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顔によるタブレット端末の操作方法の提案
顧
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概要：本研究ではバイオメトリックス技術に着目した．その中でも顔や目に関するものを利用して，低コストかつ外
付けのデバイスが必要ない，バイオメトリックス技術を用いたタブレット端末の操作システムを開発した．従来は，
高精度なカメラや赤外線カメラなどの外部デバイスを使用している．そのため，コストが高い外部デバイスを必要と
した．本研究のシステムは，一般のタブレット端末で動作する．さらに，提案システムの効果を確認する実験を行う
ため，顔によるタブレット端末の操作できる電子書籍を読むためのアプリを構築した，本稿では，システムの実装と
システムを試用した結果について述べ，今後の課題を述べる．
キーワード：タブレット端末の操作，顔検出と追跡，バイオメトリックス技術，電子書籍を読むためのアプリ

Tablet Computer Manipulation by Face Detection Technology
GU QUAN†

AKIRA HATTORI†

Abstract：In this paper, we propose a tablet computer manipulation by a face detection technology. The existing studies use
voice or gesture to manipulate such devices. And also, they need external devices such as an infrared camera to demand high
accuracy, which are generally expensive. Our proposed method use a face to do that and the face is captured through a camera
contained in the tablet computer. Thus, it does not need an external device and is implemented at low cost in a commonly used
tablet computer. In order to carry out experiments to evaluate the proposed method, we constructed an application to read
electronic book which is capable of operating with tablet on the face. The results of the experiments indicated the effectiveness
and some problems of the proposed method.
Keywords：Manipulation of Tablet computer, Face detection and tracking, Biometric, E-book reading application

1. はじめに
2008 年にスマートフォンの発売が開始されて以降，スマ
ートフォンやタブレット端末は広く普及し，私たちの生活

法ではタブレット端末の操作が困難である．音声で操作す
ることも可能であるが，その場合，例えば電車の中で声を
出すのが恥ずかしいし，図書館の中など音声禁止なら，声
を出すことができない．

の中で不可欠な存在となっている．スマートフォンやタブ

そこで本研究では，情報セキュリティなどの分野で注目

レット端末は携帯性に優れているだけでなく，日々の研究

されている，バイオメトリックス技[1]に着目した．バイオ

開発によって日進月歩で性能や機能が向上し，たとえば，

メトリックス技術では，人間の身体的な特徴（たとえば，

本研究で使用したタブレット端末（ASUS ZenPad 3S 10 9．

虹彩，顔，指紋，静脈など）や動作の特徴（サインなど）

7 型液晶）は，前面に 500 万画素のカメラを，背面に 800

を利用する．スマートフォンやタブレット端末を操作する

万画素のカメラを備えている．またメモリは 4GB となって

ときは，それらの端末を見ながら行うと思われるため，本

いる．

研究ではバイオメトリックス技術の中でも顔や目に関する

スマートフォンやタブレット端末の普及に合わせ，それ

ものを利用した．

らにインストール可能なアプリケーション（アプリ）も数

本研究の目的は，低コストかつ外付けのデバイスが無い

多く開発されている．しかし現在，それらアプリケーショ

バイオメトリックス技術を用いたタブレット端末の操作シ

ンの大多数は，スマートフォンやタブレット端末の画面を

ステムを設計することである．このシステムは一般的なタ

指で操作する．音声認識技術を利用してアプリを起動した

ブレット端末で用いることを想定している．画像や動画（タ

り，メールを書いたりすることは可能であるが，それでも

ブレットやスマートフォンに搭載されている非赤外線カメ

やはり指での操作が大半である．しかしその場合，例えば

ラを用いて撮影したもの）で素早く，目の開閉や顔の傾き・

手を怪我した時や電車の手すり等で手がふさがっている時，

向きといった状態を捉え，それによってタブレット端末を

横になっている際に両手でタブレットを挙げている時は，

操作する．本研究では，電子書籍を読むことを想定し，提

このような手が不自由の状況で従来の画面をタッチする方

案方法のシステムを開発した．また，そのシステムを利用
して評価実験を行い，有効性を検証した．
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2. 顔検出・追跡を応用した例
2.1 インテリジェント監視
技術的な作業を実施するにあたって作業員の安全を考慮
することは重要である．例えば自動車ドライバー，発電所
管理員，工作機械の操作人員などが挙げられる．これらの
作業員は，集中しなかったり，疲れたりして仕事に専念で
きない時，仕事のミスが頻繁に発生することになる．同時
に深刻な事故が起きやすい時間帯では，大きな経済損失を
もたらしやすい．そのため，表情監視と識別システムは，
この職場の作業員の表情の変化を把握することで，作業中
図2

に問題が発生すると予測される際に警告し，想定外の危険

漫画メーカー（[3]より引用）
Figure 2

状況発生の可能性を低減させる．図 1 はドライバーの表情

Cartoon Maker.

の変化を監視システム[2]を示している．

3. 顔によるタブレット端末の操作方法の設計
と試作
3.1 顔による操作の設計
人間の顔は空間の中に 6 種の状態がある[4]．それらは，
顔の向きとしては左右と上下，顔の傾きとしては左右であ
る．図 3 に示す．

図1

ドライバーの表情の変化を監視システム
（[2]より引用）

Figure 1

Monitor facial expression changes of drivers.

2.2 エンターテイメント
エンターテイメント，ゲーム，映画やテレビ業界の発展
に伴い，コンピュータとインターネット技術は徐々にこれ
らの領域に導入されてきた．人の表情を識別し，アニメや

図3

顔は空間の中に 6 種の状態（[4]より引用）
Figure 3

映画に出てくるようなキャラクターを作成する．観客に，
より新鮮な体験のイメージを与える．特に，ゲーム製品は
プレイヤー表情の変化から情感分析し，ユーザに臨場感の
あふれるゲーム体験を与える．たとえば，マイクロソフト
は顔の表情研究の過程の中で，新しいキャラクターが登場
した．このシリーズの人物の模型の特別なところはこれら
の人物にも豊富な感情がある，人を楽にし，緊張の精神状
態をリラックスさせることができる．これらのキャラクタ
ーは新世代のオフィス製品の中に追加された．図 2 に示す，
漫画メーカー[3]は鮮明な漫画の画像づくりを実現する．

Six directions of face.

目の状態としては，両目を開ける，両目を閉じる，右目
だけを閉じる，左目だけを閉じる，これら 4 種の状態があ
る．顔の表情としては，happiness，sadness，surprise，anger，
fear，contempt，disgust，neutral の 8 種の状態がある．
したがって，空間の中に人間の顔合計は 18 種の状態が
ある．また，たとえば左に顔を傾けて左目だけを閉じるな
ど，それらを組み合わせることで，様々な状態を考えるこ
とができる．
3.2 試作システムの概要と構成

～電子書籍を読むため

のアプリ～
本システムは主に 4 つの段階で構成される．人の顔の検
出，目の開閉・表情・顔の傾き・顔の向きの検出と追跡，
そして目・表情・顔の傾き・顔の向きを識別し端末を操作
する．システムのフローチャートは図 4 に示す通りである．
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タブレット端末のカメラによって，画像を取得し，その画
像の中から，顔を検出する，そして，目，表情，顔の傾け，
顔の向きを検出する，その後，一定の時間，目，表情，顔
の傾け，顔の向きが変化しない場合，タブレット端末を操
作するための指示を出す．

図5
Figure 5

4 種類の操作モードの認識機能図

4 kinds of cognitive function of the operation mode.

これら 4 種類の操作モードにした理由は，本研究では後
述の Mobile Vision API Facedector[5]を利用したが，その API
を含め，いくつかの API の性能調査を行った結果，上記 4
図4

電子書籍を読むためのアプリの構成

Figure 4

The app construction of reading.

種類の操作モードを実現するのが良いと判断したためであ
る．
なお，両方の目を開けて笑った場合，自動でページを移

本研究では，4 つのモードにもとづく 8 つの状態によっ

動する操作方法と上記のバイオメトリックス技術によりペ

て電子書籍を読むことを想定したタブレット端末の操作を

ージを移動する操作方法を切り替えることができる．

実現した．具体的には，

3.3 目の開閉，表情，顔の向き，顔の傾きの検出方法
キーポイントは顔の中の特徴である．左目，右目と鼻ベ

(1)目の開閉による操作：

ース等はキーポイントの例である（図 6）[6]．

右目を閉じたら次のページに移動する
左目を閉じたら前のページに戻る
(2)顔の向きによる操作：
顔を右や左へ傾けたらページを前後に移動する
図6

顔の中のキーポイント（[6]より引用）
Figure 6

(3)顔の傾きによる操作：

The key point of the face

顔を右や左に向けたら書籍の章を前後に移動する
本研究はまず顔を検出して，次にキーポイントを検出す
(4)表情（笑う）と目の開閉による操作：

る．キーポイントは，人の顔の特徴として顔を識別するこ

笑いながら右目を閉じたら次の章に移動する

とはできない．顔を検出した後，キーポイントを検出する

笑いながら左目を閉じたら前の章戻る

ことが可能となる．
人の顔は空間で回転する角度によって表すことができ，

以上を整理すると，本研究では，4 種類の操作モードと

その表現方法にオイラー角がある．そして顔の 12 個のキー

計 8 種類の操作機能を開発した．4 種類の操作モードが目

ポイントは一定の範囲内のオイラー角に存在することしか

の開閉，表情（笑う）と目の開閉，顔の傾き，顔の向きで

できない．

ある．表情（笑う）と目の開閉は複数のバイオメトリック
技術に基づいた操作方法に対応している．上記は図 5 に示

表 1 はキーポイントとオイラー角の関係を示す[7]．また，
顔のキーポイントの検出を実現する例は図 7 に示す[8]．

される．
表1
Table 1

キーポイントとオイラー角の関係

Relationship with the key points of the Euler angles.

オイラー角

キーポイント

<-36°

左の目，口の左のコーナー，左耳，鼻ベー
ス，左頬
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-36°to -12°

口の左のコーナー，鼻ベース，口のベース，

-12°to12°

右目，左目，鼻ベース，左頬，右頬，口の

右目，左目，左頬，左耳の先端
左右のコーナー，口のベース
12°to 36°

口の右のコーナー，鼻ベース，口のベース，

>36°

右目，口の右のコーナー，右耳，鼻ベース，

左目，右目，右頬，右耳の先端
右頬

図8

ページを前後に移動する操作の実行例

Figure 8

図7

The operation to move front and rear page.

顔のキーポイントの検出を実現する例（[8]より引用）

Figure 7

図9

According to the key points of the face detection.

Figure 9

章を前後に移動する操作の実行例
The operation to move front and rear chapter.

3.4 実装環境と実行例
提案手法のシステム開発は，Android studio 2.2 で行った．

上記の実行例の結果から，本システムは Andorid タブレ

開発で利用したタブレット端末は表 2 の通りである．シス

ット端末で問題なく動作することを確認できた．なお，本

テム開発には Google の Play Services 7.8 comes Mobile

研究では両目を開いたままにすると，自動的にページをス

Vision API をインストールする必要がある．

クロールする機能も実装した．つまり，顔を傾けたり，顔
の向きを変えたりすることなく，電子書籍を読み続けるこ

表2

提案手法の実装で利用したタブレット端末

とができる．

Tablet device we used to develop our application.

4. 実験

Table 2
ブランド

ASUS ZenPad 3S 10 Z500M

OS 種類

Android 6.0

メモリ

4GB

画面サイズ

9.7 インチ

画面解像度

2048x1536

CPU*2

MediaTek MT8176

前面カメラ画像数

500 万画素

本研究の実験で利用したタブレット端末のハードウェ
ア，ブランド，プロセッサ，カメラ，オペレーティングシ
ステムを表 3 と表 4 に示す．
2.1GHz+1.7GHz

図 8 と図 9 は本システムの実行例である．ユーザが電子
書籍を読み，そして「右目を閉じる」または「顔を右へ傾
ける」と次のページに移る（図 8）．また，ユーザが「左目
を閉じる」または「顔を左へ傾ける」と前のページに戻る
（同図）．一方，ユーザが「笑いながら右目を閉じる」また
は「顔を右に向く」と電子書籍のページが次の章まで移る
（図 9）．逆に，ユーザが「笑いながら左目を閉じる」また
は「顔を左に向く」と前の章までページが移る（同図）．
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4.1 実験で利用したタブレット端末

表3
Table 3

実験で利用したタブレット端末１
The data of the experiment with the tablet 1.

ブランド

Nexus7

OS 種類

Android6.0

メモリ

2GB

画面サイズ

7.0 インチ

画面解像度

1920x1200

CPU

APQ

前面カメラ画像数

120 万画素

表4

8064

QuadCore1.5GHz

実験で利用したタブレット端末 2
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The data of the experiment with the tablet 2

顔の向きによる操作

3人

ブランド

ASUS ZenPad 3S 10 Z500M

OS 種類

Android 6.0

メモリ

4GB

目の開閉による操作

2人

画面サイズ

9.7 インチ

笑いながら目を開閉することによる操作

7人

画面解像度

2048x1536

顔を傾けることによる操作

0人

CPU*2

MediaTek8176

顔の向きによる操作

1人

前面カメラ画像数

500 万画素

【質問 2】以下の操作はどちらが嫌ですか？

2.1GHz+1.7GHz

【質問 3】あなたはタブレットをよく使う場所はどこです
4.2 実験 1

か？

～ユーザ評価～

4.2.1 実験概要と評価方法
本研究では 10 名の大学生を協力者として実験を行った．
実験においては，本システムの 8 種類の操作を行った．実

学校

6人

家

3人

電車

1人

験協力者には本システムをインストールしたタブレット端
末を自由に 10 分程度利用していただき，その後，アンケー

【質問 4】もしあなたがユーザなら，何の操作方法が欲し

トに回答していただいた．アンケートの内容は以下の通り

いですか？

である．
【質問１】以下の操作はどちらが好きですか？

音声制御

7人

アイトラッキング

2人

そのままで良い

1人

目の開閉による操作
笑いながら目を開閉することによる操作

アンケートの結果，実験協力者は「顔を傾けることによ

顔を傾けることによる操作

る操作」を好んだ．一方，
「笑いながら目を開閉することに

顔の向きによる操作

よる操作」はだれも好ましいと回答しなかった．よく使う
操作については，
「顔を傾けることによる操作」が選ばれた．

【質問 2】以下の操作はどちらが嫌ですか？

一方，
「目の開閉による操作」と「笑いながら目を開閉する

目の開閉による操作

ことによる操作」はそれぞれ 1 人しか選ばなかった．そし

笑いながら目を開閉することによる操作

て，一番選びたくない操作は「笑いながら目を開閉するこ

顔を傾けることによる操作

とによる操作」が圧倒的に多かった．その他，タブレット

顔の向きによる操作

の使用場所は「学校」が多く，本システムに追加すると良
いと思う操作方法については「音声制御」が高く求められ

【質問 3】あなたはタブレットをよく使う場所はどこです
か？

た．
そのほか，協力者から得られた改善意見は以下の通りで
ある．

【質問 4】何の操作方法が欲しいですか？（アイトラッキ
ング，音声制御，そのままで良いなど）

音声制御の機能の追加（多くの協力者）．
頭を下げる動作の追加．

【質問 5】本システムに改善するべきことがあれば教えて
ください

画面から視線が離れるとページが変わった瞬間がわからな
いので，なるべく画面から顔の向きが変らないほうがいい．
他人から見ていると変なことをしているように見える．

4.2.2 実験結果
実験協力者によるアンケートの結果は以下のとおりで
ある．

笑いながら目を閉じることが難しい．
以上の結果から，複数のバイオメトリックス技術を組み

【質問 1】以下の操作はどちらが好きですか？
目の開閉による操作

2人

笑いながら目を開閉することによる操作

0人

顔を傾けることによる操作

5人

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

後ろに他人の顔がある場合の対処 ．

合わせた操作が好まないことがわかった．これは，操作し
にくさや応答しにくさが理由として挙げられる．全体的に
協力者はこの新しい操作方法に高い評価を与えた．しかし，
改善点が多く見られた．協力者個人の差異によって，特定
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4.3.2 実験結果
5 つの環境での操作成功率を求めた結果を表 5 から表 9
に示す．

目の開閉による操作：
・眼鏡をかけているため，認識しにくい

表5

実験環境(1)「部屋のライトによる明るい部屋＋眼鏡

・女子の協力者はまつ毛化粧品を使うため，目を閉じると
認識しにくい．

なし」における操作の成功率
Table 5

The success rate of bright room＋without glasses.

右目を閉じることによる操作

80%

笑いながら目を開閉することによる操作：

左目を閉じることによる操作

90%

・目の開閉による操作を認識しにくいため．

顔を右へ向くことによる操作

100%

・笑う度合いが足りないため．

顔を左へ向くことによる操作

80%

頭を右へ傾ける操作

100%

顔を傾けることによる操作：

頭を左へ傾ける操作

90%

・帽子を被るから，頭を傾ける操作を認識しにくい．

笑いながら右目を閉じることによる操作

70%

・協力者操作した時，後ろの背景色と顔の色はほとんど同

笑いながら左目を閉じることによる操作

80%

じのため，認識しにくい．
・顔を傾ける角度がたりないから，反応しない．

表6

実験環境(2)「部屋のライトによる明るい部屋＋眼鏡
あり」における操作の成功率

顔の向きによる操作：
・顔を向く角度が足りないため，反応しない．
・女子の髪が長く，耳や重要なキーポイントを隠しました
ため，認識出来ない．
・協力者が操作した時，後ろの背景色と顔の色がほとんど
同じため，認識しにくい．
このように，ユーザがバイオメトリックス技術を用いた
タブレット端末の操作に求める性能としては：精度の高さ，
簡易な操作，コストの低さが挙げられる．今後の課題はユ

Table 6

The success rate of bright room＋glasses.

右目を閉じることによる操作

30%

左目を閉じることによる操作

50%

顔を右へ向くことによる操作

90%

顔を左へ向くことによる操作

90%

頭を右へ傾ける操作

100%

頭を左へ傾ける操作

80%

笑いながら右目を閉じることによる操作

40%

笑いながら左目を閉じることによる操作

20%

ーザの求める性能に近づくよう改善することである．
4.3 実験 2

～性能評価～

表7

実験環境(3)「電車内＋眼鏡なし」における操作の成
功率

4.3.1 実験概要と評価方法
本実験は第一著者が一人で行い，本システムの性能と利

Table 7

The success rate of in the train＋without glasses.

右目を閉じることによる操作

90%

左目を閉じることによる操作

70%

る回数は 10 回とした．例えば操作しようとした時，タブレ

顔を右へ向くことによる操作

80%

ット端末が反応しなかった場合を 0/1 と記録，反応した場

顔を左へ向くことによる操作

80%

合を 1/1 と記録し，結果を 8/10，5/10，10/10 のように記録

頭を右へ傾ける操作

90%

した．そして，

頭を左へ傾ける操作

90%

笑いながら右目を閉じることによる操作

70%

笑いながら左目を閉じることによる操作

60%

用可能性について実験を行った．実験方法は，8 つの状態
による端末操作をさまざまな環境で行った．各操作を試み

操作成功率＝反応した回数÷10×100%
とした．
実験環境として，(1)部屋のライトによる明るい部屋＋眼
鏡なし，(2)部屋のライトによる明るい部屋＋眼鏡あり，(3)
電車内＋眼鏡なし，(4)部屋のライトによる明るい部屋で横

表8

実験環境(4)「部屋のライトによる明るい部屋で横た
わる＋眼鏡なし」における操作の成功率

Table 8

The success rate of lying＋bright room＋without
glasses.

たわる＋眼鏡なし，(5)部屋のライトによる明るい部屋＋眼

右目を閉じることによる操作

80%

鏡なし＋帽子．これら 5 つの環境で操作成功率を求めた．

左目を閉じることによる操作

80%
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顔を右へ向くことによる操作

90%

ため，実験環境(2)「部屋のライトによる明るい部屋＋眼鏡

顔を左へ向くことによる操作

80%

あり」の場合，笑いながら左目を閉じることによる操作の

頭を右へ傾ける操作

90%

成功率は 20%であった．同(5)「部屋のライトによる明るい

頭を左へ傾ける操作

90%

部屋＋眼鏡なし＋帽子」の場合は，帽子が耳を隠してしま

笑いながら右目を閉じることによる操作

70%

うため，顔の動きを検出しにくくなり，顔の動きによる操

笑いながら左目を閉じることによる操作

80%

作の成功率が低くなった．例えば帽子をかぶった場合，顔
を左へ向くことによる操作の成功率はわずか 20％であっ

表9

実験環境(5)「部屋のライトによる明るい部屋＋眼鏡

境や姿勢の影響は少ないとわかった．異なった場所で，異

なし＋帽子」における操作の成功率
Table 9

た．実験 2 からは，顔によるタブレット端末は操作する環

The success rate of Hat＋bright room＋without

なった姿勢で操作を行うことができた．ユーザは本システ
ムの操作方式に高い興味を持ち，顔によるタブレット端末

glasses.
右目を閉じることによる操作

90%

左目を閉じることによる操作

80%

顔を右へ向くことによる操作

40%

顔を左へ向くことによる操作

20%

頭を右へ傾ける操作

40%

頭を左へ傾ける操作

50%

笑いながら右目を閉じることによる操作

80%

笑いながら左目を閉じることによる操作

80%

実験環境(1)「部屋のライトによる明るい部屋＋眼鏡なし」
と同(3)「電車内＋眼鏡なし」と同(4)「部屋のライトによる
明るい部屋で横たわる＋眼鏡なし」における操作の成功率
は，どの操作も少なくとも 70%以上となり，良い結果であ
った．一方で，実験環境(2)「部屋のライトによる明るい部
屋＋眼鏡あり」と同(5)「部屋のライトによる明るい部屋＋
眼鏡なし＋帽子」における操作は成功率が低いものもあっ
た．眼鏡については，目の開閉による操作に大きな影響を

の操作方法に好意的であった．したがって，本提案手法は
指でタブレット端末を操作する方法の代替として可能性が
あると思われる．
4.5 今後の課題
実験協力者から指摘されたように，音声による端末操作
モードを追加し，顔の向きによる操作の拡充として，顔を
下に向けた時の操作を実現する必要がある．ユーザが自分
の好みに合わせて，顔の向きや表情と端末操作を組み合わ
せることができるような設定機能も必要である．本研究は
現在，android6.0 以上のタブレット端末のみが利用可能に
なっている．また，しばしば過負荷でフリーズする場合が
あった．その際は，タブレット端末が再起動され，動作の
安定性に欠ける．精度向上と動作の安定性を確保するため，
眼鏡・帽子・化粧等の影響を低減させたり，消費メモリを
削減したりするアルゴリズムの検討なども本研究の今後の
課題である．

5. おわりに

与えた．実際に，成功率が 20%から 50%であった．帽子に

本研究では，バイオメトリックス技術の中でも顔や目に

ついては，顔の傾きや向きによる操作に影響を与えた．成

関するものに注目し，それらによるタブレット端末の操作

功率が同じく 20%から 50%であった．

として，4 つのモード（目の開閉による操作，顔の傾きに

4.4 考察

よる操作，顔の向きによる操作，笑いながら目を開閉する

実験 1 の結果によって，ユーザは簡単な操作方法を求め

ことによる操作）と，それによる 8 つの状態（右目を閉じ

ていることがわかった．複数なバイオメトリックス技術を

る，左目を閉じる，顔を右へ傾ける，顔を左へ傾ける，右

組み合わせた操作方法は様々な機能を実現できるが，ユー

を向く，左を向く，笑いながら右目を閉じる，笑いながら

ザにとっては使いやすいものでない．操作の成功率も低下

左目を閉じる）を実現し，それによって，電子書籍のペー

する．そして，ユーザは成功率高い操作方法を求めている

ジを操作する方法を実装した．実験協力者による評価実験

ため，ある操作方法を数回操作して反応がない場合は，ユ

の結果，顔を傾けることによる操作が好ましいとわかった．

ーザは他の操作方法を代わりに利用する．実験 1 では化粧

一方，顔の傾きと表情のように複数を組み合わせた操作は

や髪型の影響もあったと思われる．例えば，つけまつげは

好まれないということがわかった．また，筆者による評価

目の検出に影響し，長い髪は耳を隠してしまい，顔の動き

実験の結果，明るい環境で，眼鏡や帽子を身に付けていな

を検出しにくいと思われる．

いときは，操作の成功率が高かった．一方，眼鏡や帽子を

実験 2 では本システムの性能を検証した．その結果，帽

身につけると，目の開閉や顔の傾き，顔の向きを検出する

子や眼鏡が操作の成功率に影響するとわかった．本システ

ためのキーポイントを正しく検出できないため，操作の成

ムは 3 章で述べた顔の 12 個のキーポイントを検出し，顔の

功率が低くなった．今後は 4.5 節で述べた課題の解決が必

状態を識別する．眼鏡をかけた場合，目に関するキーポイ

要である．また，暗い部屋など実験環境をさらに増やし，

ントの取得が困難になり，両目を検出しにくくなる．その

システムの性能向上が必要である．将来的には，顔による
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操作部分のみを切り出し，他のアプリからも利用できるよ
うにしたい．
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