単眼カメラ画像を用いた視線計測
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はじめに
身体機能の一部を用いて身の回りの家電機器を操

別する方法を用いる．

2.2

実験

作することができればその利便性は計り知れない。眼

試作したテレビ用視線インタフェースの構成を Fig.

球運動は，身体機能の中で最後まで残るといわれて

??に示す．本システムの機器操作方法は以下のとお

おり，また眼球運動に要する肉体的な負担は僅かであ

りである．ただし，T はあらかじめ定めた時間間隔で

るため，視線は最適な道具のひとつであると考えら

ある．

れる．

●

視線をヒューマンインタフェースとして利用するに

●

は，視線方向の計測が必要であり，従来の手法は，特

●

1T[sec] 間カメラ注視：チャンネルアップ
2T[sec] 間カメラ注視：チャンネルダウン

別な装置や光源を用いるものと，画像処理手法を用い

3T[sec] 間カメラ注視：電源のオン／オフ
システム利用者がカメラ注視を開始すると，シス

るものに大別される．前者によれば高い空間分解能で

テムは注視時間の計測を開始し，1T[sec] 毎に，順次

視線方向が得られる半面，頭部に機器を装着する必

LED を点灯させて経過時間を表示する．利用者が非

要があるなどの身体的制約が大きい．一方，後者によ

注視状態に戻ると，経過時間に応じた操作がテレビ

れば汎用性が期待できる半面，高い空間分解能は得

に対して行われる．電源のオン／オフの操作に対し

られず，また視線方向の推定には頭部姿勢と頭部内で

て最も長い時間が割り当てられている理由は，この

の眼球回転角を必要とするなど，処理が複雑である．

操作はテレビ視聴中の指令として，最も頻度が低い

これに対して，我々は問題を簡単化し，単眼カメラ

からである．

で得られる画像情報を基にして，人物がカメラを注
視しているか否かを判定する注視判定システムの開
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発を行ってきた．このシステムを利用すれば，例えば
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室内に設置したカメラを注視することで，手元にリ
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モコンがなくても照明スイッチやテレビの遠隔操作
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が実現できることになる．

PC

本研究室では，視線インタフェースの構築ととも
に，注視判定原理を基にした視線方向計測法の開発
を進めており，自動車運転中のドライバの視線をモニ

Fig. 1. テレビ用視線インタフェース

タすることで安全運転を支援する各種の取り組みを
行っている．

健常者を対象として，T=1[sec] に設定して行った
実験のタイムチャート例を Fig. ??に示す．設定どお

2

視線インタフェース

2.1

インタフェース要件

りに，テレビの操作が行われていることがわかる．な
お，画像処理時間は，平均 81[msec/frame] であった．

健常者に比べて身体的機能が著しく低下している

0.175

被介護者が簡便に使用できるインタフェースを目指

単な操作で，かつ複数個の操作指令を実行できるこ
とをインタフェースの要件とした．
注視判定における注視状態を 1，非注視状態を 0 と
考えれば，原理的には各操作指令を 2 進数で符号化
することで，多様な操作指令を実現することができ
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して，注視判定システムを応用したテレビ操作用の
視線インタフェースを試作した．誰もが理解し易い簡
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Fig. 2. タイムチャート

る．しかしこの方法では，各操作指令を記憶するのが
容易ではない上，過度の眼球運動による疲労も伴う．
そこで，注視時間の長さの違いにより操作指令を区

健常者は，通常のリモコン操作に慣れているため，
操作が煩わしという意見がある半面，肯定的な意見

も聞かれた．今後は，要介護者を対象として実験を

から，顔の方向角度を用いて黒目変位量を補正でき

行い，システムの有効性について評価を行う予定で

ることが確かめられた．一方，▲マークの理論値は，

ある．

顔の向きに依らず黒目変位量 = 0 であるが，誤差が
生じている．この原因としては，被験者固有の効き目

3

視線計測システム

の影響で顔の向きが指定した方向と一致していなかっ

漫然運転の防止は交通事故の低減に有効と考えら
れているが，現状では漫然運転の積極的な防止シス
テムは実用化されていない．我々は安全運転支援へ
の取り組みとして，ドライバの視線情報と車両前方
画像から得られる注視対象候補の位置情報を用いて，
ドライバの運転集中度をリアルタイムで推定するシ
ステムの開発を進めている．

3.1

たことが考えられる．
目尻間距離の変化を基にして，顔の向きを計測し
た結果を Fig. ??に示す．図からわかるとおり，被験
者に依らずほぼ正確に顔の向きを推定することがで
きた．しかし，顔の向きが正面の 0[deg] を中心とし
て ±10[deg] 以内にある場合は，原理的に計測が不可
能であるため，この領域での有効な計測方法の検討
が必要である．

視線計測原理

35
25

目変位量を用いる．注視判定では，顔の撮像距離を長
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視線方向の計測は，基本的には注視判定と同様の黒
く設定していたが，視線計測では撮像距離を短くする
ことを考える．近距離撮像では，中心投影の影響によ
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目変位量を用いて視線方向を導出できることになる．

Fig. 4. 顔の向き計測

顔の向きを，画像を用いて高精度に計測すること
は容易ではない．高精度に計測を行うためにはステ
レオ法による３次元計測と照合のための頭部モデル

4

まとめ

が必要となる．本提案手法の最大の特徴は，単眼カメ

注視判定原理を核として，視線インタフェースの開

ラ画像のみを用いて視線方向を計測することである

発や，自動車安全運転支援システムの開発に取り組

ため，顔画像から得られる目尻間距離を基に，簡便に

んでいる．現状では，視線方向計測精度と顔画像処理

顔の向きを算出し，黒目変位量を補正する．

におけるロバスト性が不足しており，これらの改善が

3.2

今後の課題である．

実験

顔の向きにより黒目変位量が変化する様子を実験
により調べた．被験者は指定された方向に顔を向け，
その状態の顔画像に対して黒目変位量を求めた結果
を Fig. ??に示す．■マークは顔の向きと視線方向が
一致している状態，▲マークは，視線は正面を向き，
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顔が指定方向を向いた状態での黒目変位量を表す．
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Fig. 3. 顔の向きと黒目変位量の関係
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