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一人称ライフログ画像からの顔検出に基づいた社会活動計測
奥野 茜1,a)

角 康之1

概要：本研究では，一人称ライフログ画像に含まれる顔を検出して，カメラ装着者の社会活動を計測する
手法を提案する．長期的な一人称ライフログ画像に含まれる顔情報に着目することで，カメラ装着者の人
との関わり，時間，空間の継続性を測ることができ，社会活動のパターンや社交性の推定ができると考え
る．研究交流会と日常生活の際に記録されたデータを用いて，カメラ装着者の社会活動量の計測と，その
社会活動状況の分類を行なった．顔の個数・顔の大きさ・顔の時間継続性をそれぞれ，人数・人との距離
感・人との対話持続性と解釈し，人との距離感と対話持続性を考慮したものを会話への参与レベルとして，
社会活動量を求める式を作成した．人数・人との対話持続性をもとに以下の 4 つの社会活動状況を定義し，
分類した（1．一対一対話，2．多人数対話，3．少人数検出，4．多人数検出）
．顔検出と計算式に基づいて
得られた結果から，社会活動の勢い（分速）と動画の書き起こし内容の比較，複数人の社会活動総量の比
較，カメラ装着者同士の対面対話場面の比較の 3 つについて評価・考察した．カメラ装着者の一人称ライ
フログ画像の顔検出結果をもとに，カメラ装着者の社会活動量の計測と状況の分類についての考察，さら
に，会話への参与レベルの変化，社交性を推定することの可能性を議論する．
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との距離感と対話持続性を考慮したものを会話への参与レ

1. はじめに

ベルとして求める．顔の大きさ・顔の時間継続性をそれぞ

歩数計は，最初は単純に歩数を数えるだけであった．し

れ，人との距離感・人との対話持続性と解釈する．3）カメ

かし，単純に歩数を数えることから，大体の活動量を知る

ラ装着者の社会活動量を求める．4）人数・人との対話持続

ことが可能になり，活動量を増やす動機付けも高めた．ま

性をもとに，カメラ装着者の社会活動状況を分類する．5）

た，加速度センサからの行動判別の高度化 [1] やクラウド

カメラ装着者の会話への参与レベルの変化，社交性を推定

化によって，より詳細な行動記録や振り返りを可能にしつ

することの可能性を議論する．

つある．我々は，その社会活動版を行う．
社会活動の中で，顔は重要なコミュニケーションツール
として機能している．例えば，心の窓としての顔，コミュ
ニケーションメディアとしての顔，存在としての顔，文化
としての顔などがある [2]．歩数計の発展を参考にして，以
下のような研究目標を設定する．

1）一人称視点である連続した画像集合のライフログであ
る一人称ライフログ画像 (図 1) から顔を検出し，顔の個数
から人数判定を行う．顔の個数を人数と解釈する．2）人
1
a)
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図 1

一人称ライフログ画像
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2.2 プライバシーの問題と社会的受容性に関する研究

2. 関連研究

上 記 で 挙 げ た Olguin, D.O., et al. の Sociometric

2.1 社会的インタラクションの計測，定量化に関する研究

badges[3] は，音声情報を使用する際には，プライバシーを

個人および集団の行動パターンを理解するために，Ol-

守るために言語自体は使用せずに，興味，興奮などの非言

guin, D.O., et al. は人の行動を計測，分析するウェアラブ

語的な信号を使用している [10]．そのため，プライバシー

ル機器である「Sociometric badges」を開発した [3]．So-

の問題を考慮した設計となっており，社会的受容性の観点

ciometric badges には，MIT メディアラボの研究グループ

で優れていると考える．また，正井らの AﬀectiveWear[9]

が社会的コンテキストの様々な側面を計測するために開発

は，社会受容性に配慮したデバイスの設計を行なっており，

したプラットフォームが複数実装されており，IR センサ

取得するライフログは，メガネ装着者自身のデータとなっ

を用いた対面対話の計測 [4]，加速度センサを用いた日常行

ている．このように，ウェアラブル機器を使用してライフ

動の識別 [5]，Bluetooth 対応の携帯電話を用いた人との物

ログを取得する際には，プライバシーの問題と社会受容性

理的な近さの計測 [6] などを可能としている．この手法で

が課題となる．

は，様々な手段から複数の社会的インタラクションの計測

ウェアラブルカメラのプライバシーの問題と社会的受容

をし，定量化している．本研究では，近年，発達している

性については，既にいくつか研究されており，Hoyle, R.,

カメラセンシングの技術を用いて，人の会話への参与レベ

et al は一人称視点映像のライフログから得られるデータに

ルの変化，社交性を推定するために，カメラ装着者の社会

対して，自動的に共有されるのではなく手動でアップロー

的インタラクションおよび社会活動を計測し，定量化する．

ドするなど，適切な設定を用いることで快適性が変わるこ

Fathi, A., et al. は一人称映像を用いた社会的インタラ

とを示している [11]．また，問題について光を当てること

クションの検出と認識について，奨励的な結果を示してい

でライフログを取得する人がプライバシーを管理し，周囲

る [7]．一人称映像に写り込む顔を 3D 空間に移し，それら

の人のプライバシーを尊重するためのアプローチが得られ

の位置と向きを推定することで，カメラ装着者の周囲の顔

るとも述べている．本研究では，ウェアラブルカメラによ

の位置をもとに社会的インタラクションの特徴を得ること

るセンシングを前向きに捉えて，開発を進める．

を可能としている．本研究では，カメラ装着者の周囲の顔
の個数，顔の大きさ，顔の時間継続性をそれぞれ，人数・
人との距離感・人との対話持続性と解釈して社会的インタ
ラクションおよび社会活動を計測する．

3. 一人称ライフログ画像
一人称ライフログ画像には，図 1 のようにカメラ装着者
の周囲に存在する人の顔が写り込む．図 2 のように，カメ

木下らは，カメラ装着者の一人称映像に写り込む会話風

ラを装着して一人称ライフログ画像を取得する．今回は，

景・盛り上がり・興味の 3 つを楽しさ場面として定義し，

違和感のない自然なデータを取得できるように，頭部では

盛り上がりと興味の 2 つの検出を行い，楽しさ場面判定を

なく，胸部付けてカメラを装着するとした．アクションカ

行なっている [8]．そして，判定結果に基づいて得られた静

メラである GoPro を使用している．連続撮影モードで 1

止画のユーザに与える感情的作用および妥当性を評価して

秒または 10 秒おきに撮影し，動画撮影モードでは，後に

いる．本研究では，人数・人との距離感・人との対話持続

1 秒あるいは 10 秒おきに連番画像を切り出し画像集合と

性の 3 つを社会活動場面として定義し，顔の検出を行い，

する．

社会活動状況の判定を行う．そして，研究交流会と日常生
活のデータを用いて判定結果に基づいて得られる結果の印
象を評価・考察する．
一方，正井らは装着者の表情を識別するメガネ型のウェ
アラブル機器「AﬀectiveWear」を開発し，日常的な感情把
握を行い，記録・解析をすることが可能であることを示し
ている [9]．この手法では，メガネ装着者の目元の皮膚変形
の特徴をもとに，表情を記録することで，メガネ装着者の
知性，健康状態，社会性などについての洞察を得ることが

図 2

できるとしている．本研究では，カメラ装着者の一人称ラ

一人称ライフログ画像を取得する様子

イフログ画像に写り込む周囲の人の顔検出をもとに，装着
者の日常的な社会活動量の計測，状況の分類を行い，さら
に．カメラ装着者の会話への参与レベルの変化，社交性を
推定することの可能性を議論する．
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し，n を人数とする．例えば，i が 100，a が 3，n が 3 の

4. 顔検出に基づいた社会活動計測

とき，100 フレーム目における 3 人のうち 3 人目の計算を

本研究は，一人称ライフログ画像の顔検出結果をもとに，

行い，人との距離感を測定し，フェイストラッキングされ

カメラ装着者の社会活動量の計測と状況の分類を行う (図

ていたときには対話持続性の測定値を与えて，2 つを掛け

3)．カメラ装着者の会話への参与レベルの変化，社交性を

合わせた会話への参与レベルを求める．つまり，カメラ装

推定することを目的とする．この章では，顔検出結果をも

着者の会話への参与レベルが積み重なったものが社会活動

とに社会活動量を求める方法と，社会活動状況を分類する

量である．

方法について述べる．

f (i) =

a


(会話への参与レベル)

n=1

4.4 社会活動状況の分類
人数判定と会話の持続性判定をもとに，以下の計 4 つの
状況を定義した．

( 1 ) 一対一対話：1 つだけ ID 付きの顔検出あり
( 2 ) 多人数対話：2 つ以上 ID 付きの顔検出あり
( 3 ) 少人数検出：1 つだけ ID 無しの顔検出あり
( 4 ) 多人数検出：2 つ以上 ID 無しの顔検出あり
図 3

上記の 1，2 の状態を，対面対話の状況であると解釈する．

社会活動計測の概要

図 4 のように，社会活動状況の状態は遷移する．初期状態
は独りであると解釈する．

4.1 人数判定
顔検出された顔の個数を，カメラ装着者の社会的インタ
ラクションに対する人数とする．

4.2 会話への参与レベル
人との距離感 (1) と対話持続性 (2) を掛け合わしたもの
を会話への参与レベルとする．
会話への参与レベル = 人との距離感 × 対話持続性

4.2.1 人との距離感判定
顔検出された顔の大きさを画像の解像度で割り，百分率
としたものを人との距離感とする．人数は n とする．
人との距離感 =

顔の大きさ
× 100
解像度

(1)

4.2.2 対話持続性判定
フェイストラッキングをされた顔に ID を割り当てる．
この時，同一人物との対面関係が，ある程度継続しており，
対面対話が成立していると解釈する．対話持続性が継続し

図 4

ているフレーム数を j とする．対話持続性がない場合は，

社会活動状況の状態遷移図

j を 0 とする．持続性がある場合は，フレームごとに j は
1 増加する．これは，対面対話が持続しているということ
は，会話への参与レベルは高まっているはずであると仮定
し，時間の重み付けをしている．
対話持続性 = 1 +

j
10

(j > 0)

4.5 フレームワーク
今回は，オープンソースである OpenFace[12] を用いた．
顔検出とフェイストラッキング部分に，dlib ライブラリが

(2)

用いられている．顔検出には，hog 特徴と SVM で既に学
習されているモデルが用いられている．フェイストラッキ

4.3 社会活動量の計測

ングには．ロバストな視覚追跡のための正確なスケール推

人数と会話への参与レベルをもとに社会活動量を計測す

定が用いられている [13]．本研究では，これらの技術を用

る．i をフレーム番号とし，a を一画像中の人数の合計と

いて得た数値をもとに，社会活動量の計算を行う (図 3)．

Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan

― 1173 ―

表 1 カメラ装着者の接近記述に対応する計測結果

5. 研究交流会に参加した人の社会活動計測

時間

記述

14:12:20

少し近づいてから一歩ほど後ろに下がる

研究交流会に参加した人の一人称ライフログ画像をもと

14:12:40

少し近づく

14:16:00

発表者とポスターの方へ少し近づく

に社会活動計測を行なった．比較的短い時間に会話の出入

14:16:40

ポスターに近づく

1.955

1.543

14:21:20

発表者に近づく

1.955

1.836

りが多く，様々な種類の社会活動が計測できると考えたか

社会活動量

勢い

0

0.6624

0

0.6624

1.955

1.543

らである．計測は，10 秒おきに行なった．

カメラ装着者は，最初は，ポスター発表者の話を聞いて
おり，その後に頷きが増え，質問をするに至り，発表者側

5.1 社会活動計測結果と書き起こし内容の比較
今回は，人との距離感が近く，対話持続性があるほど，

へ近づき，その後も持続した対面対話をして，最期にその

その人は会話へ参与しており，社会活動量は高いと仮定し

場を離れた．持続的な対面対話を行う前に，物理的に対話

て計算式を作成している．その計測結果と書き起こし内容

相手の方へ近づいていた (表 1)．次に，計測した結果をカ

との比較をした．

メラ装着者と対話相手の「相づち」と「頷き」をもとに評

5.1.1 対話相手に近づく行為について

価・考察する．

カメラ装着者 1 名の約 20 分間における場面の社会活動

5.1.2 両者の相づち・頷きについて

量を求め，1 分間における社会活動量の総量の平均を，勢

一人称視点映像をもとにカメラ装着者と対話相手の発話

いとして算出し，2 次多項式近似をした (図 5 の上図)．ま

内容と身体的動作について書き起こしたテキストデータか

た，一人称視点映像をもとにカメラ装着者の発話内容と身

ら，カメラ装着者の相づち「うん」
「はい」，対話相手の相

体的動作について書き起こしたテキストデータから，
「近づ

づち「はい」
，頷き箇所（
「そうですね（頷き）
」
「あー（頷

く」などと記述している箇所 (表 1) を接近場面として社会

き）」など）の回数を 10 秒おきに数えた (図 6)．相づちは

活動量のグラフに描写した（黄色：図 5 の下図）
．また，書

「聞いている信号」
「理解しているという信号」の機能だけ

き起こした発話が互いにやりとりされている時間のフレー

を持つのではなく，聞き手が中心となり談話の型を決める

ムを対面対話場面として，グラフに描写した（背景薄色）．

のにも役に立っており，
「同意」
「感情の表出」
「発話権の要
求」などが談話の流れや談話の型を決定づける重要な要素
である [14]．また，頷きは相づちの一つの種類であり，話
し手と聞き手の両者によってターンを調節している [15]．
そのため，カメラ装着者と対話相手の相づちが多いほど社
会的相互作用が盛んであり，社会活動量は多いと考えた．

図 6

カメラ装着者と対話相手の相づち・頷き回数の分布

図 7 両者の相づち・頷き回数

前半はカメラ装着者の相づち・頷きが多く，後半は対話
相手の相づち・頷きが多いが，全体的に両者とも入り混
図 5

社会活動の勢いと，実際の対話場面，接近場面

じっていた (図 6)．両者の相づち・頷き回数を求め (図 7)，
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図 9

参加者の社会活動総量

図 8 参加者の社会活動総量と分類結果

社会活動量との相関関係を調べたが，無相関 (≒ 0.125) で
あった．図 5 の上図の社会活動の勢いと照らし合わせる
と，対面対話の掴み始めの約 5 分間 (14:10-14:15) の結果が
異なっていることが分かった．図 6 から，前半は両者の相
づち・頷き回数の差が大きいが，後半に進むにつれ差は小
さくなることが分かる．今後，会話への参与レベルを，カ
メラ装着者自身の印象に重きをおくか，対話相手の印象と
の整合性に重きをおくか検討する必要があると考える．

5.2 複数人の社会活動総量の比較
上記の研究交流会とは別日に得られたデータをもとに，参
加した 8 名（A,B,C,D,E,F,G,H）の社会活動計測を行なっ
た．約 2 時間のセッションが 3 日間行われ，2 日目，3 日
目にデータを取得した．2 日目では，G が発表者，その他
が聴講者であり，3 日では，C,E が発表者，その他が聴講
者であった．

5.2.1 社会活動総量と内訳の個人差について
参加者 8 名の 2 日目と 3 日目の社会活動量を計測し，社
会活動状況を分類した (図 8)．円グラフの大きさは社会活
動量の総量を反映している．役割が発表者であるカメラ装
図 10

着者の社会活動量が高く，多人数対話の割合が多くなって
いた．一方，両日，聴講者として参加した人の社会活動総
量の平均値は似た結果となった．このことから，カメラ装
着者の役割によって社会活動量，つまり会話への参与レベ
ルが異なっていたことが考えられる．しかし，社会活動状
況の内訳に関しては，A,H が似ている他は，少し異なって
いた．総量としては同じような結果であっても，その内訳
に特徴があると言える．
図 9 は 2 日目，3 日目の社会活動総量と 2 日間における
変動量である．図 10 はカメラ装着者の C,G の社会活動量
とその実際の場面である．カメラ装着者の C,E,G の 3 名は

2 日間に渡って異なる役割となっており，変動量が多かっ
た．その中でも C,G について比較する．E に関しては，3
日目の発表する対象（カメラ装着者の対面対話相手）が VR
体験者であったことから，対面対話が困難になり社会活動
量があまり高い結果にはならなかったと考える．

カメラ装着者の C,G の社会活動計測結果

ない近距離の対面対話が盛んに行われたと考えられる．一
方，C に関しては，全体的に持続しているが少し距離のあ
る対面対話が盛んに行われたと考えられる．同じ発表者で
あり総量が似ていても，その内訳が異なっていることが分
かった．
聴講者として参加したカメラ装着者（2 日目：C, 3 日目：

G）は，それぞれ異なる社会活動を行なったことが読み取
れる．C に関しては，他の聴講者として参加していたカメ
ラ装着者と会っていた．一方，G に関しては，多人数対話
をしていたが，システムの体験によるものであった．この
ように，研究交流会というイベントに参加するにあたって
社会活動量が影響される場面と，C のようにカメラ装着者
自身の社交性の両方に特徴があることが考えられる．
今回は，研究交流会に参加した 8 名の社会活動量総量の
比較を行い，カメラ装着者自身の状況について考察した．

5.2.2 発表者・聴講者としての社会活動の比較
図 10 から，発表者として研究交流会に参加したカメラ
装着者（2 日目：G, 3 日目：C）は，多くの人と対面対話を
行なったことが読み取れる．G に関しては，あまり持続し

カメラ装着者の会話への参与レベルの変化，社交性の推定
を行うにあたって，身の置かれた状況と，当人の特徴の両
方について考える必要があることが分かった．
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図 11

学生と教員の日常生活における社会活動計測結果

い状況であったと考える．このような対面対話の非対称性

6. 日常生活における社会活動計測

には，カメラ装着者の身を置く環境や立場，役割が関係し

カメラ装着者は学生 1 名，教員 1 名とし，10 時 40 分頃
から 22 時 40 分頃の間，大学構内，飲食店内において約 12

ていると考える．しかし，カメラ装着者自身の対応，社交
性によって結果が異なってくると考える．

時間の一人称ライフログ画像を取得した．日常における自
然な社会活動が計測できると考えたからである．本実験で

6.2 疲れやストレスを感じる社会活動，生じる行動

は，長時間の記録を大量にするために，動画撮影モードで

上記において，対面対話をする場面で，様々な状況があ

はなく連続撮影モードで撮影し，社会活動計測は，1 秒お

ることを確認した．長時間に渡って多くの人と対面対話を

きに計測した．参加した学生と教員は，同じ研究室内の人

すると疲れたり，ストレスを感じることがある．しかし，

である．

身を置く環境や立場，役割あるいは社交性によって，気づ
かずに過ごしてしまい，その後に疲れやストレスを感じる

6.1 カメラ装着者同士の対面対話場面の比較

ことが多々あると考える．そして，誰とも会わずに過ごし

日常生活におけるカメラ装着者 2 名の一人称ライフログ

たいという欲求にも繋がると考える．さらに，誰かに会い

画像をもとに社会活動計測を行い，カメラ装着者同士の対

たいが，疲れやストレスを避けて無意識的に，部屋の中で

面対話場面を比較した．

テレビ番組を見たり SNS を利用して過ごすこともあると

図 11 が社会活動の計測結果である．学生と教員が居合

考える．社会活動を計測することで，人の社会活動をどの

わせていた同じ時空間は，ライフログ取得の開始直後，講

ように捉え，支援を行える可能性があるのかについて，現

義，講義終了直後の対話，研究スペースでの対話，食事の

時点での構想を次章で述べる．

5 つの場面であった．同じ時間，空間を共有している際で
あっても，対面対話の非対称性が見られた．講義終了後の

7. 社会活動計測から考えられる支援の構想

対話では，学生は一対一対話をしていて，教員は多人数対

現時点での構想は 3 つ考えている．1 つ目は，社会活動

話をしていた．学生は教員に用事があったが，他にも教員

の計測結果を可視化，提示，振り返りが可能なシステムに

に用事があった学生が多く存在していて，教員はそれに対

より，それぞれが望む社会活動へ行動を変えていくことで

応していた状況であった．一方，食事中では，学生はテー

ある．行動変容について観察する必要があると考えている．

ブルの中央に座り，教員はテーブルの端に座っていた．そ

2 つ目は，長期的に社会活動を計測し，疲れやストレスを

のため，学生の方が人との距離が近く，対面対話をしやす

感じる場面の計測値を集めることで，疲れやストレスを感
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じない適度な社会活動はどのくらいなのかを推定，提示す

[5]

ることである．カメラ装着者同士の非対称の対面対話を計
測することを考えている．3 つ目は，人の社会活動の多様
性から，社交性を推定することである．実際に人と会って

[6]

行う対面対話の他に，ディスプレイ上（実世界と仮想空間
の界面上と解釈）や仮想空間上での対面対話，つまり社会
活動を計測することで，それぞれの充実度を計測すること

[7]

ができ，日常生活における社会活動を支援することができ
ると考える．
[8]

8. まとめ
本研究では，一人称ライフログ画像に含まれる顔を検出
して，カメラ装着者の社会活動を計測する手法を提案した．

[9]

研究交流会と日常生活の際に記録されたデータを用いて，
カメラ装着者の社会活動量の計測と，その社会活動状況の
分類を行なった．顔検出と計算式に基づいて得られた結果
から，社会活動の勢い（社会活動量/分）と動画の書き起

[10]
[11]

こし内容の比較，複数人の社会活動総量の比較，カメラ装
着者同士の対面対話場面の比較の 3 つについて評価・考察
した．
社会活動の勢い（社会活動量/分）と動画の書き起こし

[12]

内容の比較結果から，会話への参与レベルを，カメラ装着
者自身の印象に重きをおくか，対話相手の印象との整合性
に重きをおくか検討する必要があることが考えられた．ま

[13]

た，複数人の社会活動総量の比較結果から，会話への参与
レベルの変化，社交性の推定を行うにあたって，カメラ装
着者の身の置かれた状況，立場，役割を含めて，当人の特

[14]

徴について考える必要があることが分かった．日常生活に
おけるカメラ装着者同士の対面対話場面の比較結果から，

[15]

対面対話の非対称性が見られた．
最後には，社会活動計測から考えられる支援について述
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