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オンライン環境におけるグループディスカッション支
援のための注視状況可視化システムの提案

高山 裕暉　井垣 宏

プロジェクト学習やワークショップなどの複数の学生が協調し，目的を達成することでコミュニケ―ション能力など
の育成を目的とする教育プログラムが様々な教育機関で実施されつつある．またコミュニケーション能力の評価を行
うためのスキルの尺度化も行われている．本稿では，オンラインディスカッションにおける注視状況可視化手法とそ
の精度やユーザに及ぼす影響についての評価を目的として，市販のWeb カメラを用いたWeb アプリケーションの
開発を行い，一般的なビデオ会議システムとのユーザに与える影響について結果をもとに考察を行った．

1 はじめに
大学における情報分野の教育において，グループ
ワークやグループディスカッションなどを通じたコ
ミュニケーション能力の育成が推奨されている [7]．話
すスキルや聴くスキルはコミュニケーション能力の一
つとして特に重要視されており，行動スキルや認知ス
キルといった形式で尺度化も行われている [3] [4]．実
際に，PBL（Project-based Learning）などを通じて
グループワークやプレゼンテーションを実施するこ
とによるコミュニケーション能力の育成を目指す高度
な授業が様々な教育機関で実施されている．文部科
学省 enPiTプロジェクトでは，グループワークや会
議を支援するスキルの一つとして知られるファシリ
テーションスキルの育成を目指した授業が実施されて
おり，その中では積極的傾聴などの聴くスキル尺度に
もとづいた評価やフィードバックが行われている [5]．
コロナ禍の現在においても，ビデオ会議サービスを活
用したグループワークが様々な教育機関で実施されて
いる [9]．
一方で，ビデオ会議サービスを利用したグループ
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ディスカッションでは，対面時と比較して聴く行動ス
キルの実践が困難である．例えば，聴く行動スキル尺
度として知られるアイコンタクトや前傾姿勢をビデ
オ会議でのグループディスカッション中に，特定の相
手に対して実施することや実施されたことを話者が
認識することは難しい．そこで本研究では，ユーザの
視線から注視状況を特定し，3Dアバタの顔の向きに
反映することで話者間でのアイコンタクトを支援す
る手法を検討する．

2 準備
2. 1 聴く行動スキル
グループディスカッションなどの複数話者間の対話
において，積極的傾聴などの聴くスキルの育成を目的
とした教育が様々な教育機関で実施されている．聴く
スキルについては，聴き方の訓練や教育を目的として
認知的な側面や行動的な側面を考慮した尺度が提案
されている [2]．藤原ら [3]によって，尺度化されてい
る聴く行動スキルの 5項目を以下に示す．

H1: 会話への言語的応答
H2: アイコンタクト
H3: 前傾姿勢
H4: うなずき，あいづち
H5: 遮らずに聴く
この中でもアイコンタクトやうなずき，あいづちと



図 1 Zoom を利用したグループディスカッション

いった項目については，Webカメラや HMDなどの
機材を用いた記録や分析が複数実施されている [8] [6]．
これらの研究は対面でのグループディスカッションの
記録や分析を対象としており，コロナ禍に数多く行わ
れるようになったオンラインでのビデオ会議サービス
を活用したグループディスカッションを対象としてい
ない．そこで本研究ではビデオ会議サービスを活用し
たグループディスカッションにおいて，これらの尺度
の一つであるアイコンタクトを支援する手法につい
て検討する．

2. 2 ビデオ会議サービスを利用したグループディ
スカッション

ビデオ会議サービスを利用したグループディスカッ
ションは図 1で示すようにWebカメラで撮影された
ユーザの顔を見ながら実施されることが多い．このと
き，Webカメラの位置はユーザの手元にあるディス
プレイの上や下に配置されているため，ビデオ会議に
参加しているユーザ間で視線が合うことは殆どない．
ビデオ会議におけるアイコンタクトについて，Jaklič

ら [1]は，ユーザの視線の向きを正面方向に修正した
動画を他のユーザに送信する手法を提案している．相
互に提案システムを適用することで，ビデオ会議サー
ビスを活用した 1対 1の対話において，ユーザ同士の
視線を合わせた状態（すなわちアイコンタクト）が可
能となる．一方で，3人以上でのグループディスカッ
ションには対応しておらず，特定の話者のほうを向く
といったことは難しい．
そこで本研究では，ユーザの視線情報を利用して誰
が誰を見ているかを抽出し，3Dアバタの顔の向きに

図 2 提案する 3D アバタを用いたグループディスカッ
ション環境の画面

反映することでアイコンタクトを実現する手法を検
討する．

3 注視状況の可視化によるグループディス
カッション支援

聴く行動スキルの実践を目的としたオンライン環
境下でのグループディスカッションのために，ユーザ
の注視状況を 3Dアバタに反映し，グループ内で共有
する仕組みを検討する．

3. 1 3Dアバタを用いたグループディスカッショ
ン環境

図 2に本研究で提案する 3Dアバタを用いたグルー
プディスカッション環境を示す．この環境では，3体
の 3Dアバタが存在し，それぞれ異なるユーザに対応
している．各ユーザはWebカメラで自分の顔を映し
ているが，Webカメラで撮影した顔画像は他のユー
ザに共有されない．ユーザがディスカッション中に話
をしたい別ユーザのアバタを見ると，アバタも連動し
て顔を対象のアバタに向け，その顔の向きの情報が全
ユーザ間で共有される．実際のユーザが誰のアバタを
見ているかをアバタを通じてユーザ間で共有するこ
とにより，アイコンタクトが可能となる．以降では，
ユーザの注視状況をアバタを利用して可視化する手
法について説明する．



図 3 WebGazer.js を利用したシステム構成図

3. 2 注視対象の特定と共有
ユーザの注視点の推定には JavaScriptで記述され
た視点追跡ライブラリであるWebGazer.js†1 を利用
する．図 3 にシステム構成を示す．各ユーザは自分
の PC で提案システムのWeb ページにアクセスし，
Webカメラを ONにする．各ユーザのブラウザでは
ユーザがブラウザ上のどの座標 (x,yの 2値で，画面
解像度に応じた縦軸，横軸の座標が得られる)を見て
いるかをWebGazerを利用して取得する．次に，ブ
ラウザ上の座標にもとづいて，ユーザがどのアバタ
を見ているかを提案システムが推定する．ここで本
研究では話者は 3 名を想定しているため，右左のい
ずれのアバタを見ているか，あるいはどちらでもな
い中央を見ているかを事前に定めた閾値から決定す
る．このとき，閾値はユーザごとの画面解像度等の要
素を考慮して変化するようになっている．最後に，誰
がどのアバタを見ているかをユーザ間でインターネッ
トを介して共有し，全ユーザの画面におけるアバタの
向きに反映する．

4 グループディスカッション支援環境の実装
と利用時の流れ

4. 1 実装環境
グループディスカッション支援環境は Unity†2 で
開発されており，WebGL形式でビルドしてWebア
プリケーションとして動作する．ユーザの注視状況
の特定にはWebGazer.jsと呼ばれる JavaScriptライ
ブラリが用いられている．ディスカッションに参加

†1 https://webgazer.cs.brown.edu/

†2 https://unity.com/ja

図 4 ログイン画面

しているユーザごとのアバタの向きは Photon Unity

Networking†3 を利用し，Photon サーバを介して共
有を行っている．

4. 2 利用時の流れ
本稿で提案するグループディスカッション支援環境
は一般のビデオ会議サービスや音声チャットサービス
と併用することを前提としている．提案システムは
Webアプリケーションとしてデプロイされているた
め，ユーザは下記の流れでシステムを利用したグルー
プディスカッションを行う．

F1: ユーザは各自の PC上のブラウザから提案シ
ステムにアクセスする

F2: 提案システムのログイン画面（図 4参照）が
表示されるので，名前を入力してログインを行う

F3: 最初にユーザがログインする際にディスカッ
ションルームが作成される．既に作成されている
場合，2人目以降のユーザは作成されたルームに
自動的に参加する．

F4: ルームに参加後，WebGazerが注視点の推定
と誰がどのユーザのアバタを見ているかの特定
を開始する．

F5: 他のユーザがログインすると，全ユーザ間で
どのユーザがどのアバタを見ているかがインター
ネットを介して共有され，各アバタに反映される

ユーザはグループディスカッション支援環境とあ
わせて Discord†4 等のボイスチャットサービスを併用
し，グループディスカッションを行う．

†3 https://www.photonengine.com/ja-JP/Photon

†4 https://discord.com/



5 提案システムの利点と制限
どのユーザが誰を見ているかを 3Dアバタを通じて
共有することで，3人でのオンライン会議でもアイコ
ンタクトを活用して会話できるようになることが期待
される．実際に提案システムを利用して 3 名のユー
ザでグループディスカッションを行ったところ，誰が
誰を見ているかが可視化されるため，今誰が注目され
ているかを把握できるようになり，発言しやすくなる
という意見が得られた．
一方で現状のシステムでは，アバタが自分を向いて
いるのかそうでないのかが分かりにくいことがあると
いう意見があった．現在のところ，アバタは左右及び
中央の 3パターンの向きを向くようになっているが，
アバタ同士の距離が離れているため，特に左右と中央
の違いを識別することが難しい．アバタ同士の距離や
アバタの大きさは，アイコンタクトなどの聴く行動ス
キルの実践に大きく影響することが考えられるため，
今後適切な距離や大きさを検証するための評価実験
を行うことを計画している．
また，現時点でのアバタは顔の向きのみを反映して
いる．今後は 2 節で述べた他の聴く行動スキルの実
践を可能とするため，うなずきの検出や発話タイミン
グの特定，前傾姿勢の検知など，ユーザの多様な動き
をアバタに反映する仕組みや評価する仕組みの実現
を検討している．

6 おわりに
3人のユーザによるオンライングループディスカッ
ションにおいて，各ユーザが誰を見ているかをアバタ
を通じて共有する仕組みを提案した．システムを試
作し，実際にグループディスカッションを行ったとこ

ろ，誰が注目されているかを把握できるようになり，
発言がしやすくなったという感想が得られた．今後，
提案システムとビデオ会議システムでグループディス
カッションにおける発言のしやすさやアイコンタクト
のしやすさがどのように変化するかの評価やアイコ
ンタクト以外の聴く行動スキルを実践できるシステ
ムの開発を検討している．
謝辞 本研究の一部は JSPS科研費 17K00500の助
成を受けた．
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