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概要：カメラやマイクをミュートにしたオンライン会議で参加者の反応を知ることは困難である．対話相
手からのフィードバックが少ない状況では，話者は話しづらさを感じ，聴者は会議への積極性が低下する
といった課題がある．我々は，オンライン会議で不足している対話相手からのフィードバックを補填する
ために，参加者の表情認識から推定された感情を絵文字としてリアルタイムにフィードバックするシステ
ム「REmotion」の開発を行っている．我々の目的は，本システムをオンライン会議で用いることで，話者
の話しづらさを解消することと聴者の会議への積極性を向上させることである．そのために，参加者が対
話相手を意識して表情を変化させることが重要だと考える．本論文では，開発したシステムを用いて実験
を行い，参加者がカメラやマイクをミュートにして参加するオンライン会議で本システムを用いると，参
加者が自分の表情を意識的に変化させることを明らかにした．

1. はじめに
近年オンライン会議システムの需要が高まっている．働

き方改革の一環としてオンライン会議システムの導入が進
められてきたが，新型コロナウイルスの感染症対策として
在宅勤務が広まったことを皮切りにその導入が急速に進め
られた．企業だけでなく，大学などの教育現場においても
オンライン会議が用いられるようになった．ITコンサル
ティング・調査会社の ITRが発表したデータによると，オ
ンライン会議システムの市場規模は，2023年には 2019年
の 3倍になると予想されている [1]．オンライン会議のメ
リットとして，通勤時間の削減や交通費，オフィスコスト
の削減などが挙げられ，これから先も需要が高まると予想
される．
一方で，オンライン会議にもデメリットが存在する．一

般的なオンライン会議システムでは，参加者が任意にカメ
ラやマイクをミュートすることができ，発話者は聴者が本
当に自分の話を聞いているのかを確認することができない
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ため，話しづらさを感じる場合がある． 九州大学を始め，
大学や企業によっては，通信量節約のためにカメラオフを
指示している組織もある．また，オンライン会議でカメラ
オンを強制することは，プライバシの問題や，自分の顔が
常に他の参加者に晒されることに不安を感じるといった問
題があるため難しい場合もある．それに対して，対面で行
う会議では話者は参加者全員の様子を一望できるため，ア
イコンタクトや頷き，聴者の表情などの非言語情報を通じ
て，理解度や会議への積極性を確認することができる．そ
のため，発話者は自分の発話に対する参加者の反応という
フィードバックを受けながら発話することが可能である．
聴者の立場では，カメラをオフにすることで会議に参加し
ている意識が薄れ，集中力や会議への積極性が低下してし
まう問題がある．
そこで，本論文では，参加者が他の参加者の様子を確認

できることで，話者は自分の発話に対して相手の反応を伺
うことができ，聴者は自分自身が人に与える印象を積極
的に改善するきっかけになるようなフィードバックシス
テムを提案する．我々は，オンライン会議で失われる非言
語情報の中でも表情に注目し，参加者全員の表情から推
定された感情を絵文字としてリアルタイムに可視化する
Web アプリケーション「REmotion」を開発した.表情認
識には，Webブラウザで動作する表情認識フレームワー
ク face-api.js[2]を用いている. 本アプリケーションは，
Zoom や Google Meet, Teams など既存のオンライン会議



システムと併用することを想定しており，オンライン会議
システム上で参加者がカメラをオフにしている状態でも，
参加者の表情から推定された感情をリアルタイムにフィー
ドバックすることが可能である．今回，参加者がカメラを
オフにしたオンライン会議で，本アプリケーションを利用
した場合と利用しなかった場合で実験を行い，それぞれの
結果を比較することで，本アプリケーションをオンライン
会議で用いることによる効用を検証する．9名の被験者に
協力してもらい,オンライン会議を行った．その結果，提
案システムによってリアルタイム表情認識とフィードバッ
クを実現できたことを確認するとともに,アプリケーショ
ンを利用することで，会議の参加者が自分の表情を意識す
るようになることを明らかにした．

2. 関連研究
オンライン会議の支援に関して，アイコンタクトをオン

ラインで実現する研究 [3] [4] [5] や，頷きや微細な体の動
きから発話欲求を推定し，オンライン会議での発話衝突を
防ぐ研究 [6] [7] などが行われている．大槻らは，アイト
ラッカで取得した視線情報を投影させる半球型ディスプレ
イ ThirdEye を提案しており，このディスプレイによって
遠隔地にいる対話相手の視線方向を認識できる [3]. 敷田ら
は，遠隔地にいる参加者と現地にいる参加者の差を埋める
ために，アイトラッカで取得した遠隔地にいる参加者の視
線情報から現地にいる参加者のうち誰を見ているかを推定
し，その参加者の前に置かれたランプを点灯させることで
遠隔地にいる参加者の存在感を上げるシステムを提案して
おり，そのシステムによって遠隔地の存在感が向上し現地
にいる参加者と同等の発話機会で議論を行えるようになっ
たことを確認している [4]. 玉木らは，オンライン会議で
の発話衝突を防ぐため，Webカメラで取得した画像をも
とに，発話の予備動作を検知して最も発話欲求度合いが高
い参加者を次の話者候補として提示するシステムを開発し
た．また，予備動作から推定された発話欲求度合いを参加
者にフィードバックすることで自分の発話欲求度合いを調
整することを可能にしている．このシステムをオンライン
会議で用いることで発話衝突の確率が低下したことを示し
ている [7].

本論文では，オンライン会議で不足している非言語情報
の中でも表情に注目し，表情をリアルタイムでフィード
バックすることが参加者に与える効用について考える．オ
ンライン会議で頷きや表情などの情報を参加者へフィード
バックすることに関して，研究が行われている．Samrose

らは， オンライン会議システム上でカメラ映像から検出
した頷きの情報や会議中の音声をもとに生成されたトラン
スクリプトを利用して，AI を活用したダッシュボードを
参加者へフィードバックするシステムを開発しており，そ
のシステムによってオンライン会議の効率性，包括性が向

表 1 既存研究と本システムの比較
システム リアルタイム性 匿名性 独立性

Meetingcoach[8] ○ × ×
Affectivesplotlight[9] ○ × ×
Chrome 拡張機能 [11] ○ × ○

REmotion ○ ○ ○

上したことを示している [8]. Murali らは，オンライン会
議システム上で参加者の表情や頷きを分析し，聴者のうち
最もリアクションが豊かな人にスポットライトを当て話者
にフィードバックするシステムを提案している．オンライ
ン会議でプレゼンを行う時に，このシステムを用いること
で，聴衆の反応を確認することができ，話者は聴者を意識
して発言するようになったことを示している [9]. Pereira

らは，コミュニケーションスキル向上のために，表情認識
から推定した感情の推移をダッシュボードで後から振り返
ることができるシステムを開発している．そのシステムを
用いてトレーニングした被験者は，システムを用いなかっ
た被験者と比較して 6ヶ月後のコミュニケーションスキル
が向上したことを示している [10].

神場は， Google Chrome の拡張機能として，オンライ
ン会議アプリから取得した映像をもとに参加者の表情認識
を行い，その結果推定された感情を参加者にフィードバッ
クするシステムを実装している [11].

我々は，カメラやマイクをミュートにして参加するオン
ライン会議でのコミュニケーションを支援することを目的
としているが，従来の研究では表情認識にオンライン会議
システムのカメラ映像を利用しているため，参加者はカメ
ラをオンにする必要があった．また，既存のオンライン会
議システムの補助ツールとしてシステムを開発している研
究もあり，特定のオンライン会議システム上でしか利用す
ることができないため依存性が高い．本論文では， Web

アプリケーションとしてシステムの開発を行っているた
め，既存のオンライン会議システムから独立して使用する
ことができる．また， 参加者の Web カメラで直接取得し
た映像から表情認識を行っており，オンライン会議システ
ム上でカメラをオンにする必要がないため，匿名性が高く
参加者のプライバシを保護することが可能である．

3. 感情のリアルタイムフィードバックシス
テム

本システムの構成図を図 1に示す．本システムは，1)そ
れぞれの参加者が利用しているパソコンのWebカメラか
ら参加者の表情を認識するステップ，2)参加者の表情から
推定された感情をサーバへアップロードし，参加者全員の
感情データを集計するステップ，3)感情を絵文字として，
Webアプリケーション上に表示するステップで構成され
ている．会議の主催者は，アプリケーション上で会議ルー
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① 表情認識

② サーバーで感情を集計
③ アプリケーション画面

図 1 REmotion システム構成図

図 2 アプリケーション画面１

図 3 アプリケーション画面２

ムを作成し，会議の参加者にそのページのリンクを共有す
ることで他の参加者を会議のルームに招待できる．会議の
参加者は主催者によって共有されたリンクからアプリケー
ション上の会議ルームへ遷移することができる．会議ルー
ムでは，自分を含めた参加者全員の表情から推測された感
情が絵文字として表示されており，会議の参加者全員の感
情を一望することができる．話者は，アプリケーション画
面を見ながら発話することで，自分の発言に対する聴者の
反応を確認しながら発話することが可能となる．本システ
ムは，Zoom や Google Meet など既存のオンライン会議シ
ステムと併用することを想定しており，ブラウザで起動で
きるようにするためWebアプリケーションとして実装し
た．オンライン会議システム上では参加者がカメラをオフ
にしている状況でも，本アプリケーションのページを表示
させておくことで参加者の表情から推定された感情をリア
ルタイムで確認することができる．

3.1 ステップ１：表情認識
表情認識には，Webブラウザ上で表情認識を行うことが

できる JavaScript の APIである， face-api.js を利用した．
face-api.js では tensorflow.js 上に実装された顔検出・顔認
識モデルを利用できる．face-api.js を用いた表情認識では、
検出した表情を 7種類の感情にラベル付けを行う．我々は，
7種類の感情の中でも「喜怒哀楽」が人間の基本的な感情
であると考えたため「fearful」，「disgusted」，「surprised」
の 3種類の感情を除き，4種類の感情を用いた．face-api.js

を用いて表情認識した結果から推定された参加者の感情を
「normal」,「angry」,「sad」,「happy」の 4種類に分類して，
結果のみをクラウドサーバへアップロードする．Web カメ
ラで参加者の表情を検知できなかった場合は，「notFound」
のラベルをつけサーバへアップロードしている．表情認識
のサンプリングレートは制御することができ，今回の実験
では１秒毎に表情認識を行うように設定した．データベー
ス，ホスティング，ユーザの認証には， Web アプリケー
ション開発向けのプラットフォームである firebase を用い
ている．本システムでは，各参加者が使用している端末の
Web カメラから取得した映像をもとに， face-api.js で表情
認識を行い，感情を推定するまでの処理を全てクライアン
ト側で行っている．サーバ側で，カメラ映像の解析や表情
認識などの処理を行わないため，処理にかかる負荷を分散
することができ，参加者の感情をリアルタイムでフィード
バックすることを可能にした．また，感情推定の結果のみ
をサーバへアップロードしているので匿名性が高く，ユー
ザのプライバシを保護できる．

3.2 ステップ２：参加者の感情集計
サーバでは，参加者から送られてきた感情データを集計

し，感情ごとの人数の記録を時系列データとして蓄積して
いる．そのため，リアルタイムで感情を表示させるだけで
なく，会議終了後に会議中の感情の推移を確認することが
可能である．

3.3 ステップ３：参加者へフィードバック
本システムのアプリケーション画面を図 2，3に示す．本

システムでは，分類した感情を視覚的に認知しやすくする
ため，それぞれの感情に対応する顔の絵文字へと変換し，
Webアプリケーション上に表示している．各感情に対応
する絵文字を表 2に示す．図 2のページでは，自分を含め
た参加者全員の表情の変化を，ページ上に表示されている
絵文字がリアルタイムに変化する様子から確認できる．ま
た図 3のページでは，リアルタイムで変化する感情ごとの
人数の分布をグラフで確認できる．グラフは 1分毎に更新
され蓄積されていくので，現時点までのデータが表示され
る．図 3のページは図 2のページ右上のボタンからブラウ
ザの別タブで開くことができ，別アプリケーションの画面



表 2 各感情に対応する絵文字
感情 絵文字
normal

angry

happy

sad

notFound

を表示させている時に片隅に配置しておくことで，参加者
の様子を簡易的に把握できる．
また，本システムでは，表情を可視化するだけでなく，

会議において発話者と参加者のインタラクティブなやりと
りを促進するために，参加者が反応を示すことができるリ
アクションボタンを実装した．参加者がリアクションボタ
ンをクリックすると，その情報が参加者全員のページに反
映され，リアクションを伝えることができる．この機能を
用いることで，会議の話者は絵文字からだけでなくリアク
ションの内容からもフィードバックを受け取ることができ
るため，話しづらさの解消に寄与すると考えられる．また，
会議の参加者は，自分のリアクションを参加者全員に伝え
ることで，積極的に会議に参加することが可能となる．本
論文では，感情を絵文字として参加者にフィードバックす
ることがオンライン会議中のコミュニケーションに及ぼす
効用について検証するため，リアクションボタンの効用に
ついては検証しない．

4. 実験
4.1 仮説
我々は，本システムを用いて参加者の表情から推定され

た感情をリアルタイムにフィードバックすることが，オン
ライン会議中のコミュニケーションに及ぼす影響につい
て，3つの仮説を立てた．
4.1.1 仮説 1：感情のリアルタイムフィードバックによっ

て，参加者が自分の表情を意識するようになる．
我々は，オンライン会議で本システムを用いることで 2

つの理由で参加者が自分の表情を意識するようになると考
える．1つ目は，自分の表情が絵文字としてフィードバッ
クされ，カメラオフの状態では意識しなかった自分の表情
の変化を認識することである．2つ目はアプリケーション
の画面を通じて他者の存在を認識し，自分の意志を他者に
伝達するために自分の表情を意識することである．
4.1.2 仮説 2：感情のリアルタイムフィードバックによっ

て，話者の話しづらさが解消される．
対面会議では，話者は参加者全員の様子を一望すること

ができ，参加者の反応をフィードバックとして受けながら
発話することができる．本システムでは，アプリケーショ
ン画面で参加者全員の様子を一望でき，感情を表す絵文字

の変化から参加者の反応を確認することができるため，話
しづらさの解消につながるのではないかと考えた．
4.1.3 仮説 3：感情のリアルタイムフィードバックによっ

て，参加者の会議に参加している感覚が強化される．
カメラやマイクをミュートにしたオンライン会議では，

自分以外の参加者の様子を確認できず会議の場にいる感覚
が薄まるため，話者が発話している内容と関係のないこと
を考えたり，発話内容に対するリアクションが乏しくなる．
本システムでは，参加者全員の感情を表す絵文字がリアル
タイムで可視化されるため，カメラがオフの状態よりも他
者の存在を認識することができるようになり，その結果，
会議に参加している感覚が強化されると考える．

4.2 評価方法
リアルタイムで参加者全員の感情をフィードバックする

ことで，オンライン会議中のコミュニケーションがどのよ
うに変化するかを検証するために，本システムに記録され
ていく表情のログデータを用いた定量的な評価と，アン
ケートを用いた定性的な評価を行う．本システムでは，会
議中に変化する参加者全員の表情をリアルタイムに集計し，
１分ごとに集計結果をデータベースへ保存しているため，
各感情の分布を時系列データとしてグラフ化することがで
きる．そのデータを用いて，参加者の表情がオンライン会
議中にどのように変化したかを定量的に評価する．各感情
のうち「normal」は表情が変化していないことを表してお
り，「angry」，「sad」，「happy」の 3つは表情が変化してい
ることを表していると仮定し，感情を「表情が変化してい
ない」状態と「表情が変化している」状態の 2種類に分類
した．2種類の状態を比較し，各感情の分布のうち，「表情
が変化している」状態が占める割合を計算し，その割合に
よってオンライン会議中に参加者の表情がどの程度活発に
変化したかを評価する．
アンケートは，リッカート尺度を用いたアンケートと自

由記述によるアンケートを行った．リッカート尺度による
アンケートの項目を表 3に示す．5段階のリッカート尺度
を用いて，話者側と聴者側での本システムの効用について，
「とてもそう思う」，「どちらかといえばそう思う」，「どちら
ともいえない」，「どちらかといえばそう思わない」，「まっ
たくそう思わない」に対応させて相対的に評価する．オン
ライン会議で本システムを利用した場合と利用していない
場合で同様の内容を解答してもらうことで参加者の意識に
どのような変化があったかを検証した．
また，本システムをオンライン会議で使用することで，

発話する時に話しやすくなったか，会議に参加している感
覚が強化されたかを自由記述によるアンケートを用いて定
性的に評価する．アンケートの内容を表 4に示す．被験者
には，話者側としての感想と聴者側としての感想，オンラ
イン会議全体についての感想をそれぞれ自由記述で解答し



表 3 リッカート尺度によるアンケート内容
役割 質問
話者 話す時に安心感があった
話者 相手に向かって話している感覚があった　
話者 自分の表情を意識して変化させた
聴者 聞く時に安心感があった
聴者 相手の話を聞いている感覚があった　
聴者 自分の表情を意識して変化させた

表 4 自由記述によるアンケート内容
役割 質問

話者 REmotion を使用することで
自分が話す時にどのような影響がありましたか？

聴者 REmotion を使用することで
話者の話を聞く時にどのような影響がありましたか？

全体 会議中のどのような場面で
REmotion を意識しましたか？

全体 REmotion をどのような時に使いたいと思いましたか？

表 5 各グループにおけるオンライン会議の条件
グループ 人数 マイク 発話のタイミング

A 2 人　 常にオン 任意
B 3 人　 常にオン 2 分ずつ順番に発話
C 4 人 発話中のみオン 2 分ずつ順番に発話

てもらい，本システムを被験者がどのように利用するのか
を評価する．

4.3 実験内容
今回，9人の被験者を，A，B，C，3つのグループに振り

分けてグループごとに Zoom を用いたオンライン会議に参
加してもらい実験を行った．オンライン会議の状況によっ
て本システムの使われ方がどのように変化するかを検証す
るために，3つの条件で実験を行った．各グループにおけ
るオンライン会議の条件を表 5に示す．また，本システム
を利用した場合と利用していない場合のオンライン会議へ
の影響を比較するために，被験者には Zoom のアプリケー
ション画面を見ながら実験を行ってもらい，本システムの
アプリケーション画面を Zoom で画面共有するかどうかで
被験者が本システムを利用する状況を制御した．また，オ
ンライン会議の終了後に被験者に対してアンケートを実施
した．
4.3.1 Aグループの条件
Aグループでは，カメラをオフにする以外の制限を設け

ず自由に雑談をしてもらい，オンライン会議よりも 1対 1

のビデオ通話に近い条件で本システムを利用した場合の効
用を検証した．
4.3.2 Bグループの条件
Bグループでは，被験者それぞれが発話する順番を定め，

1人 2分程度の持ち時間で発話してもらい，全員が一度ず
つ発話した段階で画面共有を切り替え，再度順番に発話し

てもらった．
4.3.3 Cグループの条件
Cグループでは，Bグループでの条件に加え，自分が発

話するタイミング以外ではマイクをミュートにしてもら
い，他の参加者からのフィードバックが最低限の状態で本
システムの効用を検証した．

5. 結果と考察
5.1 表情から推定された感情の集計結果
被験者の表情が実験中にどのように変化したか記録した

結果を図 4-6に示す
5.1.1 Aグループの場合
Aグループでは，自由に雑談を行ってもらい通話相手の

発話に対して相槌を打ったり質問したりするなど相手か
らフィードバックされる情報が多い状況が続いたため，被
験者同士で会話が弾み「感情が変化した」状態が占める割
合が高くなったと考えられる．本システムを利用した場合
と利用していない場合で「感情が変化した」状態が占める
割合に変化が見られないため，相手から音声でのフィード
バックが十分にある状態で相手との会話に対して積極的な
状況下では，本システムがコミュニケーションに及ぼす影
響は少ないと考えられる．
5.1.2 Bグループの場合
Bのグループでは 1人ずつ順番に話してもらった．1人

が発話している最中に，相槌や笑いなどの音声によるフィー
ドバックを聴者が与えることを制限しなかったが，A グ
ループの時と比較し聴者が複数人いるため 1人あたりの積
極的な介入の頻度は低下した．しかし，話者は聴者から十
分なフィードバックを受けているため，本システムを利用
した場合と利用していない場合で「感情が変化した」状態
が占める割合にあまり変化が見られなかった．
5.1.3 Cグループの場合
Cグループでは，発話者以外にマイクをミュートしても

らい，発話者は相槌や笑いなどの音声によるフィードバッ
クが全くない状態で発話してもらった．本システムを利用
していない場合と比較して本システムを利用している場合
の方が，「感情が変化した」状態が占める割合が継続的に高
い状態が続いていることがグラフから読み取れる．このこ
とから，話者と聴者の間でインタラクションが限定される
状況では本システムがコミュニケーションに及ぼす影響が
比較的大きいと考えられる．

5.2 アンケート結果
5.2.1 リッカート尺度によるアンケート
リッカート尺度によるアンケート結果を図 7に示す．結

果によると，本システムを利用しなかった場合よりも，利
用した場合の方が「自分の表情を意識して変化させた」と
回答している割合が多いため，オンライン会議で本システ
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図 4 A グループの時
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図 5 B グループの時
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図 6 C グループの時

ムを用いることで参加者は自分の表情を意識して変化させ
ることが分かった．特に，自分が話者の時よりも聴者の時
の方が「自分の表情を意識して変化させた」と回答してい
る割合が多いため，聴者の時により表情を意識することが
分かった．
また，本システムを利用した場合と利用しなかった場合

で最も回答に差が出た項目は，話者の「相手に向かって話
している感覚があった」だった．このことから，オンライ
ン会議で本システムを用いることで話者の「目の前に聴者
がいる感覚」が強化されていると考えられる．
5.2.2 自由記述のアンケート
話者の立場での感想では，「対面でのリアクションに近

い臨場感を得られた」のように本システムを用いることで
相手の反応を意識するようになったという意見（9人中 4

人）や「話すことに集中していた」のように話者の立場で
本システムの画面に意識を割くことが難しかった（9人中
3人）といった意見が散見された．
それに対して，聴者の立場の感想では，「笑顔が反映され

るように意識した」のように自分の表情を意識して変化さ
せたという意見（9人中 6人）や「相手が楽しそうに話す
様子が伝わった」のように話者や自分以外の参加者の表情
を意識していたという意見（9人中 2人）が散見された．
また，「会議中のどのような場面で REmotion を意識し

ましたか？」という質問に対しては，「話者の話を聞いてい
る時」という回答が最も多かった（9人中 5人）．

5.3 議論
5.3.1 論点 1：感情のリアルタイムフィードバックによっ

て，参加者が自分の表情を意識するようになったか．
アンケートの結果より，カメラをオフにしたオンライン

会議で本システムを利用すると，参加者は表情を意識する
ようになった．仮説通り，自分の表情を改善するため，相
手に反応を伝えるためという 2つの理由で参加者が表情を
意識していることが分かった．それに対して，定量的な評
価では参加者が自分の表情を意識するほど「normal」以外
の感情の割合が増加すると考えていたが，4人グループの
時以外ではあまり変化が見られなかった．このことから，
参加者が表情を意識することと，「normal」以外の感情を表

す絵文字の割合が増加することに相関がない可能性がある．
そのため，現在は表情認識の結果を「normal」，「angry」，
「sad」，「happy」の 4つに分類しているが，オンライン会
議に適したフィードバックを与えるため工夫する余地があ
ると考えた．
5.3.2 論点 2：感情のリアルタイムフィードバックによっ

て，話者の話しづらさが解消されたか．
アンケートの結果より，参加者は話者より聴者の状況で

表情を意識していることが分かったが，その原因として，
話者の状況では発話することに集中しており，アプリケー
ションの画面に意識を割く余裕がなかったことが挙げられ
る．また，発話中は口の動きが活発になることで，表情を
意識して変化させなくても感情の推定結果が頻繁に変化し
ていたことも原因の一つとして挙げられる．
オンライン会議では，プレゼン資料や議事録の画面を共

有しながら発話する状況が考えられ，アプリケーション
画面に意識を割くことがより難しくなる．しかし，アプリ
ケーション画面を注視していなくても，本システムを利用
していると認識することで相手に向かって話しかけている
感覚が強化されるのではないかと考えられるため，プレゼ
ン形式の会議において本システムの効用を検証する必要が
ある．
5.3.3 論点 3：感情のリアルタイムフィードバックによっ

て，参加者の会議に参加している感覚が強化され
たか．

アンケートの結果より，本システムを用いることで聴者
は話者を意識するようになることが分かった．聴者が話者
を意識することで，オンライン会議において話者の発話内
容に意識を集中させることに繋がる可能性がある．しかし，
Zoom や Google Meet などのオンライン会議システムと
異なり，本システムのアプリケーション画面では話者を特
定することができないため不便さを感じる声があった．聴
者が話者をより意識するために，話者を特定できるような
表示をアプリケーション画面上に追加する必要がある．

6. おわりに
本論文では，カメラをオフにしたオンライン会議でのコ

ミュニケーションの円滑化のため，表情認識から推定され
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図 7 リッカート尺度によるアンケート結果

た参加者の感情を, 絵文字を用いてリアルタイムにフィー
ドバックするシステムを提案した．
カメラとマイクをミュートにしたオンライン会議で本シ

ステムを利用することで，参加者は表情を意識して変化さ
せようとすることを明らかにした．特に，自分が発話して
いる時よりも話者の話を聞いている時に，本システムの
フィードバックによる効果を確認できた．また，話者の話
しづらさの解消や積極性の向上について，本システムの課
題と可能性を見出すことができた．今後は，オンライン会
議のコミュニケーションを円滑にするために最適なフィー
ドバック方法の検討や，会議の参加人数がさらに増えた場
合での本システムの効用を検証していきたい．
また，表情認識のサンプリングレートが参加者に与える

影響やリアクションボタンの効用についても検証していき
たい．
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