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顔画像を用いた対話者の年齢・性別推定と
ロボットからの話題提供への応用
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はじめに

持続的な人間とロボットの対話では，ロボッ
トが受動的に返答するだけではなく，能動的に
発話することが重要である[1]．対話において，
能動的に話題を提供するロボットも開発されて
おり，対話者の興味を引くことが可能であるこ
とも確認されている[2]．[2]では対話者とロボッ
トの距離によって提供する話題の内容を選択し
ている．
本研究では対話者である人間の顔画像から年
齢・性別を推定し，その年齢・性別層で関心度
が高い話題をロボットが Web 上で検索し，提供
するシステムを構築することを目標にしている．
本稿では，その要素技術として構築した画像か
らの顔検出と年齢・性別からの関心度の高い話
題推定の手法について報告する．

せる．実験時，被験者はランダムな順番で提示
されたキーワードに対し，キーワードに興味が
あるかないかを「はい」か「いいえ」で答える．
全ての被験者で実験が終了したら，キーワード
ごとに被験者が「はい」と答えた回数の合計を
そのキーワードの関心度とする．
3.

評価実験

本稿で主眼としている二つの課題（顔検出，
キーワードへの関心度値付与）について評価実
験を行った．
顔検出の評価実験については，顔が存在する
画像と存在しない画像に対し，正確に顔の存在
の有無を判定できたか評価した．実験では MIT
が公開している CBCL Face Database を用いた[4]．
CBCL Face Database には 19×19 のグレースケー
ルの顔画像・非顔画像が含まれており，本研究
ではそれらのうち，顔画像 25 枚と非顔画像 25 枚
2. 提案システムの概要
を用いて実験を行った．
キーワードへの関心度付与実験については，
本研究で目標とするシステムを図 1 に示す．提
20 代の男性 10 人の被験者を対象とした．被験者
案システムではロボットのカメラ画像でまず顔
を 5 人ずつ，2 つのグループ A, B に分けた．ま
を検出し，顔画像から年齢と性別を推定する．
推定した年齢と性別からデータベースを検索し， ず A のグループに対し，表 1 に示すキーワード
該当するキーワードを抽出し，話題提供をする． から 10 個をランダムな順序で被験者に提示した．
提示した各キーワードの被験者の関心度を表 1 に
本稿では，図 1 のシステムのうち，これまで構
示す．本手法による関心度付与の有効性を検証
築した下記の二つについて報告する．
1. 画像からの顔検出
2. データベース構築のためのキーワードの関
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表 1: キーワードと実験で得られた関心度

キーワード
芸能
音楽
映画
テレビ
ゲーム
おもちゃ
本
パソコン

関心度
2
2
1
3
3
0
3
3

キーワード
政治
旅行
料理
学問
スポーツ
ビジネス
健康
アニメ・漫画

4.

関心度
0
2
1
0
5
2
0
4

表 2: 興味があるキーワードが提示されるまでの
回数とそのキーワード

被験者
A
B
C
D
E

回数
1
1
2
2
1

キーワード
スポーツ
スポーツ
漫画・アニメ
漫画・アニメ
スポーツ

するため，B のグループに対し，表 1 の中で関心
度が高いキーワードから順に提示する．提示さ
れたキーワードに対して，興味の有無を聞き，
興味があると答えるまでの回数を求めた．興味
があると答えるまでの回数とそのキーワードを
表 2 に示す．表 2 より，本手法で付与した関心度
を用いることで 20 代男性が興味を持つ傾向にあ
るキーワードを提示することが可能であること
が示された．
顔画像検出の精度に関する実験結果を表 3 に示
す．本実験では顔画像と非顔画像について顔検
出を行い，正解率，適合率，再現率を求めた．
表 3 より，顔画像について顔検出できたものが
21 枚，顔検出できなかったものが 4 枚であり，
非顔画像について誤って顔検出したものが 2 枚，
顔検出しなかったものが 23 枚であった．すなわ
ち，本実験の結果，正解率，適合率，再現率は
それぞれ，92%，84%，91%となる．本実験で用
いた画像の枚数は十分とはいえないが，顔検出
についてはある程度の性能が得られていると考
えられる．
表 3: 顔検出の実験結果

顔画像 → 顔が検出された
顔画像 → 顔が検出されなかった
非顔画像 → 顔が検出された
非顔画像 → 顔が検出されなかった

枚数
23
4
2
23

考察

本実験は工学系の研究室に所属する 20 代男性
について行った．実験の結果，最も興味がある
キーワードが「スポーツ」，2 番目が「アニメ・
漫画」となった．この結果は年齢（20 代）・性
別（男性）に加え，工学系という画像情報では
推定が困難なパラメータにも影響すると考えら
れる．本システムでは画像から比較的容易に推
定可能なパラメータである年齢・性別を用いる
予定であるが，さらに性能を向上するためには，
より推定が困難なパラメータも導入することが
必要になると考えられる．
顔検出については実験の結果，ある程度の精
度は得られたが，実験で使用した画像の枚数が
少ないため，より多くの画像数で評価実験を行
うことが必要である．今後は機械学習などの手
法も導入し，年齢・性別推定手法も実装するこ
とでシステム全体を完成させ，同時に性能の向
上も目指す予定である．
5.

おわりに

本稿では人間とロボットの対話において，顔
画像から推定した年齢・性別をもとにロボット
から能動的に話題を提供するシステムを構築す
る目標に向け，これまで構築した要素技術につ
いて報告した．実験により，要素技術であるキ
ーワード選択方法と顔検出手法の有効性を示し
た．今後は他の年代・性別の被験者についても
データを収集し，画像からの年齢・性別推定も
実装することで，システム全体を完成させる予
定である．
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