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論文概要 
 
共同注視とは２者以上の人間同士の間に成り立つ、視界の仮想的共有化のことである。 
 ユーザに優しいシステムを実現するために、本論文では共同注視に着目し、その実現の

ための方策を模索・提案する。 
また、その下地として、様々な位置・角度からなる入力画像より顔を認識し、その角度

を求めるシステムを構築し、その概要を述べる。 
 
 まず、第１章では序論として研究背景、およびそこに生じる問題点を述べ、その解決方

法について提案する。第２章では、具体的に実現するためのシステムの全体について記述

する。第３章では顔及び目の方向を算出するシステムの詳細について述べる。第４章では、

その検査実験及び、視線の認識精度に関する調査実験、音声と視線との対応を調べる調査

を行い、考察・分析する。第５章ではそれらを元に、音声と視線との対応のメカニズムを

考察し、論ずる。第６章は結論である。 
 
 
 

Abstract 
 

Consciously or unconsciously, we often gaze at someone's eyes and guess his/her 
eyeshot.  These actions and skills are called "joint attention". We propose that robots 
should use joint attention for communicates naturally with humans. As the first step 
toward this goal, we have developed a system which detects human’s faces and 
calculates gazing angle. Experimental results show that the system can compute the 
gaze angle during conversation in real time. 
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第 1章 はじめに 
 
 本章では序論として、研究の背景及び、そこに存在する問題点を記述。その解決方法を

提案した後に、本研究の目的を述べる。 
 
 

1.1 背景 

 
 鉄腕アトムやドラえもんに代表されるような、生活空間内で違和感無く動作するロボッ

トは、３０年以上も前からの工学の夢であった。近年になり、ようやく、ＳＯＮＹ社の”

ＡＩＢＯ”などのロボットが完成し、普及されはじめている。 
しかし、残念ながらそれらのロボットは、未だにユーザに『使われる』のではなく『使わ

せる』ものであると言わざるを得ない。 
ロボットがユーザに合わせるはずが、ユーザがロボットに合わせる必要があるのだ。 
このようなロボットは、「扱いが難しそう」「命令が面倒」などといった印象をユーザに容

易に与えてしまい、（最近では大分一般家庭にも浸透したが）パソコンのように専門化を起

こす。 
一般的な生活空間に投入するために、ユーザに優しいロボットが望まれている。 
 
 

1.2 問題点 

 
 ユーザに優しいロボットであるにはどのような事が課題となっているのだろうか。 
本稿では『物を取って来るロボット』を想定し、その命令の際の問題に焦点を絞って考え

る。 
従来の場合 
 
ユーザ ：「あれとって」 
ロボット：「あれとはなんですか」 
ユーザ ：「リンゴだよ」 
ロボット：「リンゴはどこにありますか」 
ユーザ ：「あそこだよ」（リンゴの位置を示すジェスチャー、あるいは説明、操作） 
ロボット：「わかりました」 
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といったように、『どこの』『どれを』といった情報は不可欠であり、我々はそれを煩雑で

あると感じる。 
そのように感じるのは、 
 
Ａさん：「あれとって」 
Ｂさん：「あのリンゴですね。わかりました。」 
 
というように、それらの『どこの』『どれを』といった情報が、人間同士の会話では省略可

能だからである。 
スムーズな命令のために、如何にロボットでこれを実現するかが問題となる。 
 
 

1.3 解決方法 

 
 そもそも何故、前節に示したような省略が可能なのだろうか。 
『あれ』の指すものが、事前情報として与えられていないとすると、Ａさんが「あれとっ

て」と言った段階では、Ｂさんには『あれ』がなんであるかは当然ながら不明である。 
しかし、以下の図１に示すようにＢさんはＡさんの目線を辿る事により、『あれ』がリンゴ

であるという仮説を立てる事ができるのである。 
 

 

図図図図    1111    共同注視のメカニズム共同注視のメカニズム共同注視のメカニズム共同注視のメカニズム    

このような、視界の仮想的共有化ともいえる『目線を辿る行為』は、共同注視と呼ばれ、
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主に幼児の成長と発達に関する心理学の分野で多く研究されている。 
このメカニズムを取り入れる事により、より一般的な話し言葉に近い形で簡略化された命

令への対応ができるのではないかと考えられる。 
 
 

1.4 本研究の目的 

 
以上の事を踏まえ、本研究では、ロボットと人との共同注視を実現するために必要とな

る『ユーザの見ている方向を抽出するシステム』を構築し、また、『ユーザの視界を考えら

れるシステム』の提案を目的とする。 
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第 2章 注視方向の検出システム 
 
 本章では、提案するシステム全体の概要、及び構成を示す。 
 
 

2.1 システム概要 

 
下段のカメラでユーザの顔を追い、上段のカメラで視線方向を追う、以下の図２ような

システムを提案する。 
 

 

図図図図    2222    システム概念図システム概念図システム概念図システム概念図    

 
このシステムにおいては上段のカメラが対象物体を追うため、本研究では、対象物体を見

るべきか人物を見るべきかといった判断や、キャリブレーションについては考えないもの

とする。 
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2.1.1 ハード構成 

 
本研究で使用したハードウェアの構成を示す。 
 

・OS：Linux version：2.4.18-0vl3 
 Distribution Version: Vine Linux 2.5 (Domain de Chevalier) 
・プロセッサ：Intel (R) Pentium (R) 4  CPU 2.40 GHz 
・メモリ：1022MB 
・ビデオカード：64MB DDR NVIDIA GeForce 4  MX 420 with TV Out 
・VRAM：64.0MB 
・使用カメラ：下段は 2台共に SONYの DFW-V500 

接続には IEEE1394の PCIボードである、REX-PFW2Wを使用。 
        上段は二台共に SONYの EVI－D100 
        接続には GV－VCP２M / PCI を使用。 
 

 

図図図図    3333    システム外観システム外観システム外観システム外観    

2.1.2 システム構成 

 
本システムは、主に、顔及び目の方向を算出する『方向算出システム』と、意味のある

目線を検出する『注視検出システム』の二つで構成される。 
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2.1.3 利用したプログラム 

 
本システムの実現に際して、九州大学の三次元ユーザインターフェース『mario』を利用
した。 
このプログラムは、２台のカメラから得られた画像を元に、顔と手を認識し、その位置に

より関節の位置を予想してアバターとして表示するプログラムである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    4444    三次元ユーザインターフェース『三次元ユーザインターフェース『三次元ユーザインターフェース『三次元ユーザインターフェース『mariomariomariomario』』』』    

 
このプログラムでは、顔と手の認識は一定サイズ枠内での肌色濃度の高さで判断してい

る。そのため、顔の向きまでは判別できていない。 
本研究では、トラッキング及び画像処理部分を全て書き換え、方向を算出し表示するため

の種々の関数を追加した。 
また、ハードウェアの問題により、プログラム付属の IEEE1394 ドライバではなく、カ

ーネル付属のドライバを使用するように変更している。 
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第 3章 顔及び目の方向算出システム 
 
本章では、顔や目を認識し、方向を算出するシステムについて記述する。 

 
 

3.1 システム要求 

 
 既存の主な顔認識では、正確である代わりに自由度が無く、 
 
  ・カメラとの距離が一定 
  ・常に正面を向いている（あるいは、そうみなせる） 
 
といったことが大前提である。 
しかし、カメラに向かって±１０度程度しか顔を動かせないといったようなことは、顔の

方向を求める上で致命的である。 
より自由度の高く、出来うるだけ正確な顔認識、及び目の認識が要求される。 
 
本プログラムでは、左右には０度から１０度毎に９０度づつまで、上下には０度から３０

度毎に６０度まで検出できるようにした。 
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3.2 システムの流れ 

 
 システムの大まかな流れは以下のようになる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    5555    方向算出システムの流れ方向算出システムの流れ方向算出システムの流れ方向算出システムの流れ    

 
 

3.3 システムの詳細 

 
 本節では、この方向算出システムについて、プログラムの詳細を記述する。 
 
 

3.3.1 色検出 

 
 当プログラムでは目の認識や肌の認識といったところで、色検出（ＲＧＢ）を利用して

いる。 
色検出は、その色だと認識する範囲が広いほど、認識率が高くなるが、同時に誤認識率も
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高くなる性質をもっている。 
当プログラムでは、それぞれについて、検出範囲の狭さによって複数の関数を用意し、用

途によりそれらを組み合わせることによって精度を得ている。 
 
以下にそれぞれの検出の式を示す。 
 

肌色検出１（認識率：中 誤認識率：低） 
r < g < b 

30 < b < 150 
( b * 1.1 ) < g < ( b * 1.4 ) 

( g + b * 1.4 ) < r < ( g + ( b * 1.4 ) + 15 ) 
 

肌色検出２（認識率：中高 誤認識率：中） 
30 < b < 150 

( b * 0.7 ) < g < ( b * 1.4) 
( g + b * 0.16 ) < r < (g + b * 0.5 ) 

 
肌色検出３（認識率：高 誤認識率：高 備考：白に近い色を検出する） 

r > g 
r > b 

r > 100 
 

目の色検出１ 
0 < r < 60 
0 < b < 50 
0 < g < 50 

 
目の色検出２ 

-20 < ( r * 2 - g - b ) > 20 
60 < r < 150 

 
 
 
また、この色検出の関数を各所で呼び出し、色を検出するわけだが、その際に検出した画

素にはラベル付けをする。これはその画素は参照したという目印でもある。 
初期の状態では、-999が入っている。 
各ラベルと検出式の組み合わせを以下の表１に記述する。 
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表表表表    1111    領域とラベル、及び検出式の関連領域とラベル、及び検出式の関連領域とラベル、及び検出式の関連領域とラベル、及び検出式の関連    

領域 ラベル 検出式 

肌 ０ 肌色検出１ 

顔 ０,１ 肌色検出１,２,３ 

顔であるが肌色で無い １ 肌色検出１,２,３ 

目 ２ 目の色検出１,２ 

 
 

3.3.2 肌色領域検出 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

図図図図    6666    肌色領域検出イメージ肌色領域検出イメージ肌色領域検出イメージ肌色領域検出イメージ    

この部分では、自己参照型関数を利用する。 
画像の画素それぞれについて左端から順に、3.3.1で述べた『肌色検出１』を適用し、肌色
が検出されたなら、自己参照型関数を呼ぶ。 
呼ばれた関数は、探索中の画素の位置を引数とし、『肌色検出１』もしくは『肌色検出２』

により肌色が検出されたなら、その周囲八近傍の位置それぞれを引数として同じ関数を呼

ぶ。 
これにより、最終的に連続する肌色を囲む枠（四角）が求まる。 
これだけでは、照明の状態などにより色検出が上手くいかなかった場合に、いくつかの小

さなブロックに分かれてしまう可能性があるため、重なり合う枠同士は統合する。 
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3.3.3 顔の検出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    7777    顔領域の検出イメージ顔領域の検出イメージ顔領域の検出イメージ顔領域の検出イメージ    

 3.3.2で求めた肌領域全てに対し、顔であるかどうか判別してもいいのだが、計算量が増
え、重くなるために、本プログラムでは一番大きい領域が顔であると仮定する。 
求めた肌領域に対し、目の検出をかけると、髪や背景に反応するといった誤認識が多く

起きる。この関数では、顔である部分のみについて検出がかけられるようにマスクを作成

する。 
また、同時に、縦横それぞれについて肌色部分の幅の平均を出し、それを基準として、

顔の枠の幅を狭める。 
 
 

3.3.4 顔の左右判定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    8888    顔の左右判定イメージ顔の左右判定イメージ顔の左右判定イメージ顔の左右判定イメージ    

3.3.3で求めた顔の枠が肌色領域の枠の中で左右どちらに寄っているかで、顔の向きが左
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右どちらであるかの大体の目安をつける。 
混乱を防ぐため、本稿では、向きの左右の表記をカメラから見て右か左かで統一する。 
 
 

3.3.5 目の検出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    9999    目の検出イメージ目の検出イメージ目の検出イメージ目の検出イメージ    

『肌色検出１』『肌色検出２』『肌色検出３』を用い、顔であるが、肌色でないところを

探す。 
その場所が『目の色検出１』で目だと判別され、かつ、目として順当な大きさであれば、

目の候補として記憶する。 
目の候補のうちで、一番顔の枠の中心に近いものが目であるとする。 
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3.3.6 他方の目の検出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    10101010    一方の目による他方の目の推定イメージ一方の目による他方の目の推定イメージ一方の目による他方の目の推定イメージ一方の目による他方の目の推定イメージ    

図の赤色部にある目の候補のうち、判明している目の中心点からの距離が一定範囲内で、

かつ、横の距離が一番遠いものがもう片方の目となる。 
時折、目と認識された眉毛と目が両方とも範囲上に存在することがあるので、その場合に

は、下にある候補が他方の目であると判断する。 
 
 

3.3.7 右眼左眼の判別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    11111111    右眼左眼の判別イメージ右眼左眼の判別イメージ右眼左眼の判別イメージ右眼左眼の判別イメージ    

 
3.3.4の『顔の左右判定』にて、顔の向きがカメラから見て左であり、かつ、中心に近い
方の目が左によりすぎていなければ、中心に近い方を左眼、他方を右眼とする。 
同様に、顔の向きがカメラから見て右であり、かつ、中心に近い方の目が右によりすぎて
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いなければ、中心に近い方を右眼、他方を左眼とする。 
もし、顔が正面を向いていたら、両方の目が検出されていた場合は、右にある目を左眼、

左にある目を右目とし、それ以外の場合は、顔の枠の中心点より右にあるか左にあるかで

判断する。 
この処理は、片目しか検出されなくても同様である。 
 

 

図図図図    12121212    右眼左眼の認識例右眼左眼の認識例右眼左眼の認識例右眼左眼の認識例    
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3.3.8 顔と目の角度算出 

 

 
図図図図    13131313    眉間と瞳孔の中心の認識例眉間と瞳孔の中心の認識例眉間と瞳孔の中心の認識例眉間と瞳孔の中心の認識例    

 
顔の詳細な角度は、右眼の中心と左眼の中心とを繋ぐ線の中心点が、顔の枠の中でどのあ

たりに位置するかで求める。 
次に目の角度を求める。 
顔の角度が「カメラから見て何度か」であったのに対し、目の角度は顔の方向を基準とす

る。 

 
図図図図    14141414    目の角度と顔の角度の関係目の角度と顔の角度の関係目の角度と顔の角度の関係目の角度と顔の角度の関係    

 
目の詳細な方向は、瞳孔の中心点を調べ、それが、目の枠の中でどこに位置するかで決め

る。 
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図図図図    15151515    自己参照型関数による目の位置の決定自己参照型関数による目の位置の決定自己参照型関数による目の位置の決定自己参照型関数による目の位置の決定    

 
目の枠の中における瞳孔の位置は、顔の向きにより若干の差が生じるので、場合によって

テーブルをずらす措置を行なう。 
 
最終的な視線角度は、顔の向きと目の向きの和で求める。 
上下の場合も同様であるが、精度の問題により、上下は顔の場合のみ求めている。 
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第 4章 実験 
 

4.1 方向算出システムに関する検査実験 

 
 顔認識では、その性質上、対象となる人間や環境によっては使い物にならなくなる場合

が多い。 
本節では、構築したシステムに対して、その検出の精度を調べ、有用性を検討する。 
 
 

4.1.1 実験方法 

 左右それぞれのカメラについて、様々な状況下で１００回の試行づつを繰り返しその認

識率、及び正誤率を求める。正誤率は、施行の中から無作為にサンプルを選び、その平均

をとることにより求めた。 
 

4.1.2 実験結果 

表表表表    2222    方向算出システムの認識率及び正誤率（正面向きの場合）方向算出システムの認識率及び正誤率（正面向きの場合）方向算出システムの認識率及び正誤率（正面向きの場合）方向算出システムの認識率及び正誤率（正面向きの場合）    

 肌 顔 片目 両目 左右判定 
認識率 100％ 100％ 99％ 39％  
誤り率 2％ 1％ 0％ 4％ 0％ 

 
 

 
 

表表表表    3333    方向算出システムの認識率及び正誤率（横向きの場合）方向算出システムの認識率及び正誤率（横向きの場合）方向算出システムの認識率及び正誤率（横向きの場合）方向算出システムの認識率及び正誤率（横向きの場合）    

 肌 顔 片目 両目 左右判定 
認識率 100％ 100％ 78％ ％  
誤り率 4％ 0％ 10％ ％ 2％ 

 
 

 
 

 顔の方向 目の方向 トータルの方向 
正答率 95% 85% 85% 

 顔の方向 目の方向 トータルの方向 
正答率 71% 80% 76% 
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図図図図    16161616    認識に成功した例認識に成功した例認識に成功した例認識に成功した例    

 

 

図図図図    17171717    認識に失敗した例認識に失敗した例認識に失敗した例認識に失敗した例    
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図図図図    18181818    瞳孔の中心位置測定の例瞳孔の中心位置測定の例瞳孔の中心位置測定の例瞳孔の中心位置測定の例    

 

4.1.3 考察 

実験結果より、肌の認識については、背景が同系色であったり煩雑であったりしない限

り、ほぼ完璧な精度を誇る。 
ただし、顔の正答率は悪くはないが、認識率に比べ『とても良い』とは言えない状況で

ある。この部分は髪型に左右されやすい一面もあり、カメラと顔との距離が近すぎればす

ぎるほど、誤る確率が増えていく。４０ｃｍ以上遠ければ、２ｍ先ほどまでは、大方正し

く識別されている。片目の認識率は高いが、１ｍ以上離れるとやや落ち、２ｍ先では判別

することが出来ない。また、ごく稀に鼻の穴や口と言った部分が誤認識されることがある。

両目の認識率が低いのは、横顔の認識もするためである。そのため、６０％あたりが最高

値だろう。両目の正誤率は、眉毛が片目と認識されたり、ゴミが認識される場合のために 7
割となっている。ゴミを認識することはほとんどないが、眉毛の認識される場合はやや多

めである。それに加えて左右判定で、顔の左右の認識を誤ったり、右目左目の判別を間違

えるケースもあるため、両目ともが、自由な角度・距離の中認識されているとは言いがた

い。ただし、４０ｃｍ～６０ｃｍ以内での認識・識別率は割と高めである。瞳孔の位置は、

髪が目にかかるなどのケースを除けば、ほぼ綺麗に検出される。 
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4.2 推測能力調査実験 

 
そもそも人間はどれだけ他人の目線の先にあるものを正確に推測できるのだろうか。 
本節では、人間の推測能力に関して行なった調査実験について、その内容、及び結果を示

す。 
 
 

4.2.1 実験内容 

 
 本実験では、二人の人間（仮にＡ及びＢとする）に協力してもらう。 
被験者Ａに、心の中だけで一定区域にある物体の中から何かひとつを選んでもらい、被験

者Ｂにそれがなにかを当ててもらう。 
あたらなければ、被験者Ａに、選んだ物体をしばらくの間だけ見つめてもらい、被験者Ｂ

に当ててもらう。 
またあたらなければ、被験者Ａに、選んだ物体をずっと見つめていてもらい、それでも当

たらなければ、場所以外のヒントを被験者Ｂに出してもらう。 
 
場所は物が雑多にある部屋であればどこでもいいが、本実験は研究室で行なった。 
被験者Ａと被験者Ｂには机を挟み、向かい合って座ってもらった。 
 

 

図図図図    19191919    実験風景実験風景実験風景実験風景    
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4.2.2 実験結果 

結果は下の表のようになった。 

表表表表    4444    推測能力調査結果推測能力調査結果推測能力調査結果推測能力調査結果    

 
 
 
 
 
１：すぐに判別 ２：凝視１秒以内で判別 ３：凝視中に判別 ４：ヒントで判別 
 
 

4.2.3 考察 

 
結果より、見ている物体の推定には一定以上の静止が必要であるのが分かる。 

『手の届く範囲』の場合の『４：ヒントで判別』が１割強であるのに比べ、『被験者Ｂの向

こう側』の場合の方が少ないのは、『手の届く範囲』にあるものの方が、物と物が密集して

いるので、選んだ物体がどれであるのか判別し難いためだろう。 
逆に、『被験者Ｂの向こう側』に物体がある場合は、被験者Ａの対象物選択の際に、密集し

ていないものを選ぶ傾向が多いように見受けられた。 
 
 

区域 １ ２ ３ ４ 
手の届く範囲  ７％ ４６％ ３１％ １６％ 
被験者Ｂの向こう側  ０％ ３５％ ５５％ １０％ 
部屋全体 １８％  ６％ ５０％ ２６％ 



 27 

4.3 対話中の視線の調査 

 
対話時の視線・動作は、無軌道であるが、視線のやりとりというのもノンヴァーバル・

コミュニケーションの一種である。 
二者の視線のやりとりに着目し、前節の実験中、及びその合間の被験者をそれぞれビデオ

カメラに収め、その目線の動きを調べた。 
本節では、その大まかな結果と分析を示す。 

 
 

4.3.1 調査方法 

 
 前節の実験の際に、被験者Ａ，Ｂそれぞれの顔を見るカメラを設置。 
両方の出力を比較し検討する。 
 

 

図図図図    20202020    カメラの配置カメラの配置カメラの配置カメラの配置    

    

4.3.2 調査結果 

 
会話中の例と、おおまかな顔の向きの履歴を以下に示す。 
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図図図図    21212121    対話中の視線例１対話中の視線例１対話中の視線例１対話中の視線例１    お互お互お互お互いに話者を見ていない場合いに話者を見ていない場合いに話者を見ていない場合いに話者を見ていない場合    

 

 

図図図図    22222222    対話中の視線例２対話中の視線例２対話中の視線例２対話中の視線例２    お互いに目線があっている場合お互いに目線があっている場合お互いに目線があっている場合お互いに目線があっている場合    
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図図図図    23232323    対話中の視線例３対話中の視線例３対話中の視線例３対話中の視線例３    
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図図図図    24242424    対話中の視線例４対話中の視線例４対話中の視線例４対話中の視線例４    
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 音声と方向の履歴の対応についての実例は大まかではあるが図 25に示す。 
 
尚、図中の音声パルスの内容は次のようになっている。 
Ｂ「それ？」 
Ａ「いやそこのＡＤＳＬ」 
Ｂ「…ＡＤＳＬ？」 
Ａ「ここの紙に書いてある」（指差す） 
Ｂ「ああ、あれか」 

 

図図図図    25252525    音声パルスと方向履歴（左右）音声パルスと方向履歴（左右）音声パルスと方向履歴（左右）音声パルスと方向履歴（左右）    
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4.3.3 分析 

 
個別の視線の動きは状況によりけりで無軌道であったが、 
図 25を見ると、以下の表のようになっていることがわかる。 
 
音声パルス 前後の Aの見る動作 前後の Bの見る動作 
B「それ？」 Bを見る 物体を探す→Aを見る 
A「いやそこの ADSL」 Bを見る→物体の確認 物体を探す 
B「…ADSL？」 物体を見る→Bを見る 物体を探す→Aを見る 
A「ここの紙に書いてある」 物体を見る 物体（指差しの先）を見る 
B「ああ、あれか」 Bを見る 物体と Aを交互に見る 

表表表表    5555    音声パルスと見る動作の対応音声パルスと見る動作の対応音声パルスと見る動作の対応音声パルスと見る動作の対応    

 
以上のことより、二者間の対応としては、 
 
・発話があると相手を見る。（ただし、話している間、常に相手を見ているわけではない） 
・相手を見たときに、相手が自分以外のどこかを見ているようなら、その方向を見る。 
・推測して見る方向に関しては、目の方向よりも、顔の向きに大きく左右される。 
・「あれとって」などと相手に頼む場合は、まず相手の注意をひき、注意が自分にあるか確

認を取る。 
 
などの特徴が多く見受けられるのではないかと考えられる。 
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第 5章 注視検出システム 
 
 本章では、前章での実験・考察を元に、意味のある視線を検出するためのメカニズムを

考察・提案する。 
 

5.1 視線の動きと対話との関連 

 
共同注視とは、『ＢさんはＡさんが何を見ているのか理解することができる』ということで

ある。 
おおまかなメカニズムは第 1章に示したとおりであるが、4.2の調査実験から分かるように、
ＢさんはＡさんの見ているものが何であるかは全て把握していないし、また、4.3の調査よ
り分かるとおり、ＢさんがＡさんを見ているとは限らない。そのため、『相手の注意をひく

こと』も共同注視というノンヴァーバル・コミュニケーションの一環であると考えられる。 
また、「あれとって」と、視線のみで示すなにかを相手に持ってきてもらうことを考えるな

ら、当然の事ながら、何を示しているのか相手に伝わらなければならない。 
対話の際に話している相手の顔を見る割合は 6 割程度であるという研究があるが[9]、発
話中であっても、相手の顔を見る確率はその程度である。 
これにより、何を示しているのか、何を取ってきて欲しいのかは、頼んだ後、もしくは頼

む最中に、対象を示さなければ伝わらないと考えられる。 
以上の事により、視線の動きと対話との関連は以下のようになると考えられる。 

 
図図図図    26262626    視線の動きと対話との関連視線の動きと対話との関連視線の動きと対話との関連視線の動きと対話との関連    
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5.2 意味のある目線の検出 

 
 4.2、4.3及び前節より、意味のあると感じる目線とは、 
 
 ・一定時間顔の向きが一定である 

・ 自分以外を見ている 
 
などであると考えられる。 
 
これをふまえ、方向算出システムに更に若干の手を加えたものを以下の図に示す。 
顔の向きの履歴を用意し、0.6秒間同一方向であれば「！」マークを左上に表示する。 
「×」マークは認識動作を止めた状態を示す。 
 

 

図図図図    27272727    意味のある目線の検出意味のある目線の検出意味のある目線の検出意味のある目線の検出    
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さらに、音声との対応を調べるために、音声が入力された事を示すパルスを用意し、それ

が ONの後の顔方向を出力するように書き換えた。「○」マークが音声入力のパルスが入っ
た状態をあらわす。 
 

 

図図図図    28282828    音声との対応のために音声との対応のために音声との対応のために音声との対応のために    

 
方向算出の精度も甘く、まだまだ、改良が必要だが、「発話」と「目線の履歴」との関連と

して、一つの示唆となると考える。 
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第 6章 おわりに 
 
本稿では、ロボットと人との共同注視を実現することを目的とした『ユーザの見ている

方向を抽出するシステム』を構築し、また、目線の動きと音声対話との関連に着目し、『意

味のある目線を検出するシステム』の提案をした。 
しかし、方向抽出システムにおいては、予備情報としての人のサイズ、方向を全く定め

ずに抽出するという目的のために、精度の問題でまだまだ課題が残る。 
また、意味のある目線検出システムにおいては、実際生活環境内で動作するロボットがあ

ったとして、はたしてユーザは人に接するようにロボットに接するだろうかという疑問が

残る。このような実験では、個人の癖などの面も多く、実験の難しさを感じた。 
今後の展望としては、音声と目線との関連についてより詳しく調べ、『視線方向抽出システ

ム』と『意味のある目線を検出するシステム』の総体である『注視方向の検出システム』

を完成させたいと思う。 
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