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あらまし 本稿では，ヒューマノイドロボットが人間と対面コミュニケーションを行うための中心視と周辺視
を統合した顔追跡機能の実現について報告する．我々のアプローチでは中心視と周辺視をパーティクルフィルタ
を用いて統合することでロバストに顔追跡，注視を行う機能を実現した．特にロボットが意図伝達のゼスチャの
ために人の顔以外の物体を見ている際は周辺視を利用し，顔を注視する際には中心視と周辺視を統合することで
常にロバストな顔注視が可能になった．また，ロバストな顔追跡を行うことで，対面コミュニケーション時にお
いても従来の表情認識や発話検出の技術を適用可能になった．
キーワード

日常活動型ロボット
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とが示されている [1]．

1. ま え が き

ロボットのコミュニケーションに関する研究から，

近年，工業や医療，娯楽などの様々な分野での活用

ヒューマノイドロボットの身体をコミュニケーション

を目指してヒューマノイドロボットが開発されている．

に活用するための手法が提案されている．中でも，頭

しかし，日常社会で活動できる人間のパートナーと

部や目に当たる部分の動作が重要視されている．例え

してのロボットはまだ少ない．このようなロボットを

ば，人間が他人とのアイコンタクトを行うことで特定

開発するには，ヒューマノイドロボットが人間と自然

の物体に対する注意を他者に伝える動作は，共同注意

に情報をやり取りするための能力，すなわちコミュニ

機構として広く知られている [2]．これまでにも，MIT

ケーション能力が重要である．神田らの研究では，ロ

や CRL などでセンサ情報を利用して共同注意を行う

ボットが人間に近い体により身体動作を行うことで，

ロボットが開発されている [3], [4]．また今井らは，共

人間が直感的にロボットの動作の意味を理解出来るこ

同注意のための注視行動を用いてロボットの意思を人
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とアイコンタクトを両立させることは難しい．何故な
移動後の正確な位置を推定することが困難なためであ
る．また，周辺視（主に，視野が広く低解像度である）
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のみを用いた場合では，解像度が低い為に人間の顔の

度配置は腕に 4 自由度，頭に 3 自由度である．移動

細かい情報を取得することが出来ない．そのため，顔

機構は 3 輪移動台車（独立 2 輪駆動）を用いている．

の大まかな位置は推定できても，表情などの情報を取

また，Robovie は複数の種類のセンサを備えている．

得することは難しい．それらの問題を解決するために，

Robovie の体は目，頭部，腕，胴体を備えており，人

近年の研究では中心視と周辺視を統合した手法などが

間とのコミュニケーションの為のジェスチャー（身振

提案されている [3], [10], [12]．また，人間の目と耳の

りや指差し，頷きなど）が可能となっている．

部分に当たる機能を備えたロボット「SIG」を用いた，

視覚機能を実現するためのセンサには，全方位カメ

音声情報と画像情報の統合することで話者の追跡を行

ラと二つの CCD カメラを用いる．全方位カメラには

う研究 [7] や，松阪らによる注視行動を行うロボット

ヴイストン製，VSC-11N を用いる．これは全方位ミ

の開発 [9]，中心視と周辺視を持ったロボットにより人

ラーを利用したもので，周囲 360 度が撮像可能であ

間を追跡する研究 [10] などがある．さらに柴田らは，

る．撮像範囲は水平面に対し上方約 10 度，下方約 55

生物学に基づいた目の追跡機能を開発している [11]．

度であり，これをロボットの周辺視とする．CCD カ

完全自律行動をするロボットにおいて重要な要素の

メラには SONY 製の EVI-G20 を用いる．水平画角は

1 つに，センサ情報を処理する時間を減少させる事が

最大 45 度であり，本研究では左のカメラのみを用い，

挙げられる．特に，ヒューマノイドロボットにおいて

これをロボットの中心視とする．

はその形状から搭載できる処理装置などの大きさに限

これら以外には，16 個のタッチセンサ，24 個の超音

界がある．本研究ではそのような問題を解決するため

波センサ，マイク，スピーカーなどのセンサを持つ．さ

に，主に画像処理において計算時間を減少させつつ効

らに，計算機を 2 台（a. CPU: Pentium-III 900MHz,

率の良い追跡結果をもたらす手法である，パーティク

b. CPU: Pentium-4 2.4GHz，OS はともに Linux）

ルフィルタ（Particle filter method）[13] を用いる．

搭載し，計算機 (a) で Robovie のモータ制御，画像・

本論文では，ヒューマノイドロボットが人間と対面

音声以外のセンサ情報の処理，動作の生成を行い，計

コミュニケーションを行うための中心視と周辺視を統

算機 (b) では画像・音声情報の処理を行う．これらの

合した顔追跡機能の実現について報告する．我々のア

装置を用いて Robovie は周囲の情報を認識し，完全自

プローチは中心視と周辺視をパーティクルフィルタを

律で行動する．

用いて統合するものであり，これによりロバストに顔
追跡，注視を行う機能を実現した．特にロボットが意
図伝達のジェスチャーのために人の顔以外の物体を見
ている際は周辺視を利用し，顔を注視する際には中心
視と周辺視を統合することで常にロバストな顔注視が
可能になった．また，ロバストな顔追跡を行うことで，
対面コミュニケーション時においても従来の表情認識
や発話検出の技術を適用可能になった．それらの性能
についても報告を行う．
本論文の構成は以下の通りである．2 章で提案手法
とシステム構成について述べ，3 章では提案手法の評
価実験について述べる．4 章では評価実験の考察を行

図 1 日常活動型ロボット ”Robovie”
Fig. 1 Interactive humanoid robot ”Robovie”

い，5 章では提案手法を用いた従来技術の応用につい
て述べる．

2. 顔検出・追跡機能の設計

2. 2 中心視と周辺視の統合
コミュニケーションを行うヒューマノイドロボット
において，人間とのアイコンタクトや物体を注視して

2. 1 日常活動型ロボット「Robovie」

人間の注意をその物体に向けるといった，共同注意の

我々が 本 研 究 で 利 用 し た 日 常 活 動 型 ロ ボット

ための物体注視制御行動が重要である．そのためには，

「Robovie」を図 1 に示す．Robovie は人間の上半身

あらかじめロボットが対象の人間の顔を発見し，相手

に似た体を持っている．身長は 120cm であり，自由

とのアイコンタクトを確立する必要がある [5]．さら
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Fig. 2

図 2 ロボットの画像処理遷移図
Relationships among internal probabilistic variables (internal and external
dependencies)

に，ロボットが何らかの物体を注視した後には，注視

小処理を行いノイズを除去する．計算量を減少させる

制御行動により再びアイコンタクトすることが必要と

ための手法は後述する．

なる．これらの機能を実現するために， 我々は中心

図 2 は中心視と周辺視の関係を表している．1 重線

視・周辺視から得られる画像特徴量を対象にパーティ

で示す円はセンサから得られたデータを表しており 2

クルフィルタを用いる．

重線で示す円は画像処理の結果から得られた出力を表

まず周辺視画像に対して画像処理を行い，その結果

している．点線の 4 角形はそれぞれの視覚における処

に対してパーティクルフィルタを適用し人間の顔らし

理の流れを表している．この図から示されるように，

き物体が存在する領域を推定する．次に，その推定さ

ロボットが周辺視（peripheral vision）から動きと色

れた領域の画像を中心視によって獲得し，画像処理を

の情報を用いて，特定の角度に人間らしき物体を発見

行うことで人間の顔がその領域に存在するかどうかを

したとき，ロボットは中心視（foveal vision）を用い

検証する．検証によってその領域に人の顔が存在しな

てその角度に人間の顔が存在するかどうかを，色と形

いと判断された場合，再び周辺視によって人間の顔ら

状の情報を用いて検証する．中心視における画像処理

しき物体が存在する領域の推定を行い，中心視による

の手法は 2.2.2 節で述べる.

検証を行う．

図 2 の左側は，周辺視の処理の流れを示している．

2. 2. 1 周辺視による顔領域の推定

システムは周辺視から色情報と差分情報を取得し，そ

本研究で用いるロボットの周辺視は解像度が低く，

れらの情報を用いて人間らしき移動物体が存在する領

人間の顔の輪郭などの細かい形状情報を取得すること

域を推定する（この推定された領域を，人間が存在す

が困難なため，動きの情報と色の情報のみを用いて顔

る場所の仮説とする）．生成された仮説は，領域内の

らしき物体が存在する位置を推定する．さらに，推定

各 pixel において人間が存在する確率 ph(a)(1) を保

された顔らしき物体が存在する位置を利用して，計算

持する．さらに，現在の仮説 q(a)(2) を利用して処理

量が減少するように処理を行う．

を行う領域を減少させることで，計算量を減少させて

動 き の 情 報 を 抽 出 す る た め の 処 理 に は ，画 像 の

いる．具体的には，周辺視画像に対して存在する仮説

差 分 情 報 を 用 い る ．具 体 的 に は ，時 刻 t に お け る

q(a) がもつ確率が，あらかじめ設定した閾値以上であ

640 × 480[pixel] のカラー全方位画像に対し，各ピ

るピクセル及びその周囲 8 近傍のピクセルに対しての

クセルの RGB 値から時刻 (t − 1) のフレームの RGB

み画像処理を行うことで，計算時間を減少させる．

値を減算する．減算した画像に対して 2 値化を行った
後，値を持つピクセルの拡大・縮小を行い，ノイズを

(
ph(pi (x, y, t)) =

π(pi (x, y, t)) · · · q(pi (x, y, t)) > qth
0 · · · otherwise

(1)

除去する．色の情報を取得するためには，カメラから
得られた RGB 画像を HSV 画像に変換し，実験的に
求めた肌色のボクセルを用いて行う．ボクセル内のピ

q(pi (x, y, t)) = max{ph(pi (x + i, y + j, t − 1)) +

(2)

λ(z)}(−2 <= i, j <= 2)

クセルを抽出した後には，差分画像と同様に拡大・縮
3
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π(pi (x, y, t)) = dif f (pi (x, y, t)) × αd + color(pi (x, y, t)) × αc
(3)
+ f ace(pi (x, y, t)) × αf

る場所の仮説を検証するために使われる．図 2 の右
側が，中心視の処理の流れを表している．システムは

pi (x, y, t) は時刻 t における周辺視画像の x, y 座標

周辺視の情報を用いて頭部をコントロールし，人の顔

の pixel を表しており，qth は実験的に計測した閾値

らしき領域を中心視を用いて探索する．この機能の実

である．z は i, j から形成される 2 次元ベクトルであ

現のために，本研究では Javier らの開発したシステ

り，λ(z) は |i|, |j| に従って減少する関数である．ここ

ム [14] を用いた．この処理は顔の形状に関する特徴

で，wz が一様乱数とし，関数 λ(z) = wz /2|z| とする

検出を行っているために計算時間が長くなるが（現在

ことで，上記の条件は満たされる．max(a) は最大の

我々が使用しているシステムでは約 3.5fps である），

値を出力する関数である．式 (3) における dif f (a)，

顔の色情報を用いての顔追跡は実時間（約 30fps）で

color(a) は，周辺視における画像差分処理，色抽出処

行える．また，照明条件などの変化に対応するため，

理から pixel が抽出された場合に 1，されなかった場

顔の色情報は特徴情報により得られた領域内の色情報

合に 0 となる関数である．f ace(a) についての詳細は

により常に最適なものに更新される．

後で記述するが，これは中心視における顔検出の結果

2. 2. 3 中心視と周辺視の統合

である．定数 αd , αc , αf はそれぞれ予備実験の結果に

まず，中心視において発見した顔らしき物体が存在

より設定したものである．また，コミュニケーション

する領域と，周辺視において発見された顔らしき移動

中において人間の移動する方向や速度を予測するのは

物体が存在する領域を比較する．比較した領域が等し

困難である為，λ(z) には人間が移動する方向や速度に

ければ，ロボットは仮説が正しいと想定する．その検

関する予測を含めていない．

証には以下の式を用いる．

ここで，パーティクルフィルタについて簡単に述べる．
時刻 t における画像の状態ベクトルを vt , 特徴ベクトル
を ut とし，特徴ベクトルの履歴を Ut {u1 ...ut } とする．

0

0

verif y(pi (x, y, t) ) = average(pi (x, y, t) )

(4)

0

こ こ で pi (x, y, t) は 時 刻 t に お け る 中 心 視 で 発

状態の推定を行うためには確率密度 p(vt |Ut ) を計算す

見した顔領域の全てのピクセルを含むものとし，

る必要があるが，パーティクルフィルタにおいて確率密

average(pi (x, y, t) ) は中心視で発見した顔領域座標

度は離散的なサンプリング点 {s(i) , π (i) }, (i = 1...N )

を周辺視画像の座標に変換し，その領域内の pixel が持

によって定義される．s(i) は状態ベクトルに含まれる

つ確率の平均を求める関数である．また，µ(pi (x, y, t))

ランダムにサンプリングされたサンプリング点であり，

は中心視から認識した顔領域の座標を周辺視の座標

π (i) はその点が持つ確率である．N はサンプリング点

に変換する関数である．もし，検証が正しければ（こ

の数である．各サンプリング点と確率は，予測と観測

こでは verif y(pi (x, y, t) ) > fth ) が満たされた場合）

のステップを行い更新される．

周辺視における仮説の更新を行う．f ace(a) の算出方

（ 1 ） 現在から 1 つ前のフレームより得られたサ
(i)

(i)

0

0

法を下に示す．ここで，ft h は検証の為の閾値である．

(i)

ンプリング点 {st−1 , πt−1 } から確率 πt−1 に従い，サ

8
>
>
>
<

(j)

ンプリング点 st−1 を選択する．次に，予測モデル
(j)

p(vt |vt−1 = st−1 ) に従い時刻 t におけるサンプリング
点

(n)
st

を決定する．
（予測ステップ）

（ 2 ） 時刻 t における観測ベクトル yt を取得した
後，各サンプリング点

(n)
st

における確率

(n)
πt

を決定

f ace(pi (x, y, t)) =

>
>
>
:

0
0 · · · µ(pi (x, y, t)) ∈
/ pi (x, y, t)
0
(5)
1 · · · verif y(pi (x, y, t) ) > fth
0
−1 · · · verif y(pi (x, y, t) ) < fth

2. 2. 4 物体注視後の顔追跡
下記に示す三つのモードは，顔を追跡するために用
いられる．システムが顔らしき物体の存在する場所を

する．
（観測ステップ）
本研究では，サンプリング数 N を 1000 とし，予測
モデルには線形補完式を用いた．また，各サンプリン
(n)

グ点における確率 πt

推定できない場合，システムは「Finding mode」と
なり，人間の顔を追跡する際には「Following mode」

の算出には，(3) 式を用いた．

となる．そして，人間以外の物体を注視しながら人間

(i)

の顔の情報を保持する場合に「Look away mode」と

なお，サンプリング点 s

は画像の座標である x, y で

表される 2 次元ベクトルである．

なる．
「Look away mode」では，ロボットはまず人間

2. 2. 2 中心視における顔認識

の顔を注視してアイコンタクトを行った後に，人間に

中心視は，周辺視から作成された人間の顔が存在す

注意を向けさせたい物体をロボットが注視する．その
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ようにして人間の注意をコントロールした後に，再び

が被験者の存在している角度を表し，
「robot」がロボッ

ロボットが人間の顔を注視し人間とアイコンタクトを

トの頭の角度を表す．それぞれ，0 度がロボットの正

取る，という流れである．表 1 に各モードにおける定

面の方向を表している．
「Internal status」は，それぞ

数 (αd , αc , αf ) の値を示す．

れの場面 1〜5 においてのロボットの画像処理結果を
示す．左側の画像が周辺視による画像を，右側の画像

表 1 各モードにおけるシステムのパラメーター
Table 1 System parameters for three tracking modes
Finding
Following
Look away

αd
0.75
0.43
0.4

αc
0.25
0.14
0.6

αf
0
0.43
0

が中心視による画像を示しており，中心視画像内の正
方形がロボットが認識した被験者の顔を，周辺視画像
の白い部分が顔の存在する場所の仮説を示している．
場面 1 は実験を開始した直後であり，まだロボットが
被験者を認識していない状態である．場面 2 では，被
験者がロボットの前に立っている状態であり，ロボッ

3. 実

験

本 章 で は ，提 案 し た 手 法 を 日 常 活 動 型 ロ ボット

Robovie に適用し，手法の有効性を検証する．
3. 1 顔 追 跡
まず，人間がロボットに近づき対話を行っている状

トは被験者の顔を認識している，場面 4 において被験
者が動き回っているとき，ロボットが被験者の顔を追
従できていないが，周辺視を用いることで再び中心視
に被験者の顔を捉えることが出来ている（場面 5）．
実験条件 1 における追跡誤差は，平均で約 13.5 度
となった．標準偏差は 5.82 であり，実験時間の約 9 割

況において，提案手法による顔追跡の有効性を検証す

の間，ロボットは被験者の正面顔を発見出来ている．

る．実験環境は，3 次元動作解析システム (VMS 社

残り時間の大半は人間が移動することにより横顔しか

製，VICON) を配置した約 5 × 2 × 3[m] の自由領域

検出できなかった時間であった．なお，ここでの追跡

とし，その領域内にロボットと被験者を配置する．自

誤差は，ロボットの視線方向の角度と被験者の顔の中

由領域には，天井に約 2[m] 間隔で照明が設置されて

心が存在する角度とのずれである．

いる．被験者は 22〜23 歳の男子大学生 3 人とし，着

実験条件 2 における結果を，図 4 に示す．実験は 2

衣の色，模様は茶色・白と黒の縞模様・灰色とした．身

人の被験者がロボットの近くで対話を行い，ときおり

長は平均 170cm である．実験では，被験者 1 人が 1

1 人がロボットと対話を行うという状況設定で行った．

分間ロボットの周囲を自由に移動するタスク（実験条

図 4 で，
「human1」
「human2」はそれぞれの人間が存

件 1）と，被験者 2 人が 1 分間ロボットの周囲で自由

在している角度を示している．ロボットは場面 1 にお

に行動するタスク（実験条件 2）をそれぞれ 5 回，計

いて周辺視と中心視の両方で 1 人の人間を発見し，場

10 回行った．なお，手法の有効性の検証には上記の 3

面 2 においては周辺視覚を用いて 2 人の被験者を発

次元動作解析システムと実験風景を録画したビデオ，

見している．場面 3 では中心視覚において被験者の顔

及びロボットの画像処理結果を用いる．3 次元動作解

を発見できなかったために，被験者の顔が存在する場

析システムは，ロボットの首の角度や被験者の顔の位

所の仮説を失っているが，1 人の被験者がロボットと

置の 3 次元情報を誤差 1[mm] 以内，1/120[sec] 間隔

アイコンタクトを行ったためにロボットは被験者の顔

で取得できる．

を中心視において発見している（場面 4）．場面 5 は，

図 3 は，実験条件 1 における結果を示している．図

周辺視において被験者の手の周辺に仮説が生成してい

の左側にある各グラフは 3 次元動作解析システムから

るために，中心視でその領域を検証している状態であ

得られた位置情報とシステムから得られた顔追跡時の

る．なお，ロボットがどちらかの顔を追跡できた時間

情報を用いて記述したものであり，内容は下記のとお

は，実験時間の約 8 割となった．

りである．
「tracking status」は中心視と周辺視におい

3. 2 ロボットの頭部ゼスチャ中の顔追跡

て被験者の顔を見つけたかどうかの状態を示している．

ロボットが共同注意のための注視行動を行った際に，

「Face orientation」はロボットと被験者の顔の方位を

人間が移動したり顔の向きや位置を変えることで，注

示す．ここでの 0 度は被験者の顔がロボットの正面にあ

視行動後の顔追跡に影響が出てしまう．そのような状

ることを示し，90 度は被験者の顔がロボットと直角に

況でも顔追跡を安定して継続することは，人間・ロボッ

位置していることを示す．
「accuracy」では，
「human」

ト間のコミュニケーションにとって重要である．
5
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Fig. 3

図 3 1 人の人間を追跡した実験の結果
Experimental results for finding and tracking a human face

Fig. 4

図 4 複数の人間を追跡した実験の結果
Experimental results for tracking of multiple humans

そのため，ロボットが人間以外の物体に注視行動を

「Stay」 条件，被験者がロボットの注視行動に追随し

行った後の，顔追跡の有効性を検証する実験を行った．

て特定の物体を注視する場合を「Follow gaze」条件

実験環境は顔追跡実験と同様である．

とする．
「Stay」条件においては，ロボットが物体を注

実験ではロボットが人間の顔を発見した後，人間の

視した際に被験者はその方向に注意を向けず，
「Follow

顔以外の物体を N 秒間注視する．その後，再び人間の

gaze」条件においては，人間はロボットが注視してい

顔を追跡する．その時，被験者にはロボットの視線の

る物体に注意を向けるため視線を向ける・移動するな

先を見つめるか，ロボットを注視するかのタスクを与

どの動作を行う．

え，それぞれ 5 回の実験を行った．
ここで，被験者がロボットを常に注視する場合を

6
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る「look away」となっている部分は，ロボットが人
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間以外の物体を注視し，かつ顔追跡機能のためのパラ
メータに「Look away」を用いていることを示す．ロ
ボットの顔の角度と，人間の顔の角度を表すグラフを
その下に示す．
図 5 から，ロボットが被験者の後方にある物体を注
視している時にも，被験者の顔が存在する場所の仮説
を保持することが出来，結果アイコンタクトを継続で
きたことが分かる．表 2 は，ロボットが N 秒間物体を
注視した後に被験者の顔を再び発見することが出来た
割合を示す．それぞれ「Stay」条件と「Follow gaze」
条件において 20 回検証を行った．その結果，
「Follow

gaze」条件のほうが被験者の顔を再発見できた確率は
高く，また物体を注視した時間が短いほど成功率が高
いことが分かった．
「Stay」条件においては人間が静止
してロボットを注視し続けたために，周辺視において
移動物体の情報が得られず人間の顔が存在する領域が
あいまいになり，注視時間が増加するほど成功率は減
少した．
Table 2

表 2 物体注視後の顔追跡結果
Look-back performance (successful rate)
N-human
1[s]
3[s]
5[s]
7[s]

Stay
1.00
0.90
0.85
0.80

Follow gaze
0.95
0.90
0.90
0.90

図 5

”look away mode”におけるロボットの画像処理
結果
Fig. 5 Transition of internal status in ”look away
mode”

3. 3 顔追跡機能のロバスト性検証

被験者が移動してから 6 秒以上継続してロボットが人

先の実験では，顔追跡機能の性能について検証を

の顔を追跡した場合を成功とする．

行った．本節では，顔追跡を行う際に，顔の周囲に肌
色の物体が存在した場合や照明条件が変化した場合の
ロバスト性についての検証結果を示す．
実験環境は約 7 × 5 × 3[m] の自由領域とし，その
領域内にロボットと被験者を配置した．自由領域には
天井に約 2[m] 間隔で照明が設置されている．被験者
は 24 歳の男子大学生 1 人とし，着衣の色は白色とし
た．身長は約 165cm である．なお，実験は晴れた日
の昼に行った．
被験者はロボットから約 2[m] 離れ，10 秒ごとにロ
ボットの正面から± 90 °，距離 1.5〜2.5[m] の範囲の
中を任意の速度で自由に移動し，ロボットの顔を見て
静止する．顔の高さに肌色のダンボールを配置した場
合（color），被験者の背後に窓がある場合（light），比
較のため肌色のダンボールがなく，被験者の背後が壁
である場合（normal）の 3 条件に対してそれぞれ 30
回の移動を行い，顔追跡が成功した回数を計測した．

(a)

The

condition

”normal”

is

(b) The condition is
”color”

図 6 ”normal”,”color” 条件における背景の変化
Fig. 6 Transition of back ground in ”normal” and
”color”

表 3 は，各条件における顔追跡成功率を示している．

normal 条件では 9 割，他の 2 条件ではどちらも 7 割
程度となった．

normal 条件において，顔領域が中心視で検出され
7

電子情報通信学会論文誌 xxxx/xx Vol. Jxx–D–I No. xx

Table 4

(a) The luminance

(b) The luminance

of face area is 44.58

of face area is 96.64

Fig. 7

表 4 計算時間の比較
Comparison of calculation costs of facefollowing

Peripheral only(with
search limit)
Foveal only
Integrated, w/o search
limit
Integrated, with search
limit

Peripheral[ms]
8.0

Foveal[ms]([fps])
-

9.7

169.5(5.9)
322.6(3.1)

6.4

285.7(3.5)

図 7 ”light” 条件における輝度の変化
Transition of luminance status in ”light”

4. 考
表 3 3 条件での顔追跡結果
Table 3 The three conditions results
color
light
normal

Success rate
0.70
0.73
0.90

察

4. 1 顔追跡機能の安定性
顔追跡実験の結果，提案手法を用いることでロボッ
トが 1 人の人間と対話している際に約 9 割の時間，人
間の顔を追跡できることが示された．
複数の人間や肌色の物体（人間の露出した手・腕な
ど）がロボット周囲に存在する場合には，周辺視にお
いて手などの肌色領域を顔領域と誤認識する場面（図

ていない時に被験者が比較的ゆっくり移動すると，ま

4 の場面 5）が見られた．しかし，複数の顔領域の仮

れに背景の一部を顔と誤認識し顔追跡が失敗した．

説を中心視によって検証を行うことで，最終的には約

color 条件においては，その状況に加えてダンボー

8 割の時間，人間の顔を正しく追跡することが出来た．

ルを顔領域と誤認識した時，light 条件においては被験

なお顔以外の物体を誤認識した場合，再び顔を追跡す

者の移動による環境光の影響で一時的に顔領域の色が

るまでにロボットの顔の移動や検証のための画像処理

変化した時に，数回顔追跡が失敗した．図 6 に normal

に平均で 3 秒程度の時間を要した．

条件と color 条件での実験風景を，図 7 に，被験者が

4. 2 周囲環境の変化に対する安定性

窓を背にしていない時と背にした時の画像，および認

3. 3 節の実験結果から，システムが肌色の物体を顔

識された顔領域の平均輝度値を示す．

と誤認識したとき，被験者の移動が遅く差分領域を検

3. 4 計 算 時 間

出できなかったとき，照明の変化により顔領域の色が

表 4 は周辺視と中心視における計算時間を表して

変化し，システムが想定した顔の色とカメラから得ら

いる．
「foveal only」と「peropheral only」はそれぞ

れた顔領域の色が大きく異なったときに，提案手法の

れ中心・周辺視のみで処理を行った際の計算時間であ

成功率が減少した．これらの原因により，中心視によ

り，
「Integrated, w/o search limit」は周辺視において

る顔領域の検証で正しく顔を検出できず，また周辺視

全ての画素において処理を行った場合である．
「Inte-

においても人が存在する領域の画像特徴量を出来な

grated, with search limit」は提案手法によって生成

かったためである．しかし，提案手法では顔追跡のた

された顔が存在する領域の仮説を用いて処理を行った

めに色情報，差分情報・顔の形状に関する特徴情報，

場合である．

直前のフレームで顔が存在した領域を用いている．そ

それぞれのモードにおいて中心視の計算時間に変動

のため，照明条件の変化により顔領域の色情報が取得

があるのは，周辺視における処理の優先度を中心視の

できない場合や，肌色の物体が人の顔領域の周辺にあ

優先度より高く設定したためである．周辺視の処理を

る場合でも，他の画像特徴量を用いて顔の追跡が可能

行った場合の，中心視における処理時間は約 3.5fps で

である．

あり，この値はほぼ一定となる．これらの結果から，

提案手法の成功率は顔の付近に肌色の物体が存在し

提案手法を用いた場合が最も計算時間が短くなってい

たときや，照明条件の変化による輝度の変化が起きた

ることが示されている．

ときでも 7 割以上となった．
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4. 3 提案手法の適用性

ミュニケーションで用いるには，安定して顔を追跡す

提案手法では，ロボットと人間とのコミュニケーショ

る事が必要となる．

ンを前提として顔追跡を行う．そのため，パーティク

本研究での提案手法を用いることで，人間がロボッ

ルフィルタのためのパラメーターは表 1 に示すよう

トと対話中に移動しても顔領域を追跡することが可能

に，コミュニケーション時に起き得る複数の状態に対

になり，結果としてロボットによる対話時の表情認識・

して，それぞれ値を設定した．コミュニケーション時

発話検出が利用可能になった．

には，その対象がいる状態，いない状態，対象への注

5. 1 表 情 認 識

視制御を行っている状態などの複数の状態が含まれ，

人間と人間のコミュニケーションにおいて，感情は

顔追跡の性能を向上させるためにはそれらを考慮した

意思を伝えるうえで重要な意味がある．人間が同じ言

パラメータの変更が必要となるためである．

葉を発していても，感情によってその言葉の意味する

具体的には，周囲にコミュニケーションを行うべき
人間がいない場合には，人間が近づいてきた場合を考

内容が変化する事は多々ある．また，人間の表情は感
情の影響を強く受ける．

慮して周辺視による差分情報の重みを高め，コミュニ

そこで，コミュニケーションを行うロボットにおい

ケーションを行っている場合には対象の顔が動いた場

て，人間の感情を推定する事は重要であると考える．

合を考慮して周辺視からの差分情報と中心視による顔

現在，人間の表情から感情を推定する研究や [17]，伊

認識処理の重みを高めた．ロボットが人間に対して注

藤らの研究により音声から感情を推定する機能が人

視制御行動を行っている際には中心視による顔追跡は

とヒューマノイドロボットとの対話に利用されてい

出来ず，また対象者の動きも振り向くなどの動作に限

る [18]．

られるために，周辺視からの色情報の重みを高めた．

我々は Bartlett らの開発したサポートベクターマ

4. 4 既存ロボットで用いられている手法との比較

シンによる顔表情認識システム [17] を用いて，人間の

中心視・周辺視を統合したロボットには Cog [3]，In-

表情から感情を推定する機能を Robovie に搭載した．

fanoid [4] などがあるが，文献によるとこれらは人間や

このシステムは，カメラなどから取得した画像から複

対象物がロボットの前面にあることを前提としている．

数の特徴ベクトルを算出し，サポートベクターマシン

本研究では，対話相手の顔がカメラの視野外の領域で

を用いてどの表情に属するかを推定する. 推定できる

自由に移動している場合，対話相手が周囲で移動しつ

表情は 7 種類存在するが，本研究で用いる表情は 3 種

つ対話する場合，複数の人が存在する場合などの，人

類（Joy,Sad,Neutral）とする. 認識する感情を 3 種類

と対話する人間型ロボットに起きる状態を前提とした．

に限定した理由は，日本人にはあまり存在しない表情

それらの前提条件に対応するため，提案手法では顔

（嫌悪など）がシステムに含まれていることや，シス

の色・形状情報，動きの情報に加え，パーティクルフィ

テム内部が持つデータと日本人の表情のデータに多少

ルタを用いて人間の顔追跡を行う．

ずれがあるために，認識する表情を単に増やしても全

提案手法は人間の顔が存在する領域を確率を用いて
推定することで，複数の領域を人間の顔領域の候補と
し，またそれらの領域を中心視を用いて検証し確率を

体の認識率が減少するためである．

5. 1. 1 表情認識実験
本節では，人間の表情認識システムの結果を示す．

更新することで，上記のような条件下でも安定した人

表情認識システムは，システム [17] を ロボットに搭載

間の顔追跡が実験結果から示された．

し，認識する表情を制限したものである．実験では被

5. 顔追跡機能の応用

験者がロボットの正面に立ち，約 1 分間の間で笑顔・
悲しみ顔・無表情の 3 つの表情を変化させるタスクを

本節では，提案した顔追跡機能の応用例として，従

与える．被験者は 8 人の日本人被験者，年齢は 20〜

来技術を用いたロボットによる表情認識と発話検出の

40 歳の男性・女性 4 人ずつとしし，表情の変化は全

例を示す．

員で約 100 回となった．評価は，実験時に録画した被

従来の表情認識，画像処理による発話検出等の機能

験者の表情の変化を被験者自身にラベリングしてもら

は，固定カメラを用い，カメラの前に人間がいること

い，その結果と画像処理の結果を比較することで行っ

を前提としていた．しかし対話中に人間が移動するこ

た．なお，顔追跡が失敗した場合には表情を認識でき

とが可能な場合，これらの機能を人・ロボット間のコ

ないため，その場合は表情認識が失敗したものとする．
9
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図 8 は認識した顔画像から表情を認識した結果であ
る．(a) の右図が顔領域から喜びの表情を認識したも
のであり，(b) の右図が顔領域から悲しみの表情を認
識したものを示している．それぞれの図において，顔
の右上に部分に認識した表情に対応するアイコンを表
示している．(a)，(b) の左図は表情を認識していない
状態である．
表 5 は実験時の表情認識率を示しており，それぞれ
システムが人の喜び顔を”Joy”と検出した割合，人が
喜んでいないにもかかわらず”Joy” と検出した割合，
システムが人の悲しみ顔を”Sad”と検出した割合，シ
ステムが人が悲しんでいないにもかかわらず”Sad”と
検出した割合である．この表から，”Joy”について約

9 割，”Sad”について約 8 割の認識率であることがわ

5. 2 発 話 検 出
ロボットと人のコミュニケーションにおいて，音声
認識は人間の意図を知るための重要な機能であり，そ
の性能を向上させるために様々なアプローチが用いら
れている．その中の一つに，発話区間の検出がある．
発話区間を検出することで，余分な音声を取り除き，
認識率を向上することが可能になる．
ここで，画像と音声を統合して話者の検出を行う研
究は既にあるが [8]，我々は画像情報のみを用いての発
話区間検出精度の向上を目標とする．通常の日常環境
内では周囲の環境が逐次変化するために，環境のノイ
ズは複雑に変化するためである．例えば，周囲で未知
の第 3 者が未知の発話をすることによる雑音，ロボッ
トの反射的な行動によるモーター部分からの電気・雑

かる．また，表情を誤認識した割合はそれぞれ約 3 割

音ノイズ，頷き行動などによるマイク搭載部分の移動

と約 4 割であった．

などがある．あらかじめ周囲の環境から発生するノイ
ズを知ることはできない．だが，人間の顔領域を画像
として取得することが出来れば，その領域内の変化を
見ることで，そのようなノイズに影響されずに，人間
が発話をしているかどうかを検出できる．また，音声
認識処理において，音声の発話区間の切り出しは認識
率に大きく関係するため，顔情報を用いて人間がいつ

(a) 顔の表情認識（無表情と喜び）

発話をしたか検出することが出来れば，音声認識の性
能向上が見込める．
次に，顔領域を用いて発話検出を行うための手法を
提案する．時刻 t において，システム [14] を用いて取
得した顔領域の下半分の領域から，人間が口を開いた
時に出来る黒色の領域を探索する．色の判定には，得
られた画像の RGB 値を G 値のみを用いて行う．一定

(b) 顔の表情認識（無表情と悲しみ）

図 8 表情認識時の画像処理結果
Fig. 8 Face expression result

以上の黒色領域を検出した時，それを口が開いた領域
と仮定しその領域と唇の間の輪郭（非黒色領域）を抽
出する. そして輪郭の横幅と縦幅が閾値以内で，かつ
取得した黒色の領域内に一定量以上黒でない領域が存
在していなければ，顔領域において口の動きが発生し

表 5 表情認識実験結果
Table 5 Facial Expression performance (successful
rate)
喜び顔における”Joy”認
識率
非喜び顔における”Joy”
誤認識率
悲しみ顔における”Sad”
認識率
非悲し み顔 におけ
る”Sad”誤認識率

たと判定する．検出のための閾値は予備実験を行い設
定した．

5. 2. 1 発話検出実験

割合
0.91

本節では，提案手法を用いて取得した顔領域を用い

0.25

て発話検出を行った結果を紹介する．実験では人間を
ロボットの正面に配置し，人間がロボットに話しかけ

0.76
0.36

たときに発話を検出したかどうかを検証する．実験で
は一人の被験者が約 20 回，ロボットの正面に立ち呼
びかけを行った．なお，顔追跡が失敗した場合には発
話を検出できないため，その場合は発話検出が失敗し
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たものとする．実験の評価には同時刻における画像
処理の結果と認識結果の出力の対応を取ることで行っ
た．認識率は 8 割ほどであった．図 9 に，発話検出を
行った時のロボットの画像処理結果と発話検出結果を
示す．Face Image が提案手法を用いて切り出した顔
領域であり，白く塗られている部分が発話を検出され

報を取得出来る．例えば，本稿で紹介したように顔領
域の画像を用いての表情認識や，口領域の情報を用い
て発話の検出を行うことが可能である．今後，本研究
で開発した機能を用いて非言語情報と言語情報の関連
付けを行い，さらなるコミュニケーション能力を持っ
たロボットの開発を行いたい．

た際に検出した唇と口の中の黒領域との輪郭部分であ

謝辞 本研究は通信・放送機構の研究委託「超高速

る．VoiceData は人間の音声を波形で表しており，こ

知能ネットワーク社会に向けた新しいインタラクショ

の波形は人間が「おーい」とロボットに呼びかけた際

ン・メディアの研究開発」により実施したものである．

の音声を示している．Speak detection result は，シ

また，表情認識機能の実装にご協力いただいた ATR

ステムが取得した顔領域を用いて人間が発話している

知能ロボティクス研究所の岩瀬氏に感謝します．

と判断したかどうかを示している．グラフで波形が高
くなっている部分が，システムが発話を検出したこと
を示している．この図から，535 フレーム目において
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Abstract This paper reports the development of elemental functions of a humanoid robot designed
for realtime face-to-face interaction with humans. An essential component for face-to-face interaction with
humans is being able to find faces, track them and smoothly move back and forth between gazing to a face
and other objects of interest. In this paper we propose a system that integrates peripheral vision and foveal
vision in a principled manner using particle filters. In addition, this robust face-tracking function enables
the robot to recognize facial emotions and lip motions related to speaking status. This paper also reports
how the elemental functions promotes human-robot interactions.
Key words human-robot interaction, face-tracking, facial expression recognition

