ThirdEye: 遠隔対話システムにおける
対話者の視線を提示する眼球ディスプレイの開発と評価
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ThirdEye: Designing and Evaluation of an Eye-shaped Display
to Represent Remote Participant’s Gaze Direction in Video Communication
Mai Otsuki, Keita Maruyama, Hideaki Kuzuoka, and Yusuke Suzuki
Abstract - A long-standing challenge in video-mediated communication systems is to represent a remote
participant’s gaze direction in local environments correctly. To address this issue, we developed ThirdEye, an
add-on eye-display for a video communication system. This display is made from an artificial ulexite (TV rock)
that is cut into a hemispherical shape, enabling light from the bottom surface to be projected onto the hemisphere
surface. By drawing an appropriate ellipse on an LCD and placing ThirdEye over it, this system simulates an
eyeball. Our experiments proved that an observer could perceive a remote Looker's gaze direction more precisely
when the gaze was presented using ThirdEye compared to the case in which the gaze was presented using the
Looker's face on a flat display.
Keywords: Telecommunication; perception of gaze direction; Computer conferencing, teleconferencing, and video
conferencing

1. はじめに

毎に顔の形状を計測して成形する必要があるため，汎用
性に乏しい．より簡便なアプローチとして，眼球のみを

相手の注視方向から相手が注意を向けている対象に気
づくこと (gaze awareness) [12] は人同士の対話において
重要な要因である [8, 11, 15]．しかしながら，ビデオ対話
システムを用いた遠隔対話において，平面のディスプレ
イに映し出された対話者の顔画像からは正確に視線を読
み取ることができない．こうした現象はモナリサ効果 [4]
（平面上に顔が描画されている場合に，鑑賞者が見る位
置を変えても常に自分の方向を見ているように感じられ
る心理効果）と呼ばれ，対話に齟齬が生じる原因となっ
ている [9]．
この問題を解決する手法として，遠隔対話者の代理と
して振舞うテレプレゼンスロボット [1, 14] が提案され
ている．その多くは，遠隔対話者の顔が表示されたディ
スプレイをロボットの頭部とし，遠隔対話者の頭部動作
とロボットの頭部動作を同期させることで視線方向を提
示している．しかしながら，Kawaguchi ら [13] が指摘す
るように，ディスプレイが回転すると同時にそこに表示
される顔の映像も回転することで視線方向が誤って知覚
されてしまい，注視方向を正確に提示できないことが示

モータで駆動させる手法 [18] も提案されているが，装置
の複雑化につながる．
Pan ら [20] は発話者の周囲に設置したカメラアレイ
で各方向の発話者の映像を取得し，複数台のプロジェク
タを用いて遠隔地の円筒ディスプレイに表示することで，
より正確な視線伝達を行い，その効果を確認している．
しかし，環境に複数台のカメラとプロジェクタを設置す
る必要があるため，システムが複雑であるとともに汎用
性が低い．
石井ら [21] の Mopaco はローカル環境の人物と背景領
域をレイヤで分け，遠隔ユーザの視点位置に応じて人物
と背景の間に疑似的に運動視差を生成している．しかし，
ローカルユーザの顔の向きは運動視差に対して変化しな
いため，モナリサ効果は解決できない．
一方，視線追跡技術を用いて遠隔地の対話者の注視点
を実際の風景に重畳描画するシステムがいくつか提案さ
れている．例えば Higuchi ら [10] はプロジェクタや
Head-Mounted Display (HMD) を用いてこれを実現してい
る．しかし，プロジェクタの場合は注視対象がプロジェ

されている．
一方，顔型スクリーンとパン・チルト機構を組み合わ
せた手法も提案されている[3, 16]．顔型スクリーンを立体
形状にすることで，視線方向の明確化とモナリサ効果の
抑制に成功している．しかし，顔型スクリーンはユーザ
*1

筑波大学
University of Tsukuba
*2
沖電気工業株式会社 研究開発センタ
Oki Electric Industry Co.,Ltd. Corporate Research and Development
Center

Fig. 1.

図 1 ThirdEye（左）と利用例（右）
ThirdEye (left) and its typical use case (right).

クション可能な平面に配置されている必要があり，HMD
の場合はユーザに HMD を装着させなければならない．
本研究では，人の眼球を模倣する立体的な眼球ディス
プレイ，ThirdEye を提案する（図 1 左）[19]．ThirdEye は
ビデオ会議システムの簡便なアドオンとして利用でき
（図 1 右），遠隔対話者の視線方向をローカル環境へと
提示する．立体的なディスプレイの先行研究として，高
田らの Ficon がある[22]．これは光ファイバを集積して立
体物を形成し，さらに表面形状を加工することによって，
背面の映像を立体の表面に投影できるタンジブルユーザ
Fig. 2.

インタフェースである．本研究で提案する ThirdEye はこ

図 2 瞳の輪郭の座標計算
Calculating the collected contour of the iris.

の研究から着想を得ている．一方，Brockmeyer ら [2] は，
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Web camera

クティブなキャラクタの目を作成しているが，キャラク
タの視線提示方向の精度については議論していない．
本論文ではまず 2 章で ThirdEye の開発について述べる．
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続いて 3 章では提案手法による遠隔対話者の視線提示精
度の評価を行い，4 章でその結果について議論し，最後に

Eye tracker

5 章で本研究のまとめを述べる．

図 3 ThirdEye を用いた想定するシステム構成
Fig. 3. Typical system configuration using ThirdEye

2. ThirdEye
2.1

実装

ThirdEye は市販されている人工ウレキサイト（テレビ

れた作業対象に注視すると，アイトラッカが指示者の視

石）を半球状に加工して作成した．ウレキサイトは下側

線を検出し，ローカルのモバイル端末に送信する．モバ

に置かれた画像を，反対側の表面に浮き出したように投

イル端末では ThirdEye で提示する適切な視線方向を計算

影するという特性がある．この特性を用いて，LCD に動

し，LCD 上の適切な位置に瞳を描画する．

く瞳を描画し，その上に ThirdEye を置くことによって，

2.2

眼球が周囲を見回しているように見せることができる．

作成した ThirdEye を用いて，図 3 と同等のシステムを

ヒトの眼球および瞳の直径の平均はそれぞれ 24 mm，12

構築し，ThirdEye 応答時間を計測した．アイトラッカに

応答時間

mm [5] であることから，ThirdEye もそのサイズに合わせ

は Eyetribe 社製 Eyetribe（サンプリング周波数 60Hz）を

て作成した．

用い，デスクトップ PC（Windows 10 64 bit, Intel Core i7-

瞳の形状については，半球に投影されたときに真円に

2600 CPU 3.40 GHz, メモリ 16 GB）で Remote ユーザの

なるように補正する．図 2 において，瞳が半球の天頂に

注視点を取得し，研究室内の無線ネットワーク経由（実

あるときに輪郭上の点の座標ベクトルを ���⃗
𝑝𝑝𝚤𝚤 とすると眼
球が回転した時の座標ベクトル ����⃗
𝑝𝑝𝚤𝚤 ′ は y 軸，z 軸周りの

測値 1.8 Mbps）でローカルのタブレット（Lenovo 製

ThirdEye は半球状のディスプレイと，描画ソフトウェ

このとき，ユーザの目と ThirdEye が同一の撮影視野に入

回転行列を用いて
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y 成分のみを用いて瞳を LCD（x-y 平面）上に描画する．

Thinkpad 8, Windows 8.1 32 bit, Intel Atom CPU Z3770
1.46GHz, メモリ 2 GB）に送信した．ユーザは 3 秒ごと
に注視点をランダムに変更し，これを 10 回繰り返した．

アのみで動作し，機構は一切不要である．よって，その

るように機器の位置を調整して同時に撮影した．そして，

応答速度の速さから，遠隔対話者の素早い目の動き（サ

撮影したビデオをフレーム単位で再生して，実験者が注

ッケード）も表現できるという利点がある．さらに，モ

視点を変更する際に眼球が動き始めた時刻と止まった時

ータ等を使うロボット式の目に比べて，消費電力も小さ

刻，そしてそれに反応して ThirdEye の眼球が動き始めた

くできるという利点もある．これらのことから，小型の

時刻と止まった時刻を計測した．その結果，実験者の眼

モバイル端末での利用に適している．

球が動き始めてから ThirdEye の眼球が動き始めるまでの

図 3 は ThirdEye を用いた，想定するシステム構成を示

遅延時間は平均 0.14 秒（標準偏差 0.026 秒）であった．

している．ローカル側に設置されたモバイル端末のカメ

また，実験者の眼球の動作時間と ThirdEye の眼球の平均

ラで作業者側のローカル環境を取得し，遠隔地にいる指

動作時間はそれぞれ 0.080 秒（標準偏差 0.018 秒）と 0.094

示者に送信する．遠隔地の指示者がローカル環境に置か

秒（標準偏差 0.028 秒）であった．

遅延時間は実際の通信環境によって異なるため，本実験

たは平面ディスプレイに表示された実験者を総称して

結果はあくまでも参考値である．ここで興味深いのは，

Looker と呼称する．

ThirdEye の眼球動作時間が実験者の眼球動作時間と比べ

3.3

て大きく遅れておらず，0.1 秒以下であることである．通

実験中は，参加者は Looker から 80 cm の位置に，向き

常，眼球のサッケードの間隔は少なくとも 0.2～0.3 秒程

合って着座した．正面条件 (front) の場合は，参加者は

実験環境

度であることが知られているため，ThirdEye は眼球のサ

Looker の真正面に着座し，斜め条件 (oblique) の場合は

ッケードに十分追従できることがわかる．一般的に，機

時計回りに 20 度ずれて着座した（図 5 (a)）
．実験に用い

械的に動作する眼球ロボットを使用する場合には，機構

た 17 インチディスプレイは水平視野角が 178 度であり，

の慣性力によって眼球動作時間の遅延が大きくなること

20 度の角度から観察しても画面の明るさに問題がないこ

が考えられるため，応答時間において ThirdEye は有利で

とを予め確認した．また，表示解像度は ThirdEye 条件，

あると考えられる．

平面ディスプレイ条件ともに 1280 x 1024 ピクセル (96
ppi) で提示した．

3. 実験：遠隔対話者の視線提示精度の評価
3.1

実験目的

ローカル側の参加者が遠隔対話者の視線をどの程度正
確に知覚できるのかを 2 つの実験によって調査した．以
降，垂直面に対する視線提示を行った場合を実験 1，水平
面に対して視線提示を行った場合を実験 2 と呼称する．
3.2

実験条件

実験では視線提示方法 3 条件，および観察方向 2 条件
を組み合わせた計 6 条件の比較を行った．以下に，各視
線提示方法について述べる．
(a) 対面 (Face-to-face; F2F)：実験者が目標点を注視した
（図 4 (a)）

参加者の目の高さは Looker の目の高さと一致するよう
にした．実験時には，文献 [11] を参考に，なるべく自然
な状況を再現するため，顎載せ台によって参加者の頭部
を固定することはせず，参加者には頭部を大きく動かさ
ないように指示するに留めた．同様に，対面条件，平面
ディスプレイ条件の Looker についても，
頭部は固定せず，
なるべく目の位置が前後左右方向に大きく動いてしまわ
ないようにしつつ，その上で自然な視線動作になるよう
に，顔を上下左右方向に回転させることは許容した．
図 5 (b) に実験環境を示す．実験 1 では，垂直に立てた
透明なタッチパネル (Awesome Electronic, ATP-2150) を
Looker と参加者の間に配置した．タッチパネルの中央は，
参加者および Looker の目の高さと一致するようにした．

(b) ThirdEye (TE)：ThirdEye によって，目標点を注視し

実験 2 では，
ペンタブレット (WACOM Intuos 4 Extra large)

た．ThirdEye は 17 インチディスプレイ（EIZO L560T-

を卓上に水平に配置し，ペンタブレットの表面の高さが

C，水平視野角 178 度，ピクセルピッチ 0.264 mm）
に固定し，実験者の顔は表示しなかった（図 4 (b)）．
図 3 では指示者の視線をアイトラッカで検出して，
そのデータに基づいて ThirdEye の瞳を制御すると説
明したが，本実験では，アイトラッカのトラッキン

(a) Face-to-face

(b) ThirdEye
(c) Flat display
図 4 視線提示条件
Fig. 4. Gaze presentation conditions

グ誤差の影響を排除するために，目標点の座標から，
理論上正しい ThridEye の瞳の位置を計算・描画した．
(c) 平面ディスプレイ (Flat display; FLT)：(b)と同じ 17 イ
ンチディスプレイに事前に撮影しておいた実験者の

Front

Oblique

80 cm
Touch panel
(for exp. 1)

40 cm

顔画像を表示した．顔画像は，対面条件と同じ条件
z
o x

撮影し，実際の顔と同じサイズになるように調整し
て表示した（図 4 (c)）
．この条件は，既存のビデオ会
議システムにおいて，遠隔環境における対話者とデ
ィスプレイ／カメラの相対位置やディスプレイのサ
イズ，そしてローカル環境におけるディスプレイと
カメラの相対位置やカメラの視野角などのパラメー
タを適切に調整することによって，遠隔環境とロー
カル環境における幾何学的な関係が疑似的に一致し
ているという理想的な状態を模擬している．
以降，これらの実験条件における実験者，ThirdEye，ま

20°
Looker
(F2F, TE, or FLT)

Looker
(F2F, TE, or FLT)
x
o y
Tablet
(for exp. 2)

45 cm

下で，目標点を直接注視する実験者の顔を正面から

Participant

(a)
(b)
図 5 実験環境 (a) 観察方向，(b) 実験機器（注：タッ
チパネルとタブレットは紙面の関係上，同じ図に書かれ
ているが，実験 1 と 2 は個別に行った）
．
Fig. 5. Experimental setup. (a) Observation direction
conditions; (b) experimental apparatus (Note that the touch
panel and tablet are drawn together to save space. In reality,
experiments 1 and 2 were conducted separately).
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図 6 実験 1 結果 (*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001).
Fig. 6. Result of experiment 1 (*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001).
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図 7 実験 2 結果 (*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001).
Fig. 7. Result of experiment 2 (*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001).
参加者の目の位置から 45 cm 下，入力面の中央が Looker

順序効果をなくすため，視線提示方法 3 条件，観察方向

と参加者の中間になるように配置した．

2 条件，および実験 1，2 の実施順序は参加者ごとにカウ

3.4

実験手順

ンターバランスをとった．

各条件において，参加者には刺激（Looker が目標点に
注視している様子）を観察し，実験 1 では垂直面，実験
2 では水平面のどこを Looker が見ているかを，スタイラ
スでタッチさせることで回答させた．タッチした点は自
動的に保存されるようにした．制限時間は設けなかった
が，妥当な速さで回答するように指示した．
前刺激の影響をなくすため，ThirdEye 条件と平面ディ
スプレイ条件においては，刺激間に 3 秒間の黒画面を表
示した．対面条件においては，Looker が注視点を変更す
る間，目の動きを見せないために，参加者には目を閉じ
るよう指示した．
目標点は 10 cm 間隔のグリッド上に配置し，x 方向に 5
点，実験 1 では z 方向，実験 2 では y 方向に 3 点の計 15
点を用いた（図 5 (b)）
．各条件において，15 点は 2 回ず
つランダムに提示し，試行回数は計 30 回であった．目標
点は光学フィルタを用いて，参加者からは見えないよう
にするとともに，参加者には目標点が整列していること
は伝えなかった．
各実験において，参加者は 6 セッションの実験を行っ
た（視線提示方法 3 条件×視線観察方向 2 条件）
．システ
ムを用いた回答方法に慣れるため，各セッションの開始
前に練習フェーズを設け，練習用の刺激を用いて参加者
が満足するまで練習させた．
参加者は正常な視力を持つ大学生・大学院生 12 名（全
員男性，22～25 歳）であり，実験 1，2 両方を実施した．

4. 実験結果
Looker の注視した目標点を起点として，参加者の回答
した点までのベクトルを誤差ベクトルと定義した．実験
1 では誤差ベクトルは(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 , 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑧𝑧 )，実験 2 では�𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 , 𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦 �と

表記する．ここで，𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 ，𝑒𝑒𝑒𝑒𝑧𝑧 はそれぞれ垂直面における x
成分（左右方向）
，z 成分（上下方向）
，同様に，𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 と𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦

はそれぞれ水平面における x 成分（左右方向）
，y 成分（前
後方向）を示す．各成分の大きさ|𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 |，|𝑒𝑒𝑒𝑒𝑧𝑧 |，|𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 |，�𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦 �

について，視線提示方法（3 水準）と観察方向（2 水準）

を要因として，2 要因分散分析を行った．
4.1

実験 1 結果（垂直面）

誤差ベクトルの大きさ |𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 |，|𝑒𝑒𝑒𝑒𝑧𝑧 | の平均値を図 6 に

示す．分散分析の結果，|𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 | については視線提示方法と

観察方向について主効果が有意であった（それぞれ，F(2,
22) = 9.4, p < 0.01，F(1, 11) = 21.3, p < 0.001）
．また，視線

提示方法と観察方向の交互作用が有意であった（F(2, 22)
= 9.2, p < 0.01）
．
下位検定として視線提示方法ごとの観察方向間の単純
主効果の検定を行った．その結果，平面ディスプレイ条
件において，斜め方向の場合に，正面方向よりも有意に
誤差が大きくなった (p < 0.001)．それ以外の視線提示方
法においては，有意差は見られなかった．次に，観察方
向ごとの視線提示方法間の単純主効果の検定および多重
比較を行った．その結果，斜め方向の場合に視線提示方
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図 8 実験 1（垂直面）
：各目標点における誤差ベクトルの終点
（楕円の幅と高さはそれぞれ x 軸，z 軸方向の誤差ベクトルの標準偏差を示す）
End point of error vectors (width and height of each ellipse indicates standard deviation of error vectors) in experiment 1.
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図 9 実験 2（水平面）
：各目標点における誤差ベクトルの終点
（楕円の幅と高さはそれぞれ x 軸，y 軸方向の誤差ベクトルの標準偏差を示す）
End point of error vectors (width and height of each ellipse indicates standard deviation of error vectors) in experiment 2.

法間に有意差がみられた (p < 0.001) ため Tukey の多重

った結果，3 条件全ての間に有意差が見られた（TE vs FLT:

比較を行った．その結果，平面ディスプレイ条件の場合

p < 0.001; F2F vs FLT: p < 0.001; F2F vs TE: p < 0.05）
．

に，ThirdEye および対面条件よりも有意に誤差が大きく
(p < 0.001)，ThirdEye と対面条件の間には有意差が見られ

5. 考察

なかった．
|𝑒𝑒𝑒𝑒𝑧𝑧 | は主効果，交互作用ともに見られなかった．

4.2

実験 2 結果（水平面）

誤差ベクトルの大きさ |𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 |，�𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦 � の平均値を図 7 に

示す．分散分析の結果，|𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 | については観察方向のみ主

効果が有意であった（F(1, 11) = 10.5, p < 0.01）
．また，視

線提示方法と観察方向の交互作用が有意であった F(2,
22) = 5.7, p < 0.05)．下位検定として視線提示方法ごとの
観察方向間の単純主効果の検定を行った．その結果，平
面ディスプレイ条件において，斜め方向の場合に，正面
方向よりも有意に誤差が大きくなった (p < 0.001)．
次に，観察方向ごとの視線提示方法間の単純主効果の
検定および多重比較を行った．その結果，斜め方向の場
合に視線提示方法間に有意差がみられた (p < 0.01) ため
Tukey の多重比較を行った．その結果，平面ディスプレイ
条件の場合に，ThirdEye および対面条件よりも有意に誤
差が大きく (p < 0.001)，ThirdEye と対面条件の間には有
意差が見られなかった．
�𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦 � については視線提示方法のみ主効果が有意であ

り (F(2, 22) = 40.0, p < 0.001)，交互作用は見られなかった．
視線提示方法について Bonferroni の方法で多重比較を行

実験結果より，垂直面，水平面ともに，平面ディスプレ
イを斜め方向から観察した場合に最も誤差が大きく，
ThirdEye によって誤差を小さくできることが分かった．
続いて，参加者の回答が，正しい目標点からどのよう
にずれたのかを分析するために，斜め方向から観察した
場合の垂直面 x 軸方向の誤差𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 および水平面 x 軸方向の
誤差𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 を求めた．その結果，𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 は対面条件の場合に-2.6

cm，ThirdEye 条件の場合に 1.8 cm，平面ディスプレイ条

件の場合に-7.0 cm であった．次に，𝑒𝑒ℎ𝑥𝑥 は対面条件の場
合に-3.1 cm，ThirdEye 条件の場合に 2.1 cm，平面ディス
プレイ条件の場合に-7.6 cm であった．

また，誤差傾向を確認するために，各目標点における
誤差ベクトルの終点をバブルグラフとして示す（実験 1
（垂直面）は図 8，実験 2（水平面）は図 9）
．それぞれの
円のサイズは誤差ベクトルの標準偏差を示す．垂直面に
ついて，観察方向間（図 8 (a) と (b)）を比較すると，斜
めから観察した場合に，平面ディスプレイ条件（青い円）
では x 軸の負方向に参加者の回答がずれており，モナリ
サ効果の影響は避けられない一方，ThirdEye ではこのず
れが抑制されていることが分かる．
水平面については，観察方向によらず，平面ディスプ

掛かりがなかったため，対面条件よりも精度が低かった
ものと考えられる．しかしながら，先に述べたように，
この実験結果をもとに，事前に ThirdEye の瞳の描画位置
を，計算上の位置よりも外側を注視するようにキャリブ
レーションしておくことによって，より精度を向上させ
ることができると考えられる．
他の検討すべき事項として，実際に想定するビデオ会
議システム（図 3）においては，まだ ThirdEye を使用し
た実験を行っていない点があげられる．遠隔対話者の顔
を表示したディスプレイに ThirdEye を取り付けた場合に，
図 10 ThirdEye を用いた遠隔協調作業の例
Fig. 10. Remote collaboration using ThirdEye
レイ条件（青い円）の参加者の回答が ThirdEye 条件や対
面条件に比べて Looker に近づいている．平面ディスプレ
イでは，立体的な手掛かりが失われてしまうため，特に

観察者は遠隔対話者の顔を注視し，ThirdEye を見ない可
能性もある．これについては今後，実際のビデオ会議シ
ステムに ThirdEye を導入し，顔の表示位置と ThirdEye の
取り付け位置や，顔の表示サイズを様々に変更し，その
効果を確認することを予定している．

精度が落ちたものと考えられる．実際に，3 名の参加者か
ら ThirdEye 条件では立体的に表示されているため，平面
ディスプレイよりもわかりやすい，というコメントが得
られた．
先述の通り，平面ディスプレイ条件で表示した顔画像
は，対面条件と同じ条件下で，目標点を注視する実験者
の顔を撮影し，実際の顔と同じサイズになるように調整

6. むすび
ビデオ会議システムにおいて，相互の視線方向が正し
く伝達されないという問題に対し，遠隔対話者の視線方
向をローカル環境において提示する，ThirdEye という人
の眼球を模したディスプレイを提案した．
既存の眼球型，あるいは眼球を持つロボットと比較す

して表示した．これは，ビデオ会議において，遠隔環境

ると，ThiedEye はモータ等の機構が不要であり，描画ソ

とローカル環境における幾何学的な関係が疑似的に一致

フトウェアのみで動作するため，簡易な装置，低消費電

しているという理想的な状態を模擬している．しかしな

力で優れた応答速度を実現できる．従って，特にモバイ

がら，遠隔対話者の視線方向は，ローカル環境に設置さ

ル端末を用いたビデオ会議などにおいて，簡便なアドオ

れたカメラの画角や位置，ローカル環境のディスプレイ

ンとして利用できるという特徴がある．

を観察する位置，遠隔対話者の見ているディスプレイの

我々は実験によって，Looker を斜め方向から観察した

サイズ，遠隔地に設置されたカメラとディスプレイとの

場合に ThirdEye がモナリサ効果を抑制し，遠隔対話者の

相対的な位置などに影響を受ける．実際のビデオ会議で

顔のみをディスプレイに表示する一般的な方法よりも正

は多様な状況が想定され，一般にこれらの条件を常に満

確に視線方向が提示できることを示した．

たすことは容易ではないため，ローカル環境の平面ディ

我々は，遠隔地の対話者がローカル環境に置かれたオ

スプレイに表示された遠隔対話者の顔画像から推定され

ブジェクトに対して指示を行うような遠隔協調作業（例

た視線方向は，通常，実際の視線方向とは一致しない．

[6, 7, 17]）において，ThirdEye が有効であると考えている

従って，実際のビデオ会議においては，平面ディスプレ

（図 10）
．よって今後は，図 3 に示したようなシステムを

イ条件での誤差はより大きくなると考えられる．一方，

構築し，そうしたタスクにおける有用性を調査すること

ThirdEye であれば，瞳の描画位置をあらかじめキャリブ

を予定している．

レーションすることによって，より正確に提示可能であ
る．こうした点からも，我々の提案する ThirdEye による
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