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1. はじめに

非同期コミュニケーションを促進する
微笑み通信メディアの評価
中茂睦裕†

玉木秀和††

東野豪††

家族などの親しいコミュニティでも時間と場所を共有せずに活動する生活スタイ
ルが一般化している．そのため，電話や電子メールなどの手段を使って遠隔地の相手
とコミュニケーションすることは日常になっている．しかし，遠隔地に居る通信相手
と音声や映像を使った非同期型コミュニケーションをスムーズにおこなうことは難し
い．例えば，留守番電話は，相手が居なくてもメッセージを残せるため便利なツール
ではあるが，必ずしもユーザは有効活用できていない．留守番電話にメッセージを吹
き込む際には合いの手など通信相手の反応が無いため，インタラクティブ性が欠如し
ている．そのため，相手が電話に出て会話する時よりも話しづらい感覚を受ける[1]．
極端な例では，電話を掛けた際に自動応答で留守番電話へ切り替わると，メッセージ
を吹き込むことを躊躇して電話を切ってしまうことすらある．また，メッセージを吹
き込む場合にも，通信相手と実際に対面や電話で会話するときよりも発話がぎこちな
くなってしまったり，表現力が乏しい発話になってしまったりする．
本研究は，ボイスメールやビデオメールと呼ばれる，音声や映像を用いた遠隔の非
同期コミュニケーションの利用を促進することで，より豊かなコミュニケーションを
実現し，コミュニティを活性化することを目的とする．人は，単に言葉だけでなく，
うなずきや身振り手振りなど身体動作による時系列的な関わりを共有して，互いに引
き込み合うことでコミュニケーションしている．円滑なコミュニケーションのために
は，表情や身体動作に関する情報が不可欠である．そこで，人の表情のうち特に笑顔
に着目して，コミュニケーションを豊かにするための微笑み通信メディアを開発した．
これは，音声情報のみからアバタの笑顔の変化を自動生成することで，遠隔地間の対
話者が表現豊かにコミュニケーションできる環境を構築するものである．本稿では，
対面の会話における笑顔表情の分析をおこない，その結果を元に実装したプロトタイ
プシステムをユーザ評価実験で評価したので報告する．

小林稔††

携帯電話のメールなどによる文字コミュニケーションは日常のものとなった．し
かし，ボイスメールやビデオメールと呼ばれる音声や映像による非同期コミュニ
ケーションはまだ一般化していない．本研究では「微笑み」と「笑い」の表情変
化を聞き手役アバタへ導入することでこれらの利用促進を試みる．本稿では，遠
隔の非同期コミュニケーションを支援する微笑み通信メディアのプロトタイプ
を実装し，その動作を評価したので報告する．
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The character based communication became one of the regular and popular services on
mobile phones. However, asynchronous communication services by the voice and the
video have not gained in popularity, yet. In order to promote the use of these services, we
tried to introduce the change of the facial expression from smiling to laughing into the
listener's avatar displayed in front of the user. In this paper, we report the prototype of
the "smile" communication media that encourages asynchronous communication by
changing the facial expression of the listener’s avatar.

2. 関連研究
先に述べたように，人は言語以外の身体動作も含めて相手との時系列的な関わりを
確認しながらコミュニケーションしている．遠隔地間のコミュニケーションにおいて，
ノンバーバル情報も含めて伝達しようとする場合，一般的には，相互に通信する映像
を高品質化するアプローチがとられる．しかし，通信帯域の問題やプライバシーの問
題などから，対話者の映像そのものを伝達することが困難な場合も存在する．
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ュニケーションを促進できるのではないかと考えた．
本研究では，話者の発話終了を推定して自動的に聞き手役アバタをうなずかせるこ
とで引き込み効果を生んで発話を促進したように[2]，話者の発話に応じて，聞き手役
アバタの笑顔の表情を推定して生成する．さらに，聞き手役アバタの笑顔の表情を推
定するアルゴリズムを微笑み通信メディアに実装し，その効果を調べる．

そのため，電話のように音声のみを通信しながら，発話音声の韻律情報などから仮
想的にアバタの動作や表情を生成することで，コミュニケーションを支援する先行研
究が知られている．アバタを利用した音声チャットシステムでは，アバタを自動制御
してインタラクティブ性を高める試みがある．話し手の発話音声の韻律情報から聞き
手役アバタのうなずきなどの身体動作を推定して発話を促進する例がある[2]．また，
同じく発話音声から話し手役アバタの笑顔表情を推測して生成することで，聞き手へ
表現豊かに情報を伝える例がある[3]．さらに，自他のアバタを同一の仮想空間内に配
置して客観視することで，相手との関係性を感じ取りやすくしている例がある[4]．
これらの例は，主に同期型コミュニケーションでの用途を目的としている．本研究
では，アバタの身体動作のうち，特に聞き手役アバタの笑顔の表情を適切に自動制御
することで，遠隔の非同期型コミュニケーションを支援する．

会話分析実験
まず，人が対面のコミュニケーション時に，どのような笑顔を表出するのかを知る
必要がある．この実験の目的は，話し手の発話音声に対する笑顔の発生タイミングと
その強度を知ることである．親しい仲の被験者２人が話し手と聞き手になり，話し手
の日常的な会話を聞き手が反応しながら聞くという対話実験をおこなった．被験者は
3 人で，10 分の対話を 2 回おこなって，その様子をビデオ撮影した．
その分析結果の一部(50 秒間)を図 1 に示す．発話音声と身体動作，表情変化はビデ
オ撮影した映像を目視しながら 0.5 秒ごとに記録した．人の笑顔は目・鼻・口などが
変形・移動したりしわが入ったりすることで認識されるが，それは顔の表情筋によっ
ておこなわれる[6]．そこで，表情変化の観察箇所は笑顔が表出した際に表情筋が影響
する箇所を選定した．
会話分析の結果，笑顔の表出は表 1 に示すように 2 種類に大別できた．それぞれ，
なだらかな変化をする「微笑み」と，頷きと連動する「笑い」である．これらは，い
ずれも発話の開始や継続を促すために用いられていた．笑いは不随意な笑い(快の笑い
や緊張緩和の笑い)と，随意な笑い(社会的環境を築く笑い)に分類されるが[6]，実験中
に観察された「微笑み」と「笑い」は後者に分類される．本稿では，対話を促進する
ために用いられる社交上の笑いと微笑みを対象とする．
「微笑み」は，発話の開始や継
続を促進するために表出していた．図中の破線で囲まれた部分である．その強度は弱
い．あまり話し手の発話音声の変化に影響されず，ゆっくりなだらかに変化する．ま
た，
「笑い」は，話し手の発話の終了を予測して表出し，一連の発言を理解して正の評
価を伝えるために使われていた．図中の実線で囲まれた部分である．そのほとんどが
呼気段落の区分で発現する．「微笑み」と比較してその強度は強い．

3. アプローチ
コミュニケーションを円滑化するため，笑顔の表情の重要性が指摘されている．笑
顔の表情には発話の開始や継続を促す効果がある．愛想笑いのように形から入った笑
顔であっても，後から心がついてきて自然な笑顔と同様の効果が現れるとも言われて
いる[5]．そこで，音声情報から笑顔の表情を自動生成することで，遠隔の非同期コミ
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図 1 会話分析データの一部
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4. システム実装
対話実験の会話を分析した結果から，聞き手役に 2 種類の笑顔の表情があることが
分かった．そこで，話し手の発話音声に対する聞き手役アバタの「微笑み」と「笑い」
を自動生成することにした．これら 2 種類の笑顔の表情を推定するアルゴリズムを導
入して，発話音声に基づいて聞き手役アバタに「微笑み」と「笑い」の表情を発生さ
せることで話し手の発話を促進するプロトタイプシステムを実装する．その際に，人
の対面コミュニケーションでの笑顔の表情変化と身体動作の関係を考慮する．ここで，
発話の状況が面白い時などに起こる突発的な笑いについては，会話の内容や流れを分
析・理解する必要があるため今回は扱わない．
まず，聞き手役アバタをスムーズに表情変化させるために，表 2 と図 2 に示すよう
にアバタの表情とその変化をデザインした．聞き手役アバタは話し手の発話の開始や
継続を促すため，前章で述べた 2 種類の社交上の笑顔を発生する．
「笑い」と「微笑み」
の表情は，3 章の会話分析実験で観察した表情変化の速度と強度に基づいて実装した．
「微笑み」は，話し手の発話の開始や継続を促進する．話し手が発話中であって「笑
い」の発生タイミングの間に発生させる．その強度は 2 段階とした．2 段階または通
常状態の中からランダムに選択した．
「微笑み」の各レベルの持続時間は 5 秒とし，レ
ベル 2 の後はレベル 1 を表示してから通常状態に戻る．
「笑い」は，話し手の発話の終了を予測して一連の発言を理解して正の評価を伝える．
呼気段落の区分で「笑い」を発生させるため，発話音声からうなずきタイミングを推
定するインタロボット社の iRT 技術[7]を利用した．呼気段落の終わりでかつ，うなず
き推定レベルが一定の閾値を超えた場合に「笑い」を発生させる．その強度レベルは
表 2
発話状況

通常状態

通常状態のまま
通常状態→「微笑み」レベル 1→通常状態

〃

通常状態→「微笑み」レベル 2→「微笑み」レベル 1→
通常状態

呼気段落区分

通常状態→通常うなずき→通常状態

〃

通常状態→笑顔うなずき→「微笑み」レベル 2→「微笑
み」レベル 1→通常状態

〃

通常状態→笑顔うなずき→「笑い」レベル 1→「微笑み」
レベル 2→「微笑み」レベル 1→通常状態

〃

通常状態→笑顔うなずき→「笑い」レベル 1→「笑い」
レベル 2→「笑い」レベル 1→「微笑み」レベル 2→「微
笑み」レベル 1→通常状態

「笑い」レベル2

図 2 微笑み通信メディアのプロトタイプ 2
2 段階とし，発生ごとにランダムに選択した．
「笑い」の各レベルの持続時間は 1 秒と
し，レベル 2 の後はレベル 1 に移行してから通常状態に戻る．通常状態へ戻る際には，
「微笑み」レベル 2 および 1 の表情を経由する．
さらに，聞き手役アバタの身体動作として，うなずき動作を導入した．これは，3
章の会話分析実験で対面の対人コミュニケーションを分析した結果，多くの「笑い」
は呼気段落の区分で発現することが分かっているためである．そのため，呼気段落の
区分でうなずかせ，その直後に「笑い」を発生させるようにした．その表情変化の速
度と強度は，会話分析実験の結果に基づいて実装した．
話し手は人がコミュニケーション時に傾聴する仕草をモデル化して導入した聞き
手役アバタの表情変化を観察しながら発話できる．表 2 に示すように，ユーザが発話
中でマイクに音声入力がある場合， 3 通りの表情変化シーケンスがある．それぞれラ
ンダムに選択される．また，ユーザの発話の呼気段落区分では，4 通りの表情変化シ
ーケンスがある．それぞれランダムに選択される．

聞き手役アバタの表情変化

〃

笑顔うなずき

「微笑み」レベル1 「微笑み」レベル2 「笑い」レベル1

聞き手役アバタの表情変化のシーケンス

発話中

通常うなずき
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5. 評価実験と考察
アバタが頷いたり，瞬いたりするので話しやすい．
一度頭の中で用件を整理してから話すことができる．
相手の顔が見えていると，繋がり感があって嬉しい．

実装したプロトタイプシステムによる発話促進の有効性を確認するため，評価実験
をおこなった．被験者に，アバタに向かって発話させ，その発話音声に応じて聞き手
役アバタに「微笑み」と「笑い」の表情と「うなずき」の身体動作を発生させた．聞
き手役アバタは十分に表情の変化を確認できるよう，液晶モニタ上で縦横が 150ｍｍ
になるように表示した．音声の入力には PC のマイクを利用した．被験者は 19～58 歳
までの男女 48 名である．
実験の手順は，次のとおりである．まず，画面表示のパターンは 4 種類とした．そ
れぞれの画面表示に向かって，発話させて録音する．発話の内容は知人・友人に向け
た伝言とし，特に制限時間は定めなかった．それぞれのパターンの提示順は被験者ご
とにランダムとした．

これらを裏付けるような行動も観察できた．感情豊かに吹き込んでいる被験者を見
受けられた．アバタの反応を待つように，
「間」を取って音声を吹き込む様子があった．
長いメッセージも落ち着いて発声して吹き込めていた．
いくつかの課題も見つかった．まず，笑顔の表情を段階的に変化させたが，変化が
唐突な印象が残った．被験者によっては，その表情変化が不自然に映って違和感を覚
える場合があった．例えば，笑顔の画像間をモーフィングしたり，表情変化のシーケ
ンスをムービー化したり，リアルタイムに画像をレンダリングする方法が考えられる．
表情の変化を自然におこなうことは課題である．また，今回は，聞き手の笑顔表情が
話し手へ与える効果を検討するために，聞き手役アバタに「微笑み」と「笑い」の表
情変化および｢うなずき｣の身体動作のみを実装した．しかし，人が対話時におこなっ
ているような自然な聞き手の反応を実現するためには，笑顔以外の表情変化や多くの

笑い・・・提案手法による提示，アバタの表情・身体動作あり
笑い（ランダム）・・・アバタの表情・身体動作をランダム動作させる
アバタのみ・・・アバタは表示するだけで動作させない
表示無し・・・画面には何も画像を表示しない

アンケートの点数(0 ～5 )

さらに，それぞれの録音試行ごとに，アンケートをおこない，官能評価させた．ア
ンケート項目は，次のとおりである．それぞれの項目ごとに，そう思う(5)～そう思わ
ない(1)の 5 段階で評価させた．
アバタ表示や感情変化があると，話しやすい
アバタ表示や感情変化があると，緊張する
アバタ表示や感情変化があると，相手をイメージしやすい
アバタ表示や感情変化があると，話すときに間をとりやすい
アバタ表示や感情変化があると，メッセージ（思い）が伝わる
アバタ表示や感情変化があると，感情豊かに話せた
アバタ表示や感情変化は，邪魔になる

4

3

笑い
笑い( ランダム)
アバタ のみ
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評価実験の結果，40 人すべての被験者が，聞き手役アバタの「微笑み」と「笑い」
の表情を観察しながら会話を進めることができた．アンケートによる官能評価の結果
を図 3 に示す．いずれの項目においても，提案手法によるアバタ制御は他の提示パタ
ーンと比較して好意的に評価されていることが分かる．特に「間をとりやすい」の項
目では，提案手法とランダム動作との評価に 5%水準で有意な差があった．また，ア
ンケートの結果から，以下のような意見があった．

張
す
る

や
す
い

0

図 3 微笑み通信メディアのプロトタイプ 2
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身体動作の変化も実装する必要がある．アバタのデザインについては継続して検討す
る必要がある．

6. まとめ
誰もが使いやすく，表現豊かにコミュニケーションできる新しい音声メディアを検
討した．コミュニケーション時に笑顔が与える発話促進の効果に着目し，遠隔の非同
期コミュニケーションを支援する微笑み通信メディアを提案した．実際に対面のコミ
ュニケーション実験をおこない，その分析結果から，発話の開始や継続を促す 2 つの
社交上の笑顔「微笑み」と「笑い」の発生タイミングと発話音声や身体動作との関わ
りを見出した．
さらに，話し手の発話音声に応じて，聞き手役アバタの笑顔表情「微笑み」と「笑
い」を発生させるアルゴリズム導入した，微笑み通信メディアのプロトタイプシステ
ムを実装した．このシステムを利用した評価実験をおこない，その有効性を確認した．
今後，本システムを利用して，具体的な利用シーンを想定した評価実験と詳細な分
析をおこない，笑顔が発話に与える効果を検証する．また，
「微笑み」と「笑い」以外
の様々な表情変化や，
「うなずき」以外の身体動作の変化も含めて実装し，聞き手役ア
バタの自動制御方法について検討していく．
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