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はじめに

　話題提供者は，近年飛躍的に向上したカメラの
性能やヒューマンセンシング技術により，リアル
タイムでのカメラの映像から様々な情報を自動的
に抽出・分析できるようになったこと，会話中の
会話者の自動行動観察や一般的なカメラ映像から
の視線推定，眼球運動特性によるイメージ鮮明度
の定量化などの可能性について論じる。さらに，
これまで開発した「全方位または全天球カメラを
利用した会話者の行動分析ソフトウェア」や「パ
ソコン内蔵のウェブカメラを利用した視線計測ソ
フトウェア」，「直観像に関する実験のための視線
計測」の事例を紹介する。

どのようなカメラが適切か？

カメラの画角と撮影可能な範囲
　カメラによる観察実験を行う際に，被写体の配
置や撮影可能な範囲を前もって検討する必要があ
る。一般に，カメラを構成しているレンズによっ
て画角（Field of View; FOV）が決まっており，
さらに標準搭載のレンズを交換することや標準搭
載のレンズを拡張することで，FOV を変更させ
ることが可能である。Table 1 に，現在販売され
ているデジタルカメラの主な画角とその名称を示
す。近距離で 1 名の被写体を撮影する場合は標準
画角カメラで十分であるが，並んで座っている 3
名の被写体を撮影する場合，超広角カメラが必要

である。また，テーブルを囲んで着席している全
員を撮影する場合，全方位または全天球のカメラ
を利用すれば，1 台のカメラで撮影可能である。
全方位カメラは全天球カメラよりも垂直画角が低
い分，全周 50°垂直画角が詳細に描画される。

カメラの解像度と被写体の詳細
　被写体の画像を詳細に撮影するためには，カメ
ラの画像センサーの解像度が重要である。Table 
2 に，主なカメラの解像度を示す。一般には，カ

Table 1　Camera’s FOV

No 画角 名称
1 50° ~ 60° 標準画角
2 ＞ 60° ~ 70° 広角
3 ＞ 120° ~ 140° 超広角
4 ＞ 170° ~ 180° 魚眼
5 180°（水平）×（垂直）50° 全方位
6 360° 全天球

注） 名称については，カメラメーカによって異なる場合が
あることに留意したい。

Table 2　Camera Resolution

No 画素数（横×縦） 名称
1 640 × 480 VGA
2 800 × 600 SVGA
3 1024 × 768 XGA
4 1280 × 720 HDTV （720p）
5 1920 × 1080 HDTV （フル HD）
6 3840 × 2160 4K
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メラの解像度が高いほどより詳細に被写体を撮影
できるとされているが，画像または映像を画像処
理で自動的に分析する場合，高解像度になるほど
処理時間が長くなる。また，同解像度の画像でも，
カメラセンサーの性能によって細部が異なる場合
も多々あるため，最終的にどの解像度を選定する
かは，用途によって異なる。

研究事例

会話者の自動行動分析
　対人コミュニケーションを円滑に行うために
は，言語的コミュニケーションと非言語的コミュ
ニケーションを両立することが必要不可欠であ
る。社会心理学分野では，会話場面の行動観察を
行い，言語的と非言語的コミュニケーションを分
析することで，対人援助の学習や訓練のために役
立てている。会話場面の行動観察とは，対人コ
ミュニケーションにおける行動パターンを定量的
に分析する手法である。会話参加者らの発話・

表情・頷き・顔向け等の行動を時系列にタグ付
け（Coding; コーディング）して分析を行う。一
般的な実験では，事前に会話場面を複数台のビデ
オカメラで撮影して，その会話データを観察者が
目視で観察することでコーディングを行う。しか
しながら，観察者によるコーディングは直感的お
よび主観的判断が働くという課題が指摘されてお
り，信頼性の高いコーディング結果を得ることは
困難である。
　我々は，コーディング結果の信頼性をいかに高
めるかに着目し，会話参加者らの行動を小型全方
位カメラで自動記録する行動観察ソフトウェアを
開発している（Figure 1）。すでに，観察者によ
るコーディング結果とソフトウェアによる自動
コーディング結果の比較を行い，当該ソフトウェ
アの有用性を確認している（Jaana et al., 2014）。

ウェブカメラを利用した視線計測
　視線計測システムは，心理学実験や障害者補
助，マシーンインタフェースなどに多く利用さ

Figure 1　Behavior for participants in a conversation scene visualized by our proposed software
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れてきている。当該システムの中には，EOG 
（Electro-oculography） 法やロビンソン・サーチ
コイル法，眼球カメラセンサによる計測方法があ
るが，近年は赤外線画像センシングによる計測方
法が主流である。赤外線カメラを採用すること
で，瞳孔の形状を容易に検出でき，赤外線光源か
らの角膜反射像（プルキニエ像）を利用して頭部
の変動に対応した視線計測を行うことができる。
そのため，視線計測の誤差は両者共に 0.5°以下で
実現されている。これは，50cm 離れた視標を注
視する際に，注視点と視標とのずれが 0.5cm 以内
であることを意味する。しかしながら，赤外線が
多い環境や複数人の視線を同時に計測することは
困難である。

　本研究では，赤外線カメラの代わりにウェブカ
メラ（可視光線カメラ）を採用し，「瞳孔」の代
わりに「虹彩」の相対位置を頼りに視線計測を行
なっている。これによって，市販のウェブカメラ
や端末の内蔵カメラを用いた視線計測を実現でき
るため，視線計測機器の応用を拡大しようと考え
ている。さらに，全方位カメラなどに視線計測
システムを導入することで，複数人の視線を同時
に計測し，アイコンタクトの自動検知も実現でき
ると考えている。Figure 2 は，（a） 我々が開発し
たウェブカメラによる視線計測方法の概略図と，

（b）-（c）頭部非固定の視線計測実験によって得ら
れた視線の分布図を示している。本視線計測方法
では，注視者の頭部を 3 次元でモデル化すること

Figure 2　 Outline of our proposed head-movement compensation for visible-spectrum remote eye 
tracker and distribution of gaze points measured at ±10〜20-degree pitching and yawing

（a） Outline of our proposed head-movement compensation for visible-spectrum remote eye tracker

（b） Pitching （c） Yawing
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Figure 3　Gaze patterns during imaging the stimulus picture in dark and light environment

で，頭部姿勢を左右と上下方向に変化させても，
自然に正面を向く範囲（-5°〜 5°）において約 2°，
それ以上の範囲で約 3.5°以内で視線計測の精度を
確保することが可能である（今渕ら，2018）。

直観像に関する実験のための視線計測
　眼球運動計測による実験では，イメージ中に自
発性眼球運動の発生が確認されており，移動する
物体を見る際と，同様に移動する物体をイメージ
する際の視線移動が類似していることが示されて
いる（Brandt and Stark, 1997）。市販の視線計測
装置では，明室での注視実験において高精度に注
視パターンを記録できるが，暗室では，被験者の
瞳孔が大きくなることでその一部が瞼に隠れるた
め，記録が困難な場合がある。我々は，虹彩の形
状をもとに視線計測を行う方法を開発したため，
瞳孔の大きさが虹彩の大きさに近づいても，その
形状を復元し，正しく視線計測を行うことができ
る。Figure 3 は，呈示画像（ワニと子供）をイメー
ジした際の被験者 5 名のそれぞれの注視パター
ン（ワニ→草→木→子供→島）と全被験者注視パ
ターンの平均形状を重ね合わせた様子である。こ
こで，明室および暗室の注視実験において，視線
計測を正しく行えることが分かる。

考　察

　本講演では，カメラの性能や先端ヒューマンセ
ンシング技術について研究事例を紹介しながら，
異分野間の研究コラボレーションの重要性を再認
識する必要があることを示唆した。より良い心理
実験を行うためには，当該実験に特化したハード
ウェアおよびソフトウェアの開発が必要である
が，このことはソフトウェア開発者にとっても，
新たな研究ニーズを知ることができ，その実現の
ために新たなシーズを生み出すことができる。 
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Development of Human Interface Devices for 
Psychological Research
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the	JApAnese	JOurnAl	Of	mentAl	imAGery,	2017,	15,	19－23.

　Following by  the  recent development  of  enhanced  cameras,  the  technology  of  human  sensing 
has become more  advanced  to  automatically  extract  useful  information  from camera  images.  In 
psychological research, this technology will enable automation of behavior analysis during conversation, 
eye-tracking from ordinary cameras, and enhancement on the testing procedure based on eye movement 
characteristics for eidetic imagery studies. Here, we demonstrated an omnidirectional camera to analyze 
behaviors （utterances,  facial expressions, head-nod, and  -posture） of participants  in a conversation, a 
gaze-keyboard to demonstrate eye-tracking using a built-in  laptop camera, and a customized software 
and hardware system for eidetic imagery tests.
Keywords：omnidirectional camera, spherical camera, eye tracking
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