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1. は じ め に

他者の存在を感じる動画鑑賞システム

近年，インターネットを介したコミュニケーションが当たり前のように行われ，実世界と
は違った独自のコミュニティが非常に多く発生している．これらのコミュニティの多くは，
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ユーザ参加型の Web サービス内に構築され，他者とのコミュニケーション機能を有してい
るものが多い．Web サービスにおけるコミュニケーション機能は，多人数で参加する面白
さを共有するものや，ある商品に対して実際に購入した参加者のコメントや評価など，有
益な情報を簡単に取得できるような仕組みを有している．これらのコメントや評価により，

本研究では，他者の存在を感じながら動画を鑑賞することが出来る動画鑑賞システ
ムの開発と検証を行った．このシステムでは，他者を模したアバタを，動画とともに
表示することで，アバタを通して他者を感じることが出来る．アバタの振る舞いには，
過去にその動画を鑑賞したことのある，他のユーザの興奮が反映される．ユーザの興
奮は，手掌の皮膚コンダクタンス反応によって評価した．ユーザの趣向と興奮度の関
係を調べるための実験を通して，本システムの開発を行った．このシステムにより，
これまでの動画サイトでは感じられにくい他者の存在とともに動画を鑑賞することで，
新たな動画体験を提案する．

他の参加者の存在を効果的に示している．
動画共有サイトの「ニコニコ動画」1) は，動画を鑑賞しているユーザがその動画に対して
自由かつリアルタイムに評価・コメントを投稿することが出来る機能を持っている．投稿さ
れたコメントは動画に重ねるように表示される仕組みとなっているため，他者の盛り上が
りを感じることが出来る．実際，多数のコメントが重なった動画は閲覧しにくい状態になっ
てしまうにも関わらず，多くのユーザが他者の評価を含めた状態の動画を閲覧している．ま
た，CollaboraTV というシステム2) では，動画に対するユーザのコメントや評価をその動
画上に用意したアバタのリアクションで表現することで，他者の評価と共に動画を楽しむこ

Video watching system that use presence of others’

とが出来る．このように，匿名性の高いインターネット上においても，他者の存在や評価は
現実世界同様にユーザにとって重要であることが示されている．
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しかし，これらのシステムにおける他者は，ユーザが意識的に入力したコメントや評価に
ついてテキストのみ，またはそれをわかりやすく可視化したもので表現されており，意識
的・言語情報で構成されている．加えて，投稿されるコメントや評価の多くが一部のユーザ

In this study, We developed and experiment on video watching system that
use presence of others. This system feels others by avatar in displaying avatar
as others on the video. The excitement of other users who have appreciated the
video in the past is reflected in the behavior of avatar. The user’s excitement
was evaluated by the skin conductance response of the palm. We propose a
new video experience.

によるものであり，サイトの特性によってはユーザ層が偏ってしまう可能性が高い．この偏
りにより，正しくコンテンツが評価されないこともある．一方，現実世界での「他者」のコ
メントや評価は，意識的・言語情報のみならず，無意識的・非言語情報で表現されるものが
多い．特に，ユーザの偽りのない素直な反応は，無意識的・非言語的情報に多く含まれてい
ると考えられる．
そこで，本研究ではインターネット上における「他者の存在」に無意識的・非言語情報を
反映させることで，動画に対する偽りのない素直な評価を感じることが出来る動画鑑賞シス
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テム ExciTV を提案する．具体的には，無意識的・非言語情報として手掌の皮膚コンダクタ
ンス反応を用いて，動画鑑賞中のユーザの興奮を検知・可視化し，システムに反映させた．
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2. 関 連 研 究
インターネットの発達と共に，動画や音楽，本などのコンテンツがインターネットに公
開・共有されている．これらのコンテンツの中でも，Youtube3) や hulu4) を代表とする動
画サービスでは，共有される動画が増え続ける事で，ユーザの興味や目的に合った動画を見
つけることが困難になってきている．このような問題を解決するために，ユーザの興味を惹
く動画を検索上位に表示するための様々な試みがある．ほとんど全ての動画サービスで利用
されているものとして，動画の 視聴回数 や コメント数 などの指標を用いて，動画を
ランク付けするというものが挙げられる．これらの指標によるランキングは，
「多くのユー
ザが興味を持った動画は，より多くのユーザによって視聴・コメントされている」という考
えに基づいている．その他にも，動画が鑑賞者にとって Positive であるか，Negative であ
るかを評価したり，SNS 上でどれくらいの数がユーザ間で共有されているかを指標として

図 1 SCR 測定装置
Fig. 1 SCR Senser

動画を評価するといった試みもある．また，動画に対する印象だけではなく，コンテンツの
クオリティを評価するといった試みもある5)6)7) ．
一方で，動画全体を評価するのではなく，あるシーンに対してコメントや Positive/Negative
1)2)8)

の評価を行うことで動画を評価するといった試みがある

拍，皮膚電気活動など，簡単に取得できる身体の情報として医学や心理学で多く利用さ

．このような試みは，動画鑑

れている．しかし，生体信号を測定するためには高価な機器や測定条件に制限があるもの

賞中の他の鑑賞者の盛り上がりを認識することを可能にし，動画コンテンツの内容検索や

も多く，日常生活で実際に使用することは難しい．そこで，安価に計測装置を用意するこ

要約などに利用することが出来る．また，Zync というシステムでは，遠隔地に居る複数の

とが出来，かつユーザの身体的・精神的負担が軽い生体信号の一つとして，皮膚電気活動

人と一つの動画をリアルタイムに鑑賞し，動画に対するコメントを共有することが出来る．

(EDA:Electrodermalactivity) がある．皮膚電気活動は，精神性発汗を電気的にとらえたも

このシステムにより，あたかも，一緒に動画を鑑賞しているかのような体験を作り出してい

ので，緊張や動揺などの心的興奮によって人の手掌や足底から汗がにじみでる現象を利用し

る9) ．

ている．
「手に汗握る」という言葉どおり，危険を感じるような場面や緊迫した場面でハラハ

このように，動画に対するコメントや Positive/Negative といった評価で動画を評価する

ラしたり興奮したときなど，手掌に精神性発汗が生じる．これらの精神性発汗は，自分では

試みが多い．しかし，実際にこれらの評価を行うユーザは多くなく，特定のユーザの評価や

感じられないほどの微量のものから，手掌が湿ってしまうほどの大量の発汗まで様々である．

コメントに偏ってしまい，意図されない評価に陥ってしまう可能性がある．

本システムでは，動画鑑賞時におけるユーザの

興奮

を重要な要素としてとらえ，皮

本研究では，コメントや評価といった意識的・言語情報を利用せず，ユーザの興奮度を無

膚電気活動の一つである皮膚コンダクタンス反応 (SCR:Skin Conductance Response 以下

意識的・非言語情報として利用して他者を表現することで，動画に対する偽りの無い評価を

SCR) を利用して，ユーザの興奮度を測定する．SCR は，手掌に一対の電極を装着し，そ

感じることが可能となっている．

の電極間に微弱な電流を流し，見かけ上の抵抗変化を調べる通電法により測定することがで
きる．また，SCR 測定装置は，安価に用意することができる（図 1）．この皮膚コンダクタ

3. 興奮度の測定

ンス反応は，人間の心理的な緊張や興奮によって生じる交感神経系の働きの一種である手掌

本研究では，ユーザの興奮度を測定するために，客観的かつ定量的に人間の状態を評価

の精神性発汗から，その手掌の抵抗値の変動を数値化したものである．

することが可能な生体信号を利用する．生体信号には脳波，心電図，筋電図，眼振図，心
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4. 動画に対するユーザの趣向と SCR
本システムでは，動画に対するユーザの評価として SCR データを利用する．そこで，動
画鑑賞時におけるユーザの SCR データが，ユーザの趣向と相関を持つかを調べるための実
験を行った．また，SCR の測定には，棟方ら10) が開発した SCR 測定装置を使用した．こ
の測定装置は，Fowles ら11) の勧告する回路に従って新美ら12) が改良し提唱した回路を使
用している．

4.1 実 験 手 順
被験者には予め，実験の内容や進め方などを説明し，手掌に SCR 測定装置を装着後，楽
な位置に手を乗せるように指示し実験を開始する．

4.2 実

験

被験者は，実験用動画鑑賞システムを利用し，予め用意された 22 個の動画を順番に一定
図 2 実験の様子
Fig. 2 Experiment

間隔時間をおいて鑑賞する．その後，それぞれの動画に対して「好みの動画」という軸で順
位をつける．一定間隔時間を置くことで，動画間での興奮を残さないように考慮した．被験
者は，24 歳の健康な男子学生 1 名．実験で利用した動画は，インターネット上に公開され
250

ている映画の予告編で，平均再生時間 1 分 30 秒程度である．実験の様子を図 2 に示す．
実験用動画鑑賞システムには，動画の再生と，再生時間に対応した SCR データを自動で

SCR Values

200

保存する機能がある．被験者の SCR データはの 0.1 秒間隔で測定され，被験者には表示さ
れない．

4.3 結果と考察
動画鑑賞中の被験者の動画に対する反応の一つを図 3 に示す．図 3 は，動画の再生時間

150
100
50

とその時間に対する SCR データである．また，被験者が順位付けした動画の上位 5 個と，
0

その動画鑑賞中の SCR データの平均を表 1 に示す．

0

実験データ解析システムを使い，被験者が図 3 の反応を示した動画を確認した．動画の前

10
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半部では，物語が始まるきっかけがあった．中盤では，物語が進んでいく単調なシーンが続

図 3 動画に対する反応
Fig. 3 Reaction to movie

く．後半部には，大きな効果音や鑑賞者を驚かせるような演出が組み込まれていた．
動画の内容と，図 3 を合わせて確認すると，物語の導入や驚かせるような演出に反応して

SCR データの平均が高いものがあった．これは被験者を驚かせるような演出が多く入った

いることがわかる．このことから，動画内の内容と SCR が関連していると示唆される．

ものであり，被験者の好みとは関係なく反応していると考えられる．しかし，動画を鑑賞す

また，表 1 から被験者の興味をもつ動画ほど SCR データの平均が大きくなり，動画鑑賞
中の被験者は興奮し続けているということがわかる．このことから，被験者の好みと SCR

るといった状況を考えた場合に，自分の好みではない動画を鑑賞することは考えられない．

データの平均には深い相関が見られる．また，他の動画では，上位に入っていないものの

このことから本実験により，ユーザの SCR データを動画に対する偽りのない評価として
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表 1 動画に対する好みと SCR 反応の平均
Table 1 Favorite rank & SCR average

Favorite rank
1
2
3
4
5

Movie titles
The Social Network
Kick - Ass
The Green Hornet
Alice in Wonderland
Coraline

SCR Values
158.87
154.03
142.89
104.88
98.22

利用することが可能であることが分かった．また，SCR データを使うことで他者を表現す
ることが可能であるということを確認した．

5. シ ス テ ム
本研究では，他者の反応を含めて動画を楽しむことが出来る動画鑑賞システム ExciTV を
開発し，ユーザの印象を評価した．このシステムでは，ユーザの動画鑑賞中の SCR データ
を無意識的・非言語情報として利用することで他者を表現した．

図 4 ExciTV
Fig. 4 ExciTV

5.1 ExciTV
ExciTV は，映画館で映画を観るように自分以外の他者の存在を感じながら動画を鑑賞
することが出来るシステムである（図 4）．他者の存在については，過去にその動画を鑑賞

ドウから所望する動画を選択することで動画を鑑賞する事ができる．動画鑑賞中の利用者の

したことのあるユーザの反応を利用して表現した．具体的には，SCR データの示すユーザ

SCR データは自動で保存され，アバタの振る舞いとして共有される．ここで保存・共有さ

の興奮度を反映させたアバタを図 4 左上の動画鑑賞ウィンドウに配置することで表現した．

れた SCR データは，他のユーザが同一の動画を鑑賞する際に，動画鑑賞ウィンドウに表示

ユーザの SCR を用いて興奮度を評価することで，ユーザの無意識的で非言語的な反応を取

される．ここに表示されるキャラクタの数は最大で 20 人とし，20 人分以上の SCR データ

得することができるため，より自然な「他者の存在」を表現することができる．本システム

が保存された場合は，それらの中から無作為に 20 個のデータを抽出する．また，動画鑑賞

では，動画を鑑賞したユーザ 1 名に対してアバタ 1 体を配置させており，鑑賞するユーザ

中のユーザ自身のアバタは存在しないため，自分自身の反応を確認することが出来るよう図

数が増加すればアバタ数も増加する.

4 左下に SCR データをリアルタイムに表示した．

また，実際にユーザが動画を鑑賞したときの SCR データを，表 2 のような法則でアバタ
の振る舞いに反映させている．このシステムを用いることで，時々刻々と変化するユーザの
素直で偽りのない定量データとして，動画に対するユーザの評価を行うことが可能になる．
また，ユーザは同じ動画を鑑賞した複数の他者の盛り上がりや，他のユーザがどの場面でど
のように興奮していたかどうかなどの動画の鑑賞体験を共有することもできる．

ExciTV を体験するユーザは，SCR 測定装置を手掌に装着し，図 4 右の動画選択ウィン

4
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図 5 SCR とリアクション
Fig. 5 SCR & Reaction

SCR

Reaction

反応の大きさ

アバタサイズの変化

反応の長さ

アバタサイズの変化時間

反応頻度

アバタの明るさの変化

無反応時間の長さ

アバタの明るさ変化時間

5.2 評 価 実 験
ExciTV の目的でもある，他者の反応を含めて動画を楽しむことが可能かどうかを，アバ
タを表示する機能だけを取り出した実験用システムを用いて検証した．被験者は，20 歳か
ら 27 歳までの健康な男子学生 10 名．いずれの被験者も，実験内容や，実験目的について
は一切知らない．全ての被験者には予め，システムの仕組みと実験の進め方などを説明し，
手掌に SCR 測定装置を装着してもらう．その後，動画を再生し実験を開始する．動画終了
後にシステムに関する印象を自由記述で答えてもらう．
また，動画に表示されるアバタの数は合計で 4 体．これらのアバタに反映される SCR デー
タは予め実験者が用意したものを利用した．実験協力者にはアバタが表示されていない状

図 6 実験の様子
Fig. 6 participants of a experiment

態の動画を見てもらい，実験に利用するための SCR を測定した．この実験で使用した動画
は，Youtube3) 上にアップロードされている「Kick-as」という映画の予告編である．実験
の様子を図 6 に示す．

バタが動いた瞬間はそっちに目がいってテロップなどが出ても読めなかった」や「アバタが

5.3 結果と考察

気になりすぎてあまり映画に集中できなかった」というコメントも得られた．ここのことか

被験者から得られた自由記述（原文より抜粋）から，
「アバタの動きが気になった」や「ア

ら，被験者がアバタに気が行き過ぎ，動画にあまり集中出来ていなかったという事がわかる．

バタの動きが効果音や画面の演出と連動して反応している様子が面白かった」，
「複数のアバ

また，
「アバタが小さくて存在感がなかった．動画の途中からあまり気にならずに動画の内

タが同時に反応しているシーンがあり面白かった」，
「時々自分がどきっとしたときに画面の

容だけを見ていた（気がする）」や「アバタがあまり気にらず，映像に集中していたような

アバタも反応していた」などのコメントが得られた．このことから，被験者はアバタを通し

気がする」というコメントがある一方で「動画の見始めはアバタの存在が気になった．時間

て他者の反応に反応したことが分かる．これは，本システムの目的である，他者の反応を含

が経つに連れて特に存在を気にすることはなくなり，動画に集中するようになったが，たま

めて動画を楽しむことが可能だということがわかった．また，
「アバタたちが映像のどこで

に気にかかることがあった」というコメントもあった．このことから，人により，適切なサ

反応しているのかが気になった」や「アバタが動いたことでどこが面白かったのか探そうと

イズのアバタを表示しなければ被験者に他者を感じさせることが出来ないことがわかった．

注目した」などのコメントから，アバタの反応から動画のどこが面白いのかを探すという，

これは，動画鑑賞中の被験者の周辺視野の広さが大きく関わっていると考えられる．

新しいインタラクションも構築することが出来たと考える．しかし，数名の被験者から「ア

その他のコメントとして，
「自分がどのような反応をしているかが気になった」や「実際に
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自分がどのような反応をしているかが気になる」というコメントがあった．これは，他の人

参

の反応を見ることで，自分自身の反応に興味を持ったからではないかと考えられる．また，

考
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既存のサービスとの比較で「ニコニコ動画と比べると文字ではなく，画面の下にいるアバタ
の動きだけなので，動画にあまり影響がなく楽しい」というコメントが得られた．
この実験により，ExciTV の目的である，他者の反応を含めて動画を楽しむことが出来る
ことがわかった．また，他者の反応から動画を注視するという，これまでの動画鑑賞システ
ムでは実現することが出来なかったインタラクションを構築することが出来た．

6. お わ り に
本研究では，他者の存在を感じながら動画を鑑賞することが出来る動画鑑賞システム Ex-

ciTV の開発と検証を行った．また，このシステムの開発に当たり，ユーザの趣向と動画鑑
賞中の SCR データの相関について調べた．その結果，ユーザの趣向と動画鑑賞中の SCR
データに相関が見られた．このことから，ユーザの動画鑑賞中の SCR データを動画に対す
る評価として利用することが可能であることがわかった．

ExciTV では，他者を模したアバタを動画とともに表示することで，アバタを通して他者
を感じることが出来る．また，アバタの振る舞いには，過去にその動画を鑑賞したことのあ
る他のユーザの興奮が反映される．ユーザの興奮は，無意識的・非言語情報として手掌の皮
膚コンダクタンス反応によって評価した．この評価は，偽りのない素直な情報として記録さ
れ，アバタのリアクションとして共有される．ExciTV を利用することで，他者の反応を含
めて動画を楽しむことが出来るようになり，他者の反応から動画に対する評価を知ることが
できるようになる．
本研究により，動画鑑賞中のユーザの SCR データを動画に対する評価として利用するこ
とで，これまでに行われていなかった評価を動画に対してすることが可能になった．このよ
うな評価を応用することで，落ち着いた動画や，激しい動画といった，雰囲気で動画を選択
することが可能になると考えられ，新たな動画体験をユーザに提供できると考える．
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