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1 緒   言 

 医療の進歩などの影響で世界的に高齢化が進んでお

り，高齢者世帯の増加が問題として取り上げられている．

内閣府が発行している令和 3 年版高齢社会白書の高齢化

の家族と世帯[1]によると，日本全世帯(5,178 万 5 千世帯)

のうち，49.4%(2,558 万 4 千世帯)が高齢者のいる世帯と

なっている．また，高齢者がいる世帯のうち，28.8%が

独居世帯で 32.3%が夫婦のみの世帯となっており，高齢

者世帯の 60%以上が高齢者のみの世帯となっている．卒

業研究では，実際に離れて暮らしている高齢者とその家

族の問題や困りごと得るためにアンケートやインタビ

ューの調査を行った(大阪工業大学ライフサイエンス倫

理委員会承認番号 2019-36)．調査の結果に基づいてのシ

ステムコンセプトを考案し，本研究では，離れて暮らす

高齢者と家族が”重要な話がしたいが離れて暮らしてい

るため行えない”という問題に着目し，対面でない場合

でも重要な会話が行えるようなシステムの開発を目指

して取り組むことにした． 

 2 システムデザイン 

 従来の遠隔コミュニケーションシステムでは，対面で

行いたい話が行えていない場合がある．対面でなくても

込み入った話をするためには，他者の存在を感じる｢存

在感｣や，同じ空間にいるような感覚である｢同室感｣が

重要だと考えている．そこで．Fig. 1 のようなテレプレ

ゼンスシステムの構成案を検討した．自身の部屋の壁に

等身大の対話者のアバタとリアルな部屋を投影し，リア

ルタイムでコミュニケーションを取ることができるシ

ステムにする．家族側でシステムを利用する場合，高齢

者のリアルアバタと実在する部屋を投影する．アバタは

高齢者の動作を反映させ，家族側の視点の移動によって

発生する運動視差を映像内に反映させるシステムにす

る．高齢者側でも対称的にシステムが動く想定である．

リアルアバタを用いる理由として高齢者にはアニメ調

のアバタが受け入れられない可能性が高いことや，３次

元の部屋に 3 次元のアバタを用いることでよりリアルな

空間を提示できるのではないかと考えたからである． 

 Fig. 1 の上図は家族側をローカルとしたときに，家族

側のある壁にリアルな空間にいるリアルアバタの高齢

者がいて，話を行うイメージ図である．下図はユーザで

ある家族が移動した際の運動視差を反映させたイメー

ジ図である． システムを実現するにあたって必要な要

素は「リアルアバタの生成」，「リアリティのあるバーチ

ャル空間の生成」，「ユーザとアバタの動きの同期」，「ユ

ーザの運動視差の反映」，となる． 

Fig. 1 システム案 

 

3 システム開発 

システム開発は｢リアルアバタの生成｣，｢リアリティ

のあるバーチャル空間の生成｣，アバタや運動視差の反

映を行う｢オブジェクトの制御｣に分けて開発した．｢リ

アルアバタの生成｣，｢リアリティのあるバーチャル空間

の生成｣は最終的に Unity にインポートした．「オブジェ

クトの制御」では Web カメラのみでシステムが動作する

ように Mediapipe を用いた． 

3.1 リアルアバタの生成 

 Fig. 2 の手順でアバタの生成を行った．まず，

PiFuHD[2]を用いてアバタを製作した．PiFuHD は正面か

らの写真一枚から 3D アバタを製作することが可能であ

る．その後 Blender でアバタの関節となるボーンの適応

と色情報の追加を行った．Fig. 2 の右図が最終的に Unity

へインポートしたアバタとなっている． 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 アバタの製作手順 
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3.2 リアリティのあるバーチャル空間の生成 

iPad Pro の機能に含まれている 3D Scanner App を用い

てスキャニングを行った．撮影には大阪工業大学梅田キ

ャンパスの 10 階の一室を使用し，教室内の椅子や机な

ど，全て教室から撤去して行った．スキャンを行う際に，

表示されているメッシュの均一性と連続性を確認しな

がら，撮影漏れがないように，また iPad 本体を速く動か

さないように注意した．撮影した 10 階の教室の 3D モデ

ルをインポートしたものは Fig. 3 のようになる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 作成したバーチャル空間 

 

3.3 ｢オブジェクトの制御｣ 

「オブジェクトの制御」では，ユーザに模したリアル

なアバタにユーザの動きを反映させるために MediaPipe

の機能の一つである”Holistic”を用いてアバタの制御を

行った．Holistic は Web カメラ 1 つで顔:468 個，手:21

個(両手で 42 個)，ポーズ:33 個の合計 543 個のランドマ

ークを取得することができ，アバタの制御や視点の取得

に使用した．Fig. 4 のようなフローで処理を進めてアバ

タの制御を行った． 

Fig. 4 作成したバーチャル空間 

 

①では，ユーザの Web カメラの画像から MediaPipe が

各特徴を出力しており，HolisticTrackingSolutio スクリプ

ト内でその処理が行われている．そこで，アバタの各関

節位置を対話者へ送るためのスクリプトとユーザの視

点移動に合わせたカメラ移動を行うスクリプトの 2 を作

成し，アバタの制御を行うスクリプトへ Pose と Face 

mesh の特徴点を，カメラの制御を行うスクリプトへ Face 

mesh の特徴点を受け渡した． 

②では，①より取得した特徴点を用いて，ユーザのお

およその距離の取得と対話者側へ送信する手，脚，肘，

膝の八箇所とユーザの移動量の 3 次元ベクトル 9 個を準

備し送信を行った．初めに，奥行方向への距離推定を行

った．距離推定の算出については 1．5m，2m，2．5m，

3m の四箇所での顔の両端の特徴点の距離を測定し，一

次式を作成し， 差分に対して実空間でのおおよその距

離を算出した．その後，MediaPipe からの値を入力カメ

ラの座標系に変換し，各関節の入力カメラでの位置を取

得した．取得後は出力画面の比率に再度変換し，Photon

を介して各三次元ベクトルを対話者へ送信した． 

③では，②から送られたユーザの位置と各関節位置を

受け取り，アバタの位置と関節位置としてアバタに受け

渡した．つまり，ユーザが知覚するアバタ自体はユーザ

のローカル上にあり，通信している情報としては 9 個の

3 次元ベクトルのみである． 

 ④では，①で受け取った Face mesh の値を受け取り，

奥行方向の距離と目元の特徴点の移動量に合わせて

Unity 内のカメラを制御した．運動視差は josherns[3]が

GitHubで公開しているKinectV2用のスクリプトを用い，

入力情報を上記のカメラから取得した情報を用いて制

御している．このスクリプトの中身は軸外対軸投資投影

が用いられており，ユーザ情報からモデリング変換，表

示変換，投影変換，ビューポート変換を行なってカメラ

の位置や角度を決定している．このカメラはユーザ自身

の PC(ローカル上)の情報のみで動いている． 

 

4 評価実験 (倫理審査承認番号 2021-79) 

4.1 目的 

  この実験は，開発したシステムで存在感や同室感が生

起するかを調査すること，実際に使用してもらうことで

実験参加者から意見をもらい，システムの改善を検討す

ることを目的として行った． 

4.2 対象 

文書によるインフォームド・コンセントを得た大阪工

業大学の学生 7 名を対象に実験を行った． 

4.3 実験方法 

実験内容はWeb会議システムであるZoomと本システ

ム，本システムの運動視差の反映機能を削除したシステ

ムの 3 種類のシステム×大画面と PC 画面の 2 種類の提

示方法の計 6 条件の実験を実施した．6 条件で実験を行

ったのは参加者のみで担当者は PC の画面である．実験

は Fig. 5 の手順で行った． 

実験は，実験参加者と，実験担当者(著者が)対話した．

場所は大阪工業大学梅田キャンパス 9 階のイノベーショ

ンラボの最奥を実験参加者に使用してもらい，研究者は

同階の会議室で行った．参加者の実験環境のうち，大画

面のシステムを使用する環境は Fig. 6 のようになる．実

際にシステムを使用している参加者の様子は Fig. 7 のよ

うになる． 

 



Fig. 5 実験のフロー 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 参加者側の実験環境 

Fig. 7 参加者側の実験風景 

Fig. 8 運動視差による映像の変化 

話す内容は特に指定せず，このシステムについて，将

来や現在について話をした． 

アンケート項目は”通信システムの利用経験と頻度”

の記述に加え，”対話相手が同じ空間にいるように感じ

たか”，”対話相手がその場にいるように感じたか”，”映

像が鮮明か”，”映像に違和感があったか”，”目線を合わ

せて話すことができたか”，”酔いが発生したか”の 6 項

目を 5 段階で評価してもらった． 

4.4 実験結果 

実験参加者が使用したことがある通信システムの統

計は Fig. 7 のようになった．今回本研究で開発したシス

テムの比較に用いている Zoom は参加者全員が使用した

ことがある． 

Fig. 9 参加者の使用したことあるツール 

 

 ”同じ空間にいるように感じたか”に関しては大画面

は PC の画面より評点が有意に高いことが示された 

(＊：p＜0.05)． 

Fig. 10 No.3 の評点の平均と標準偏差 

 

”映像が鮮明だったか”に関してはシステムの主効果

が有意であったため，Tukey-Kramer で下位検定を行った

結果，Zoom より視差のあるシステム，および Zoom よ

り視差がないシステムの評点が有意に高いことが示さ

れた (＊：p＜0.05)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 No.5 の評点の平均と標準偏差 

 質問項目 6 の”映像に違和感があったか”に関しては

Tukey-Kramer で下位検定を行った結果，視差のないシス

テムは視差があるシステムより有意な差が示された 

(＊：p＜0.05)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 No.6 の評点の平均と標準偏差 



各実験参加者の自由記述とアンケート項目をまとめ

た結果を Table 1 に示す． 

Table 1 自由記述で得られた意見の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 考察 

Fig. 8 より，遠隔コミュニケーションを行う上で画面

の大きさが同室感に影響し，大画面の方が小さい画面よ

り強化される傾向が見られた．同室感を得ることにおい

て，対話者や空間の大きさが重要な要素であることを可

能性が重要な要素であることが確認された． 

「映像の鮮明さ」において提案システムと運動視差を

削除したシステムはともに Zoom に対してよりよい評価

を得た．Zoom の解像度は 360p が最大なのに対し，開発

したシステムでは 1080p の解像度で使用していたことが

考えられる．従来の遠隔コミュニケーションシステムで

は解像度が高い分，遅延や通信量の増加が懸念されるが

開発したシステムでは，送受信しているデータが関節と

位置の 3 次元ベクトルのみなので高解像度で提示できた

ことが結果に現れたと推察している． 

「映像への違和感」において運動視差を除いたシステ

ムの方が運動視差のあるシステムにより違和感がない

という結果になった．運動視差の効果が得られず逆の評

価になった原因として，Zoom の次に実施した提案シス

テムで初めてアバタに接しその違和感が大きく影響し

たこと，次の条件では，少しアバタに慣れたことで違和

感が緩和されたことが考えられる．順序効果に配慮した

実験計画になっていなかったことが反省点として挙げ

られる． 

今回開発したシステムでは，既存のコミュニケーショ

ンシステムである Zoom と比べて同室感や存在感におい

て有意な差を与えられなかった．原因としては，先に記

したアバタへの違和感によって存在感が低下している

ことや実験環境と提示するリアルな空間の不一致性が

高いこと，違いが大きいこと，実験参加者がスクリーン

の奥に空間がないことを知っていることが考えられる．  

一方で，同室感に対しての 5 段階のアンケートでは統

計的には有意ではないが，自由記述では運動視差がある

ことで同室感が高まったという意見が多く得られた．こ

れは，期待どおりの結果であり，自身の動きに合わせた

画面の動きによって奥行き方向に空間があるような錯

覚を起こすことができたからだと考えられる．さらに，

アバタや空間をあらかじめ用意しておくことでプライ

バシーを守ることができることや相手に見られたくな

い表情が反映されないのがいいという意見もあった．つ

まり，伝えたい情報と遮断したい情報を分けたいという

要望があることが改めて確認できた． 

以上のように，今回のシステムでは当初の目的であっ

た離れて暮らしている高齢者と家族が重要な話を遠隔

地でも気兼ねなくできるシステムの実現には至らなか

った．しかし，運動視差や大きい画面での遠隔コミュニ

ケーションにおいて同室感を感じる人が多いことを確

認でき，また，アバタの改善，利用環境の見直しといっ

た改善点を得ることができた．今後はこれらの改良を加

えた後に，ターゲットユーザである高齢者と家族に適用

し，受容性は効用を評価する必要がある． 

 

5 結論 

今回のシステムでは当初の目的であった離れて暮ら

している高齢者と家族が重要な話を遠隔地でも気兼ね

なくできるシステムの実現には至らなかった．しかし，

運動視差や大きい画面での遠隔コミュニケーションに

おいて同室感を感じる人が多いことを確認でき，また，

アバタの改善，利用環境の見直しといった改善点を得る

ことができた．今後はこれらの改良を加えた後に，ター

ゲットユーザである高齢者と家族に適用し，受容性は効

用を評価する必要がある． 
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