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頭部変形モデルの自動構築をともなう実時間頭部姿勢推定
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本論文では，ユーザ頭部の変形モデルの構築と頭部姿勢の実時間推定を同時に実行するための手法
を提案する．頭部姿勢推定に関する従来手法では，頭部変形モデルを事前に準備する必要があるため，
その準備作業が完了するまでは頭部姿勢を推定することが不可能である．これに対し，本手法では頭
部姿勢推定と同時に頭部変形モデルを構築し，さらにそのモデルの精度を随時向上させるための機構
を実現している．そして，モデルの精度が向上するにつれて，頭部姿勢推定の性能も逐次的に向上す
る．本論文では，本手法により構築される頭部変形モデルに関する評価実験を行い，その実験結果に
ついても報告する．

Real-time Modeling of Face Deformation for 3D Head Pose Estimation
Kenji Oka,†,☆ Yusuke Sugano† and Yoichi Sato†
We propose a new technique for simultaneously executing face deformation modeling and
3D head pose estimation. Previous methods for estimating 3D head pose require a preliminary
training stage for the head model, and cannot start tracking the head pose until this stage is
complete. In contrast, our proposed method can acquire and refine a user’s deformable head
model in parallel with tracking the user’s head pose. This allows progressive improvement in
the performance for the estimation of head pose and face deformation. The improvement has
been successfully demonstrated via some experiments.

て頭部姿勢や表情の推定を行っている2) ．また，顔形

1. は じ め に

状を 3 次元メッシュモデルなどの詳細なモデルで表

人間の頭部姿勢を追跡するための技術はコンピュー

現したうえで，姿勢や変形を推定する手法も提案され

タビジョンにとっての重要な課題の 1 つである．これ

ている3),5),9) ．最近では，Active Appearance Model

までに数多くの研究において 3 次元的な頭部姿勢を推

（AAM）やそれに類似するモデルが頭部変形モデルと

定するための手法が開発されてきた．これらの手法の

して注目されており，頭部姿勢推定だけではなく人物

中には，人間の頭部を剛体と見なしたモデル，すなわ

同定などにも応用されている13) ．これらの変形モデル

ち頭部剛体モデルを利用して頭部姿勢を推定するもの

では顔の変形を的確に表現できるため，顔形状が変化

が多く見られる1),6),12),14),16),18) ．しかし，実際の人

した場合にも安定した推定結果が得られるという利点

間の頭部（顔）は発話や表情変化などのために変形す

がある．一方で，これらのモデルを獲得するためには，

ることが多く，それを剛体と見なすのはあまり現実的

モデル学習用の画像から特徴点を手動で抽出する作業

な仮定ではない．実際，頭部剛体モデルを利用した手

や，ユーザの顔にマーカを貼り付けるなどの煩わしい

法では，顔の変形が起こったときに精度の劣化や追跡

作業を必要とすることが問題である．この問題に対し

の失敗が生じることが大きな問題となっている．

て，入力画像から顔の特徴点を自動的に追跡し，得ら

この問題を解決するために，顔形状の変化を表現す

れた特徴点の動きから顔変形の基底ベクトルを計算す

ることが可能なモデル，すなわち頭部変形モデルを

る手法が提案されている4),7) ．これらの手法では，特

利用した頭部姿勢推定手法がいくつか提案されてい

徴点の手動抽出やマーカの使用などといった煩雑な作

る．Black らの手法では，顔を変形可能部分とそれ以

業が不要であるため，ユーザへの負担が少なくて済む

外の部分とに分割してモデル化し，そのモデルを用い

という大きな利点があげられる．
このように，頭部変形モデルを用いた手法はこれま
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でにも提案されてきたが，これらの手法はある共通の
問題をかかえている．それは，頭部変形モデルを事前
に準備する必要があるという点である．すなわち，頭
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部変形モデルの構築作業を完了するまでは頭部姿勢を

し，3 章では Pose estimation step について説明する．

推定することが不可能である．また，推定結果を用い

その後，4 章で本手法に関する実験結果を示し，5 章

て逐次的に頭部モデルを更新するような機構も備えて

で本論文のまとめについて述べる．

いない．
これに対し本論文では，頭部変形モデルの構築と頭

2. 頭部変形モデルの自動構築

部姿勢の実時間推定を同時に実行するための手法を提

本章では，ユーザ頭部の変形モデルを獲得するため

案する☆ ．本手法では，事前の準備なしに自動構築さ

の手法について説明する．なお，本章は図 1 の Model

れた頭部剛体モデルを用いて，頭部姿勢の実時間推定

construction step での処理に対応する．
本モデル構築手法は，図 2 に示すように，初期化部
（Initialization step ），および逐次更新部（Pose esti-

を開始する．それと同時に，姿勢推定の結果を手がか
りとして頭部の各特徴点の正確な動きを実時間で計測
により，姿勢推定を継続しながらも，新たな頭部変形

mation step，Feature-point recalculation step，Deformation analysis step ）により構成されている．

モデルを構築する．さらに，更新された変形モデルを

まず，初期化部（Initialization step ）では暫定的な

次フレームからの推定に利用することで，姿勢推定と

頭部モデルとして頭部剛体モデルを自動的かつ高速に

それに基づく特徴点の再計測の精度を逐次的に向上さ

構築する（2.2 節）．初期化が完了すると，3 つの段階

せることが可能になる．

からなる逐次更新部に移行する．最初の段階（Pose

する．こうして計測した特徴点の動きを分析すること

本研究の主要な貢献としては次の 3 点があげられる．

(1)

estimation step ）では，入力画像から実時間で頭部姿

特別な事前準備なしに顔変形をともなう頭部姿

勢 pt と顔変形 at を推定する．推定手法の詳細に関

勢運動を実時間で追跡する．

(2)

頭部変形モデルを連続的に更新する．

しては 3 章で述べる．第 2 段階（Feature-point recalculation step ）では，第 1 段階で推定された pt と at

(3)

頭部姿勢と顔形状の推定性能を逐次的に向上さ

を利用して，正確な特徴点位置を再計算する（2.3 節）
．

せる．

最後に，第 3 段階（Deformation analysis step ）で，

本手法で構築した頭部変形モデルによる頭部姿勢推

式 (1) の平均形状ベクトル M̄ と基底形状行列 M を

定性能の向上について評価実験を通して明らかにする．

主成分分析により計算し，at の各要素をパラメータ

本論文で提案する頭部姿勢推定システムの流れは

とする頭部変形モデルを構築する（2.4 節）．

図 1 に示すとおりである．すなわち，ユーザの頭部剛

その後，新たに構築した頭部変形モデルを次フレー

体モデルや変形モデルを構築するための Model con-

ムでの頭部姿勢推定，すなわち，Pose estimation step

struction step と，その頭部モデルと入力画像フレー
ムから頭部姿勢と顔変形を逐次的に推定するための

で使用する．これにより，頭部変形モデルを随時更新

Pose estimation step により構成されている．本章以

に向上させるような機構を実現する．

降，2 章では Model construction step について説明

するとともに，頭部姿勢と顔変形の推定性能を逐次的

2.1 頭部変形モデル
本手法で用いる頭部モデルは K 個の特徴点を持っ
ており，各々の特徴点は 2 つの要素により構成されて
いる．1 つはフレーム t における特徴点の 3 次元座標

図 1 頭部姿勢推定システムの流れ
Fig. 1 Flow of head pose estimation system.

☆

本論文における頭部モデルはユーザ頭部に固定されたモデル座
標系内における特徴点集合として定義され，さらに頭部姿勢は
カメラ位置を基準とした世界座標系からモデル座標系への並進
および回転として定義される．

図 2 頭部変形モデル構築の流れ
Fig. 2 Flow of acquiring deformable head model.
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であり，これはユーザ頭部に固定されたモデル座標系

（Regions Of Interest；ROIs）における画素値 I の微

内での座標として表現される．そして，もう 1 つは特

分係数の和を示す．この行列 D の最小固有値が設定

徴点のテンプレート画像であり，左右カメラに対して

した閾値を超えている点の中から，他の特徴点との距

1 枚ずつ，計 2 枚保有している．ここでは，M t を K
個の特徴点の 3 次元座標で構成された 3K 次元形状

離が十分離れている点を追跡のための特徴点として採
用する．

ベクトルとする．また，TL は左カメラに対する K 個

まず，以上の処理を左カメラからの入力画像に適用

のテンプレートの集合を表すものとし，同様に TR を

して K 個の特徴点を検出する．次に，これらの特徴

右カメラに対するテンプレート集合とする．本論文で

点に対応する点を右カメラからの入力画像中で探索す

使用するモデルは，K = 10 で固定されており，各点

るために，エピポーラ線上でのテンプレートマッチン

は両目の両端と口の両端，両鼻孔，そして両眉の内側

グに基づく探索を行う．こうして得られた K 組の 2

の端点に対応する（図 5 における “+” マーク）．
ここで，頭部モデルの形状ベクトル M t を次式に

次元的な特徴点位置座標から，K 個の特徴点の 3 次
元位置座標を計算する．そして，頭部に固定されたモ

より定式化する．

デル座標系を定義するとともに，モデル座標系内での

M t = M̄ + Mat
(1)
このとき，M̄ は平均形状ベクトル，M は B 個の

顔の 3 次元形状 M を決定する．最後に，この M と

基底形状ベクトルを並べた 3K×B の基底形状行列，

する．以上の処理により頭部モデルの登録が成功した

at は M の B 次元係数ベクトルである．すなわち，

場合のみ，これ以降に述べる変形モデルの逐次更新お

形状ベクトル M t は M の各列に対応する基底形状

よび頭部姿勢の追跡処理に移り，失敗した場合は登録

ベクトルの線形和により表現され，at の各要素が顔

に成功するまでこれら一連の処理を繰り返す．

変形のパラメータとなる5),7),13) ．このように M t を
表現したうえで，B の大きさを制限することにより，
少数のパラメータで顔形状の変化を表現することを可

テンプレート集合 TL ，TR を頭部モデルとして登録

なお，ここで得られる剛体モデルでは顔変形を表す

at を推定するのは不可能である．そこで，この初期
化直後で剛体モデルしか存在しない場合には，at を

的に 5 に設定しており，本手法で用いる顔モデルに対

0 に設定する．
2.3 頭部姿勢の推定結果を用いた特徴点位置の再
計算

しては十分な累積寄与率が得られることを確認してい

本節では，図 2 における Feature-point recalcula-

能とするとともに，頭部変形モデルが不自然に変形す
るのを抑制する効果も与える．本論文では B は経験

る．なお，M̄ と M の計算方法については 2.4 節で
説明する．

tion step について説明する．
正確な頭部変形モデルを構築するためには，各特徴

2.2 頭部モデルの初期化18)

点の正確な 3 次元位置を獲得しなければならない．こ

初期化部では，暫定的な頭部モデルとして，ユーザ

のとき，式 (1) と Pose estimation step で推定された

頭部の 3 次元的な剛体モデルを自動的かつ高速に構築

at を用いて計算される形状 M t の各特徴点位置は，

する．ここでは，オムロン社で開発された OKAO ビ

良い近似にはなりうるが，必ずしも正確な位置と一致

ジョンライブラリを利用する10) ．OKAO ビジョンラ

するとは限らない（図 3）．

イブラリは入力画像から顔と 6 個の顔特徴点（両目の

そこで本手法では，Pose estimation step（3 章）で

両端と口の両端）を検出することが可能である．残り

推定した頭部姿勢 pt と顔形状 M t を参照しながら，

の (K − 6) 個の特徴点（ここでは両鼻孔と両眉の内側

改めて各特徴点の正確な位置を計算する．ここで，M t

の 4 点）については，既知の特徴点位置に対して事前
知識に基づき定めた探索範囲の中から，追跡に適した
画像特徴を持つ点を検出する15) ．具体的には，探索範
囲内の各画素に対して，式 (2) に示すような行列 D
を計算する．

  2
∂I
 ROI ∂x
D=
  ∂I ∂I
ROI

∂x ∂y

 ∂I ∂I 
∂x ∂y 
ROI
 ∂I 2 

ROI

(2)

∂y

ここで，D の各要素はその画素を中心とした窓領域

図 3 特徴点の推定位置と正確な位置
Fig. 3 The estimated position and the true position of a
feature point.

188

情報処理学会論文誌：コンピュータビジョンとイメージメディア

July 2006

をモデル座標系における K 個の特徴点の正確な 3 次

できるようになる．また，頭部変形モデルの更新によ

元位置座標を表す 3K 次元ベクトルとし，以下，M t

り M t が正確な形状に近づくにつれて，より安定し

を真形状と呼ぶ．

て M t を計算することが可能となる．

本手法では，M t

についての誤差関数 Et を定義し，

Et を最小化することによって

M t

を決定する．

以上の定義により得られる Et（式 (3)）を最小化す
ることにより，多くの場合は真形状 M t を正しく決

Et = EtI + EtM
(3)
ここで，EtI は特徴点近傍の見えに関する誤差を表し，
EtM は推定形状 M t を用いた幾何学的な拘束を与え

動に対応する成分が含まれる場合も存在する☆ ．この

る．このとき， は定数であり，本論文では経験的に

デルを用いて頭部姿勢を推定した場合，頭部剛体運動

2000 に固定している．なお，最小化の方法は Gokturk

と顔変形を適切に分離することが不可能になる．そこ

らの手法

7)

と同様であるため，計算の詳細については

そちらを参照されたい．以下，EtI

と

EtM

について具

定することができる．その一方で，M t の中に剛体運
成分を除去せずに頭部変形モデル構築し，その頭部モ

で，M t に含まれる剛体運動成分を除去するために，
次のような処理を用いる13) ．まず，M 1 から M t−1


までの平均形状 M̄ を計算する．その後，M t と M̄

体的に説明する．



まず，EtI を定義する前に，EtI で使用する関数 Ph

の対応する点どうしの距離の 2 乗和が最小になるよう

を定義する．これは，頭部姿勢 pt に応じた並進や回

に，M t に 3 次元的な並進と回転を適用し，その結

転を真形状 M t に適用したのち，M t の各特徴点を

果を改めて M t として定義する．以上の方法により，

画像平面 h に投影する関数である．

M t に剛体運動成分が含まれる場合には，その大部分

Ph (pt , M t )

を除去することが可能である．しかしながら，M t が

m h,t =
(4)
ここで，m h,t は K 個の投影点の 2 次元座標で形成
される 2K 次元ベクトルである．

正しく計算されている場合には悪影響を及ぼす可能性

また，K 次元輝度ベクトル I h
t (m h,t ) についても

る場合，ここでは M t と M t との距離が一定の閾値

もある．それゆえ本手法では，この処理が必要とされ

定義する．このとき，I h
t (m h,t ) の k 番目の要素は，

を超えた場合のみ，以上の処理を適用するものとする．

入力画像 Ith における m h,t の k 番目の 2 次元座標

2.4 主成分分析による頭部変形モデルの構築
本節では，図 2 の Deformation analysis step とし
て，2.3 節で獲得した真形状 M t をもとに平均形状ベ

での輝度を表す．
これらの定義を用いて，EtI を次のように定義する．

EtI =

 

ρ||I ht (m h,t ) − I ht−1 (m h,t−1 )||2

ROI
h∈{L, R}

クトル M̄ と基底形状行列 M を主成分分析を用いて
計算する．特に本手法では，個々の入力データに対して
高速かつ増分的に基底行列を計算することが可能な主

+||I ht (m h,t )

−

I h1 (m h,1 )||2

ここで，式 (5) の第 1 項は，現在の画像

(5)
Ith

中の K

h
個の注目領域と直前の画像 It−1
中の注目領域との見

えの誤差を表す標準的な誤差関数である．一方，第 2

成分分析手法，Candid Covariance-free Incremental

PCA（CCIPCA）17) を使用する．
本手法で正確な頭部変形モデルを構築するためには，
できるだけ信頼性の高いデータを使用する必要がある．
そこで，推定姿勢 pt から判断して，ユーザがカメラ

項は現在の画像 Ith 中の注目領域と追跡開始時の画

の方を向いている場合の M t だけを分析対象として

像 I1h 中の注目領域との見えの誤差を表す．この項は，

使用する．この場合には，ユーザが横を向いている場

Gokturk らの手法7) でも使用されており，特徴点のド
リフトを回避する効果が報告されている．また，ρ は

合と比較して，特徴点追跡に成功している可能性が高

第 1 項と第 2 項の間の比率を表す．現在は経験的に，

に，このフレームまでに得られた M t の平均ベクト

ρ を 4 に，注目領域の大きさを 16 × 16 画素に設定し

ル M̄ を計算する．次に，M t と M̄ との間の距離を

ている．

計算し，その距離が一定以上であるという条件を満た

次に，Et のもう一方の項

EtM

について定義する．

これは，推定形状 M t の各点の近傍領域で真形状

M t

=

||M t

− M t ||

2

す場合にのみ，M t を CCIPCA への入力とする．こ
のような条件は，M t が変形に関する情報を有してい
るかどうかを判断するために必要となる．

の各点を探索するための項である．

EtM

いためである．このような M t に対して，まず最初

(6)

この項の導入により，ユーザの頭部姿勢が大きく変
化した場合であっても，特徴点を見失うことなく追跡

☆

その多くは，Pose estimation step における頭部姿勢 pt の
推定誤差が原因である．
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以上で適用した CCIPCA の結果，複数の基底ベク
トルが得られる．これらの基底ベクトルのうち最初の

(i)

st = st−1 + τ v t−1 + ω

(7)

B 個のベクトルを横に並べたものを 3K×B 基底行

この動作モデルでは隣り合うフレーム間での頭部姿

列 M として定義する．このとき，CCIPCA により

勢の変化が等速直線運動に従うことを仮定している．

得られた固有値の平方根を大きい順に B 個並べた B

st−1 は {(st−1 ; πt−1 )} の中から選択された仮説であ

次元ベクトル µ も定義する．µ の各要素は，顔変形

り，τ はフレーム間の時間間隔，v t−1 は直前のフレー

パラメータである at の各要素の標準偏差に対応する．

ム t − 1 で計算されている状態ベクトル x の速度，ω

それゆえ本手法では，後に述べるシステム雑音の分散

はシステム雑音である．

や仮説の重みの決定に µ を使用している．

(i)

(i)

(i)

このとき ω の分布によって仮説 st

の拡散の性質

3. 頭部変形モデルを用いた頭部姿勢推定

が決定されるが，本手法では (6 + B) 次元ベクトル

本章では，頭部変形モデルと左右 2 台のカメラ☆ か

ガウス雑音としている．そして，これら (6 + B) 個の

らの入力画像を用いて，3 次元的な頭部姿勢を実時間

T T
各要素の分散を並べたベクトル ς = (ς T
p , ς a ) に関し

ω の各要素を，それぞれ固有の分散を持つ平均が 0 の

で推定するための手法を説明する．なお，本章は図 1

て，頭部姿勢パラメータに対応する部分である ς p と

の Pose estimation step での処理に対応する．

顔変形パラメータに対応する部分である ς a のそれぞ

3.1 パーティクルフィルタによる頭部姿勢と顔形
状の推定

れについて異なる手法で値を決定している．ς p に関

本手法における頭部姿勢推定は先行研究18) に準ず

る．このような制御により，姿勢推定の精度を高く維

るものとし，ここでは各入力画像フレーム t に対して

持するとともに，ユーザの突発的な動作にも高い追従

T T
(6 + B) 次元状態ベクトル xt = (pT
t , a t ) を推定す

性で追跡することが可能となる18) ．一方，ς a に関し

る．このとき，pt は世界座標系からモデル座標系へ

ては，顔変形パラメータ at の標準偏差に対応するベ

しては，状態ベクトルの速度に応じて適応的に制御す

の並進と回転を表す 6 次元頭部姿勢ベクトルである．

クトル µ を用いて ς a = κµ とする．µ の計算方法

姿勢推定にあたっては，2.1 節で述べた頭部変形モデ

については 2.4 節で述べたとおりである．なお，κ は

ルとパーティクルフィルタを利用する．

経験的に 0.5 に設定している．

パーティクルフィルタ8) では，状態ベクトルの確率
密度関数を離散的な重み付きの仮説群により表現する．
(i)

(i)

(i)

次に，新たな仮説 st

(i)

に対応する重み πt

を決定

する．これは仮説と入力画像との一致度を示す量で

本手法で用いる仮説群 {(st ; πt )} (i = 1 . . . N ) は，

あり，各カメラからの入力画像に対する仮説の一致度

(6 + B) 次元状態空間内の N 個の仮説 st と，各仮
(i)
説に対応する重み πt で構成される．これにより，こ

Nh (st ) をもとに，式 (8) のような関数により計算さ
れる．

(i)

(i)

の仮説群は任意の非ガウス性の確率密度関数を近似す
(i)

ることが可能となる．
推定の流れを図 4 に示す．まず，直前のフレーム
(i)

(i)

πt ∝ exp

(i)

t − 1 の仮説群 {(st−1 ; πt−1 )} と式 (7) の表す動作モ
デルを用いて新たな仮説を N 個生成する．

· exp

−

2

2σ 2

B
1
−
2



(i)

ct =

2K − ct

b=1

(i)

at,b

2

(8)

µb

(i)

Nh (st )

(9)

h∈{L,R}
(i)

ここで，ct

は式 (9) に示すようにすべてのカメラに
(i)

おける評価値 Nh (st ) の和であり，−2K と 2K の
(i)

間の値をとる．式 (8) の第 1 項はこの ct
図 4 頭部姿勢と顔変形の推定の流れ
Fig. 4 Flow of estimating head pose and deformation.

関数により評価したもので，標準偏差 σ は経験的に

3.0 に設定している．一方，第 2 項は顔変形パラメー
(i)

タ at
☆

をガウス

についての関数であり，これを乗じることで

モデルが過度に変形しないように拘束を与えている．
本論文ではカメラを 2 台用いる場合について説明するが，この
台数は理論的な拡張なしに増設することが可能である．また，こ
れらのカメラはあらかじめ校正済みである．

(i)

(i)

このとき，at,b は at

の b 番目の要素，µb は µ の

b 番目の要素である．以上の計算を行ったうえで，合
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(i)

計が 1 になるよう πt

化をあまりともなわずに顔形状を中心に変化するもの

を正規化する．

なお，ここで用いられる評価関数

(i)
Nh (st )

は次の

(i)
ように定義される．まず，仮説 st が与えられたと
(i)
(i)
き，st の形状成分にあたる at と式 (1) を用いて
(i)
頭部モデルの形状を変形し，次いで，st の姿勢成分
(i)
である pt によって変形後のモデルを移動する．そ

の後，この頭部モデル上の K 個の 3 次元特徴点をカ
メラ h からの入力画像フレーム

Ith

に投影し，その投

である．そこで，両方の型に効率良く対処するために，
まず，全仮説の半分には式 (7) のうち姿勢成分の変化
だけを適用し，残りの半分には式 (7) の顔変形成分だ
けを適用する．その後，式 (9) と式 (8) によって仮説
(i)

(i)

の重みを決定し，新たな仮説群 {(st ; πt )} を得る．
(i)
(i)
さらに，{(st ; πt )}

に対して通常のリサンプリング

処理，すなわち，頭部姿勢と顔変形を合わせた全体的

影点周辺の画像とテンプレート集合 Th の中の対応す

な状態空間の中での仮説の再生成・重み付けを行う．

るテンプレートとの間のマッチングスコアを正規化相

以上の処理により得られた {(st ; πt )} は，状態ベ

関により計算する．このマッチングスコアを K 個の

クトル xt の確率密度関数を比較的少量の仮説で効率

(i)

(i)

(i)

投影点について計算し，それらの和を Nh (st ) の出

良く表現できる．また，頭部姿勢運動と顔変形が同時

力値とする．

に発生した場合についても，上記のリサンプリング処
(i)

(i)

最後に，仮説群 {(st ; πt )} を用いて，現在の姿
勢 pt と顔変形 at を表す状態ベクトル xt を計算す
る．ここでは，重みが最大となる仮説の近傍に属する
仮説集合の加重平均により xt を求める．



(i)
wt

=

(i)

if ||st − st

0

else

N

(i)

i=1

N

xt =

(M )

このとき，st

(M )

1

(i)

|| < d

4. 評 価 実 験
実験では，Intel Pentium4 3.0 GHz と Windows XP
を搭載した汎用 PC を 1 台使用した．入力画像として，

π wt
i=1 t

2 台の IEEE1394 カメラにより取り込まれた 640×480
画素の画像を使用した．また，画像テンプレートの大

は最大の重みを持つ仮説である．現

きさは 16 × 16 画素，パーティクルフィルタの仮説の

(i)

(i)

(11)

在のところ，d の値は経験的に決定している．
また，次の画像フレームでの姿勢推定のために xt
の速度 v t を計算しておく．

vt =

いる．

提案手法の性能を評価するために実験を行った．本

(10)

(i)

st πt wt

理の適用により，うまく対処することが可能となって

xt − xt−1
τ

総数は 1,000 であった．このとき，本システムは毎秒

30 フレームで動作した．
本実験で用意した画像列では，ユーザが頭部を動か

(12)

しながら顔の変形を時折行っている．この画像列は 60
秒（1,800 フレーム）分のデータで構成されている．こ

v t の要素のうち，顔変形に対応する最後の B 個の要

のうち最初の 120 フレームでは，初期化時に自動的

素は 0 に設定する．これは，顔変形のパラメータの変

に獲得される頭部剛体モデルを用いて頭部姿勢を推定

化は等速直線運動の仮定には十分に適合しないためで

した．これは，姿勢推定の開始直後は，CCIPCA に

ある．

よって計算される基底行列 M の信頼性が低いため

3.2 Halfway Partitioned Sampling
(i)
(i)
3.1 節で述べた手法により新たな仮説群 {(st ; πt )}

である．その後の残り 1,680 フレームでは，逐次的に

を得ることは可能である．しかし実際には，高次元状

推定した．なお，この 1,680 フレームのうちの最初の

更新される頭部変形モデルにより頭部姿勢と顔変形を

態空間中の確率密度関数を限られた数の仮説でより

約 1,100 フレームでは，ユーザは口の開閉やしかめ面

効率良く近似するために，partitioned sampling 11)

といった顔変形を行いながら頭部運動を行っている．

と似た考え方を用いて仮説の生成・重み付けを行い，

これに対し，残りの約 600 フレームでは，ユーザは顔

(i)

(i)

{(st ; πt )} を決定する．ここでは，この仮説の更新

変形をほとんど行わずに頭部の剛体運動だけを行って

手法を halfway partitioned sampling と呼ぶことと

いる．

し，その概要を以下に説明する．

また，上記の推定結果と比較する目的で，同じ 1,800

ユーザの動きを注意深く観察すると，人間の頭部姿

フレームに対して，頭部剛体モデルを用いた頭部姿勢

勢や顔形状の変化は大体 2 種類の型に分類できること

推定も行った．この頭部剛体モデルは，2.2 節で述べ

が分かる．1 つは顔の変形をあまりともなわない頭部

た初期化部の処理により構築されたものであり，変形

姿勢の剛体的な変化であり，もう 1 つは頭部姿勢の変

モデルを用いる実験の最初の 120 フレームで使用する
ものと同じモデルである．このようにして得られた 2
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図 5 頭部姿勢推定の結果画像．左列は頭部剛体モデルを用いた推定結果，右列は頭部変形モデ
ルを用いた推定結果
Fig. 5 Resulting images with rigid or deformable head model.

種類の頭部姿勢推定結果を比較した．

相違が見られる．図 5 の推定結果画像と図 6 中の対

図 5 に頭部姿勢推定の結果画像を示す．この図に

応するフレームでの推定結果を考慮すると，頭部変形

は，推定された頭部姿勢に対応するモデル座標軸と，

モデルを用いた方がより正しく推定できていることが

推定された顔形状 M t を画像平面に投影した点が描

分かる．すなわち，頭部変形モデルは，剛体モデルと

かれている．図の左列が頭部剛体モデルを用いた場合

は異なり，顔形状の変化に対して適切に対処可能であ

の結果画像，右列が頭部変形モデルを用いた場合の結

ることが示された．一方，残りの約 600 フレームでは

果画像である．これらの結果画像から，提案手法によ

両方の推定結果がほぼ一致している．このことから，

り得られた頭部変形モデルが顔変形への対処に大きく

頭部変形モデルが不要な顔変形をともなうことなく，

貢献していることが分かる．

正しく頭部剛体運動を推定できていることが分かる．

さらに，図 6 には頭部剛体モデルと頭部変形モデル

また，図 6 中最下部のグラフは，頭部変形モデル

をそれぞれ用いた場合の推定結果のグラフを示す．こ

で用いる基底形状ベクトルに対応する 5 個の固有値の

の図において，細い線は剛体モデルを用いた場合の推

累積寄与率を示す．累積寄与率は，低次元のモデルが

定結果であり，太い線は変形モデルを用いた場合の推

データ全体の情報をどの程度まで表現できるかを示す

定結果である．この図を見ると，第 121 フレームから

1 つの目安である．本手法のように CCIPCA を用い
て基底を更新する場合，新たな変形情報が得られると

第 1200 フレーム付近までは両方の推定結果に明確な
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図 6 頭部剛体/変形モデルを用いた頭部姿勢推定の結果．x は水平方向，y は鉛直方向，z は
深さ方向の運動であり，roll は z 軸回り，yaw は y 軸回り，pitch は x 軸回りの回転
である．下は変形モデル基底の累積寄与率を示す
Fig. 6 Estimation results with rigid or deformable head model.
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データのばらつきが大きくなるため一時的に累積寄与

（課題番号 13224051）の助成により行った．また，本

率は低下するが，学習による基底の更新を繰り返すこ

研究の一部にはオムロン株式会社の顔検出・顔器官検

とで累積寄与率は上昇し，再びデータ全体を表現する

出技術を利用した．

ことが可能になる．実験では追跡開始直後に一度大き
く累積寄与率が低下しているが，その後の学習により

600 フレーム（20 秒）程度で 80%近くまで回復して
いることが分かる．

5. お わ り に
本論文では，ユーザ頭部の 3 次元姿勢の実時間推定
と同時に，そのユーザの頭部変形モデルを自動的に構
築するための手法を提案した．本研究の主な貢献は以
下の 3 点にまとめられる．

(1)

特別な事前準備なしに顔変形をともなう頭部姿
勢運動を実時間で追跡する．

(2)
(3)

頭部変形モデルを連続的に更新する．
頭部姿勢と顔形状の推定性能を逐次的に向上さ
せる．

本手法で獲得した頭部変形モデルによる頭部姿勢推
定性能の向上については実験的に証明された．なお，
本研究は，頭部変形モデルの構築と頭部姿勢の推定を
実時間で同時に実行することを試みた最初の研究例で
あると考えられる．
本手法の特徴として，それまでの追跡中に起こった
変形に対してモデルを拡張して対応することが可能で
ある，という点があげられる．したがって，ユーザご
との変形の特徴を効率良くとらえた柔軟な追跡が可能
になり，起こりうるすべての変形を含むような学習用
データを用いて事前に変形モデルを構築することが難
しいような場合には大変有効な手法であるといえる．
しかしその一方で，追跡の中で初めて見られる変形に
対する表現力は乏しく，極端に大きい変形には対応で
きない場合も考えられる．また，モデル構築の正確さ
には特徴点位置の再計算精度も大きく影響するが，特
徴点の変動から変形による成分だけを厳密に抽出する
のは非常に難しい問題である．姿勢変動と変形の厳密
な切り離しを実現することで，モデルだけでなく頭部
姿勢に関してもより正確な評価が可能になるといえる．
今後の課題として，こうした問題に対応することでさ
らなる追跡精度の向上を目指すことがあげられる．さ
らに，表情推定手法への拡張に向けて，顔変形の基底
ベクトルの表現方法や使用する特徴点の増加について
も検討を進める予定である．
謝辞 本研究の一部は，文部科学省科学研究費補助
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