ベルが付加されることで，口型で「名前」と発語

する）
，手話通訳者 1 名（手話者 C とする）
，手

するということを示している．

話上級者 1 名（手話者 D とする）の映像である．

詳細な記述規則などについては，文献[1]-[4]，

これらの手話者にはカメラに向かって好きなテ

あるいはホームページ で公開しているので参照

ーマで話をしてもらった．観測者は初級者 2 名

されたい．

（観測者 a,b），初中級者 2 名（観測者 c,d），上級

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwc1015/sig-sile

者 2 名（観測者 e,f ）の協力を得た．観測者には

3.

手話観測者の視線解析
手話を観測（受信）するとき，観測者は視覚によ

提示されている手話映像の内容を考えてもらい

って発信された手話を認識している．したがって，

おける注視点の停留時間の解析した結果，手話 A

受信者の視覚情報を計測し分析することで，手話

を観測した際の 1 分あたりの停留回数では初級

の文法的構造や，手話使用者の手話認知メカニズ

者および初中級者は回数が多く，上級者は回数が

ム解明することができると考えられる．しかし，

少ない傾向がある．これは初級者および初中級者

ながら観測してもらうように依頼した．各映像に
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表 1 顔領域を注視する割合
手話 A
観測者

手話 B

手話 C

手話 D

全平均

停留回数 停留時間 停留回数 停留時間 停留回数 停留時間 停留回数 停留時間 停留回数 停留時間

初級者
初中級者
上級者

a 顔注視率

87.0%

89.4%

78.0%

82.6%

73.7%

80.5%

84.4%

88.8%

b 顔注視率

81.4%

83.0%

86.2%

88.0%

96.2%

97.9%

73.2%

80.4%

平均顔注視率

84.2%

86.2%

82.1%

85.3%

84.9%

89.2%

78.8%

84.6%

c 顔注視率

87.5%

88.9%

79.3%

83.1%

69.4%

76.6%

51.0%

55.9%

d 顔注視率

98.5%

99.0%

97.9%

98.8%

87.6%

91.8%

93.8%

95.5%

平均顔注視率

93.0%

93.9%

88.6%

90.9%

78.5%

84.2%

72.4%

75.7%

e 顔注視率

99.6%

99.8%

96.0%

97.9%

f 顔注視率

99.6%

99.6%

97.4%

99.6%

平均顔注視率

99.6%

99.7%

97.4%

99.6%

96.0%

97.9%

82.5%

86.3%

83.1%

86.2%

97.7%

99.1%

は動きの大きい手指を追う傾向があり，結果とし

手話母語者の場合，顔の左側の目・鼻・口に視線

て単位時間あたりの停留回数が多くなるためで

が集中していることが確認された．これは周辺視

ある．表 1 に，解析画面全体の停留回数および停

と文脈から推測して表出された手話内容を認知

留時間に対する顔領域の停留割合を示す．表 1

していると推測される．これらの結果は，手話に

より，初級者と初中級者との有意差は認められな

おける非手指信号の重要性を示すものである．

い．初級者の聞き取り調査の結果，初級者は手話

3.2 アバタによる注視点計測

がわからないため，口形の読み取りに専念してい

手話アニメーションの読み取りに与える影響

た．手話 C は日本語対応手話であり，全ての動

を分析するため，実映像とモーションキャプチャ
により描画したアバタ映像との注視点を計測し
た．アバタに反映する手指動作は，手首の位置と
角度，手首と指の関節角とする．非手指動作は，
頭部の運動のみを取得する．手指および頭部の動
作は，POLHEMUS 社製の FASTRAK ™を用いて
位置座標を取得する．手型計測には， Virtual
Technologies 社製 CyberGlove™を用いた．これら
のセンサを用い，左右それぞれの指関節角と手首
関節角を計測する．計測されたデータは，朋栄製
の TBC FA-370 で生成されるタイムコードと共に
60 frames/sec で制御用の PC 上に調動電子データ
として格納される．被験者の視線は，3.1 と同様
に座位で顎台に顎を固定した状態で，手話映像を
見てもらい，左眼の視線情報を計測した．20 代
男性コーダ*)（手話母語者）である被験者の実映
像観測時の停留状態を図 2 に，アバタ映像観測時
の停留状態を図 3 に示す．

作に日本語の口形が付随していた．手話 D は日
本語対応手話であるが，一部にろう者的な口形が
ついていた．このため，初級者は手話Ｄに比べ手
話Ｃへの顔への注視度が高くなったと考えられ
る．これが，初級者と中級者との有意差が認めら
れなかった原因と思われる．初級者は未学習の単
語が多いため内容の理解にまで至っていなかっ
たが，初級者・初中級者と上級者との顔領域への
停留割合には，明らかに有意差が認められる結果
となった．また，手話母語者，手話上級者，手話
通訳者の視線追尾実験を行い，同様の実験を行っ
た．各観測者のデータをもとに視線移動範囲をま
とめ重ね合わせたものを図 1 に示す．

ネイティブ
手話上級者
手話通訳者

*)コーダ（CODA：children of deaf adult）とは
ろう者を親にもつ聞こえる子供を意味する

図 1：各映像観測時の視線移動範囲
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も特に話者交代の観点から分析する．
まず始めに手話母語者の友人同士 2 名の手話
対話を収録した[9]．今回解析に用いたのは２対
話で，それぞれの収録時間の目安を５分とした．
始めにテーマを提示し，それについて討論しても
らった．手話対話の解析には，工学院ヒューマン
インタフェース研究室が開発した手話対話解析
支援ツール MAT(Movie Analysis Tool)を使用した
[10]．このツールは，時間推移に基づいた語彙お
図 2：実映像の停留点分布

よび非手指信号の抽出を行うことができる．
対話を分析する際には何らかの発話単位の区
切りが必要である．音声の分野では，ポーズ（間）
の長さを基準として発話を区切った分析が一般
に行われている．そこで対話言語である手話でも
ポーズを基準として発話を区切ることが妥当で
はないかと考えたが，手話におけるポーズは明確
に定義されていない．手指を動かして単語を表す
手話では手指が常に表示されているため，無音区
間に該当する部分が存在しない．そこで，まず始
めに手話におけるポーズを定義した[11]．収録デ

図 3：アバタ映像の停留点分布

ータの観測から，２種類のポーズを定義し，さら

図は，解析用画面を 20×20 分割し，各ブロッ

に細分類して全部で４種類のポーズを定義した．

クの上段には停留回数，下段には停留時間を示す．

(1) 単語と単語の間のポーズ

図より，実映像の観測では，顔領域に停留点が集
中しているが，アバタ観測では広い領域へ停留点

単語として意味をもたない動きや，単語として
意味をもたない形での静止状態が続く．

が分散していることがわかる．この実験の被験者

(1-1) 完全に手を下ろすことによるポーズ

に聞き取りを行った結果，以下の指摘があった．

(1-2) いいよどみによるポーズ

・ 表情がないため，内容の特定が困難であるこ

(1-3) 単語間の余分な動きによるポーズ

とや不明な部分は，流れから類推した．

「わたり」の軌跡が円滑でないもの

・ アバタの映像を幾つか見ていくと，アバタの

(2) 単語内の静止によるポーズ

手話に慣れた．

手指の形は単語として意味を持つが，その形の

・ 表情がないため，何処を見てよいか判らなか

まま数フレーム間静止状態を保っている状態．
4.2

ったし，疲れた．

対話状況の分析

アバタ映像による手話の読み取りにおける注

話者交代など話者間の発話権の移動，保持の様

視点の分布計測を行った結果，頷き以外の非手指

子を解析した結果，いくつかのパターンを見出し

信号のないアバタでは，顔領域への停留率が 7

た．

割台へ下がった．これは，アバタの顔の表情がな

(1)

いため手話情報の取得が困難になっているため
に生じた結果である．手話における顔の重要度が

(2)

確認できた．

4.
4.1

両者ともポーズ中に話者交代

一般的な話者交代現象である．
ラッチング

話し手が完全に発話を終える前に聞き手が話
し始めるという話者交代の形である．対話データ

自然手話対話における話者交代
データ収録およびポーズの定義

を詳細に分析した結果，ラッチングは聞き手が話

手話の対話を分析しその構造を解明すること

し始める際に意図的に使っているわけではなく，

は，より自然な対話ができる対話システムの構築

音声に見られる現象と同様，聞き手が相手の発話

などに貢献できると期待される．対話分析の中で

終了を予測し，通常よりも早く発話を開始するた
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めに，結果として重なっているのではないか，と

(2)

いう可能性を見出した．
(3)

条件 2：手を靴下で覆い，指が使えない状
態（MS 抑制手話）

撮影では話者 A と話者 B は直接対話せず，正面

オーバーラップ

何らかの理由で二人が同時に手話を行う現象

プロンプタ映像を見ながら対話する．

である．さらに 3 種類の現象「割り込み」「同時

NMS 制御手話の映像例を図 4 に示す．

発話」「強制交代」に分類できる．
(4)

あいづち的発話

発話権を取得しようとして発話するのではな
く，聞き手が聞き手として相手の発話に同意や同
調などの意図を伝える発話で，発話権の移動はな
い．手指動作ではなく，hDN（頷き）で同意を示
すことも多い．
4.3

hDN(頷き)の分析

現在，非手指信号の一つである hDN（頷き）
図 4：NMS 制御手話例

の分類を行っている．手話では，手話に必ず付随

ここでは，顔の重要度を見るため，NMS 抑制

して表出される頷きも存在する．手話母語者の意

手話を中心に述べる．それぞれの対話の発話時間，

見を参考に次のように分類した．
a)

手話に付随：hDN｛同じ｝

ポーズ時間，発話総数，平均発話時間を求めて時

b)

思考中

間的な解析を行った．表 2 に NMS 抑制手話の発

c)

自己確認 ：hDN（自己確認）

d)

相互確認 ：hDN（相互確認）

：hDN（思考）

e)

同意

f)

あいづち ：hDN

話時間解析結果を示す．

表 2：NMS 抑制手話の発話時間

：hDN（同意）

発話者

話者 A

話者 B

発話総時間

3 分 9 秒 29

4 分 14 秒 14

他の対話の解析で見られた特徴的な現象で，二人

ポーズ時間

1 分 49 秒 21

45 秒 06

同時に頷くことがあった．お互いが頷きのみの場

発話総数

111

77

合と，話者 B の｛片付ける(kATAZUKERU)｝の

平均発話時間

1 秒 21

3 秒 09

頷きのリズムに話者 A が同期している例がある．
話者 A は対話の流れから話者 B の文意を読み取
り，次の手話を予測したことから，頷きが同期し
たと考えられる．同期している非手指信号の中に
は相手の文意による感情表現も含まれているが，
手話表現する上で必要不可欠な手指動作と非手
指動作の共起も大きく関係していると推測でき
る．この手指動作と非手指動作の共起関係による
同期現象が，手話母語者同士の対話のみに起きる
のかどうかについては，今後調査検討する必要が
ある．

5.

コントロール手話解析（NMS 抑制手話）
手話動作時に非手指信号（NMS）あるいは，

手指信号（MS）を制御した場合，調動変化を観
測することで MS・NMS の認知に及ぼす影響を 2
種類の条件下で収録した対話映像を用いて解析
を行なっている[12]．
(1)

条件 1：顔をマスク，サングラス，帽子で
覆い，表情が見えない状態（NMS 抑制手話）

表 2 より NMS 抑制手話では，話者Ａの発話数は
111，話者Ｂの発話数は 77 であるが，発話時間は
話者Ｂの方が長い．これは話者Ａの発話中に｛理
解している｝といった短い発話（協調を表す）が
多いからである．また，平均発話時間が話者Ｂの
方が長いことから，主導権は話者Ｂが多く持ち，
話者Ａは聞き役に回る傾向があった．
さらに対話の介入状況および頷き回数を解析
した．その結果を表 3 および表 4 に示す．

表 3 から話者Ａの協調戦略的介入と両者
の戦略的介入が多く発生していることが分
かる．特に話者Ａの協調戦略的介入は話者Ｂ
の約４倍である．協調戦略的介入は，相手の
意見に対し『理解している』『聞いている』
などの協調を示すものであることから，この
会話がスムーズに進行していたことの表れ
である．また，話者Ａの協調戦略的介入だけ
が多いということは，話者Ａが聞き役となっ
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て会話が進行していたと考えられる．
表 4 では話者Ａの頷き回数が多い．頷きは同
意や協調を表すものであるから，この会話で
は全体的に話者Ａが聞き役に回る傾向があ
ったと考えられる．NMS と MS の 2 種類の抑
制条件下で撮影された手話対話映像を収録
し，発話時間，同時発話，頷き，話者交代に
ついて解析した．その結果，同時発話の発生
要因の多くが協調戦略的介入と戦略的介入
であることが分かった．しかし，協調戦略的
介入では主導権を持っていない聞き役の人
にだけ多く起こることや，両者共に戦略的介
入によって発言権を得ようとする傾向がみ
られた．抑制条件の影響については NMS 抑制
手話では相手の表情が見えない為に同時発
話の発生数が多かった．これは確認の意味が
大きい．一方 MS 抑制手話では表情が見える
ため，発言権を得る時に視線をそらす行為が
多く見られた．また，指が使えないため口形
が多く見られ，非常にやりづらそうに手話を
していることが分かった．

については未知な部分も多く，今後さらに母語者
の手話の分析を進める必要がある．
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