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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器を利用する複数のユーザの中から当該機器を制御するための指示を行っているユー
ザを特定し、当該ユーザからの指示を取得するユーザ指示取得装置であって、
　カメラによって撮影された映像から、予め登録された前記複数のユーザのぞれぞれを認
識するとともに前記複数のユーザのぞれぞれの顔の変化を検出し、当該顔の変化から前記
複数のユーザのそれぞれが発話している期間を示す発話期間を生成する顔分析手段と、
　前記複数のユーザの映像から、前記複数のユーザの手の動作を認識する手動作分析手段
と、
　前記顔分析手段によって生成された前記発話期間に基づいて、前記機器の周囲の音から
音声を検出し、予め前記ユーザごとに登録された音響特徴量を用いて前記音声の内容およ
び話者を認識する音声分析手段と、
　前記顔分析手段によって認識された前記複数のユーザの中に前記音声分析手段によって
認識された前記話者が含まれている場合、当該話者を前記指示を行っているユーザとして
特定し、前記顔分析手段によって検出された前記ユーザの顔の変化と、前記手動作分析手
段によって認識された前記ユーザの手の動作と、前記音声分析手段によって認識された前
記ユーザの音声の内容と、に対して予め定められたコマンドを生成するコマンド生成手段
と、
　を備えることを特徴とするユーザ指示取得装置。
【請求項２】
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　前記顔分析手段は、
　前記映像から前記複数のユーザの顔の領域を検出する顔領域検出手段と、
　予め前記ユーザごとに登録された顔特徴量を用いて、前記顔の領域に対応するユーザを
認識する顔認識手段と、
　前記複数のユーザの顔の領域から、当該複数のユーザの顔の変化を検出する顔変化検出
手段と、
　前記複数のユーザの顔の変化から、当該複数のユーザが発話しているか否かを判定し、
発話していると判定した場合に前記発話期間を生成する発話状態推定手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載のユーザ指示取得装置。
【請求項３】
　機器を利用する複数のユーザの中から当該機器を制御するための指示を行っているユー
ザを特定し、当該ユーザからの指示を取得するために、コンピュータを、
　カメラによって撮影された映像から、予め登録された前記複数のユーザのぞれぞれを認
識するとともに前記複数のユーザのぞれぞれの顔の変化を検出し、当該顔の変化から前記
複数のユーザのそれぞれが発話している期間を示す発話期間を生成する顔分析手段、
　前記複数のユーザの映像から、前記複数のユーザの手の動作を認識する手動作分析手段
、
　前記顔分析手段によって生成された前記発話期間に基づいて、前記機器の周囲の音から
音声を検出し、予め前記ユーザごとに登録された音響特徴量を用いて前記音声の内容およ
び話者を認識する音声分析手段、
　前記顔分析手段によって認識された前記複数のユーザの中に前記音声分析手段によって
認識された前記話者が含まれている場合、当該話者を前記指示を行っているユーザとして
特定し、前記顔分析手段によって検出された前記ユーザの顔の変化と、前記手動作分析手
段によって認識された前記ユーザの手の動作と、前記音声分析手段によって認識された前
記ユーザの音声の内容と、に対して予め定められたコマンドを生成するコマンド生成手段
、
　として機能させることを特徴とするユーザ指示取得プログラム。
【請求項４】
　ユーザに放送番組を提供するテレビ受像機であって、
　当該テレビ受像機に設置されたカメラの映像およびマイクの音を分析することで、前記
ユーザの音声および動作による前記ユーザからの指示を取得する請求項１または請求項２
に記載のユーザ指示取得装置を備えることを特徴とするテレビ受像機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ、オーディオ機器、パソコンおよび各種家電等の機器を利用するユー
ザから、当該機器を制御するための指示を取得するユーザ指示取得装置、ユーザ指示取得
プログラムおよびテレビ受像機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ等の機器がユーザからの指示を受け取る方法としては、例えば最も基本的なもの
として、リモコンによって指示を受け取る方法が挙げられる。また、特許文献１，２では
、前記したようなリモコン操作の煩わしさを回避するために、リモコンの代わりに音声認
識やジェスチャ（動作認識）を利用してユーザから指示を受け取る装置が提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１９２６５３号公報
【特許文献２】特許第３８８６０７４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記したようなリモコンを用いた方法では、テレビ等の機器に指示する
内容が固定であるため柔軟性に欠けており、また、リモコンの操作が複雑で扱いにくいと
いう問題があった。そして、特許文献１，２で提案された音声認識やジェスチャを利用す
る装置では、常に音声認識を行っているため、ユーザが実際に指示をいったタイミングや
複数のユーザのうちの誰が指示を行っているのかが分からず、さらに雑音にも反応してし
まうという問題があった。また、特許文献１，２で提案された装置では、ユーザがディス
プレイ画面に表示された擬人化されたエージェント画像を見ながら指示を行う等、日常的
ではない不自然な状況下で指示を行う必要があり煩雑であるという問題があった。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであって、ユーザの自然な発話あるいは動作に
よって機器を的確に指示制御することができ、かつ、ユーザが実際に指示を行っている場
合のみ指示を取得するユーザ指示取得装置、ユーザ指示取得プログラムおよびテレビ受像
機を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために請求項１に係るユーザ指示取得装置は、機器を利用する複数
のユーザの中から当該機器を制御するための指示を行っているユーザを特定し、当該ユー
ザからの指示を取得するユーザ指示取得装置であって、カメラによって撮影された映像か
ら、予め登録された前記複数のユーザのぞれぞれを認識するとともに前記複数のユーザの
ぞれぞれの顔の変化を検出し、当該顔の変化から前記複数のユーザのそれぞれが発話して
いる期間を示す発話期間を生成する顔分析手段と、前記複数のユーザの映像から、前記複
数のユーザの手の動作を認識する手動作分析手段と、前記顔分析手段によって生成された
前記発話期間に基づいて、前記機器の周囲の音から音声を検出し、予め前記ユーザごとに
登録された音響特徴量を用いて前記音声の内容および話者を認識する音声分析手段と、前
記顔分析手段によって認識された前記複数のユーザの中に前記音声分析手段によって認識
された前記話者が含まれている場合、当該話者を前記指示を行っているユーザとして特定
し、前記顔分析手段によって検出された前記ユーザの顔の変化と、前記手動作分析手段に
よって認識された前記ユーザの手の動作と、前記音声分析手段によって認識された前記ユ
ーザの音声の内容と、に対して予め定められたコマンドを生成するコマンド生成手段と、
を備える構成とした。
【０００７】
　このような構成によれば、ユーザ指示取得装置は、顔分析手段によってユーザの顔の変
化から当該ユーザが発話している期間を生成し、ユーザが発話している場合のみ音声認識
を行うため、音声認識の精度を高めることができる。また、顔認識で認識したユーザと音
声認識で認識した話者とを比較することで、機器に対して音声指示を行ったユーザを特定
できるため、複数のユーザが機器を利用する場合であっても、コマンドを的確に生成する
ことができる。
【０００８】
　また、請求項２に係るユーザ指示取得装置は、前記顔分析手段が、前記映像から前記複
数のユーザの顔の領域を検出する顔領域検出手段と、予め前記ユーザごとに登録された顔
特徴量を用いて、前記顔の領域に対応するユーザを認識する顔認識手段と、前記複数のユ
ーザの顔の領域から、当該複数のユーザの顔の変化を検出する顔変化検出手段と、前記複
数のユーザの顔の変化から、当該複数のユーザが発話しているか否かを判定し、発話して
いると判定した場合に前記発話期間を生成する発話状態推定手段と、を備える構成とした
。
【０００９】
　このような構成によれば、ユーザ指示取得装置は、発話状態推定手段によって当該ユー
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ザが発話しているのか否かを判定し、ユーザが発話していると判定した場合のみ発話期間
を生成して音声分析手段に出力するため、音声認識の精度をより高めることができる。
【００１０】
　また、請求項３に係るユーザ指示取得プログラムは、機器を利用する複数のユーザの中
から当該機器を制御するための指示を行っているユーザを特定し、当該ユーザからの指示
を取得するために、コンピュータを、カメラによって撮影された映像から、予め登録され
た前記複数のユーザのぞれぞれを認識するとともに前記複数のユーザのぞれぞれの顔の変
化を検出し、当該顔の変化から前記複数のユーザのそれぞれが発話している期間を示す発
話期間を生成する顔分析手段、前記複数のユーザの映像から、前記複数のユーザの手の動
作を認識する手動作分析手段、前記顔分析手段によって生成された前記発話期間に基づい
て、前記機器の周囲の音から音声を検出し、予め前記ユーザごとに登録された音響特徴量
を用いて前記音声の内容および話者を認識する音声分析手段、前記顔分析手段によって認
識された前記複数のユーザの中に前記音声分析手段によって認識された前記話者が含まれ
ている場合、当該話者を前記指示を行っているユーザとして特定し、前記顔分析手段によ
って検出された前記ユーザの顔の変化と、前記手動作分析手段によって認識された前記ユ
ーザの手の動作と、前記音声分析手段によって認識された前記ユーザの音声の内容と、に
対して予め定められたコマンドを生成するコマンド生成手段、として機能させる構成とし
た。
【００１１】
　このような構成によれば、ユーザ指示取得プログラムは、顔分析手段によってユーザの
顔の変化から当該ユーザが発話している期間を生成し、ユーザが発話している場合のみ音
声認識を行うため、音声認識の精度を高めることができる。また、顔認識で認識したユー
ザと音声認識で認識した話者とを比較することで、機器に対して音声指示を行ったユーザ
を特定できるため、複数のユーザが機器を利用する場合であっても、コマンドを的確に生
成することができる。
【００１２】
　また、請求項４に係るテレビ受像機は、ユーザに放送番組を提供するテレビ受像機であ
って、当該テレビ受像機に設置されたカメラの映像およびマイクの音を分析することで、
前記ユーザの音声および動作による前記ユーザからの指示を取得する請求項１または請求
項２に記載のユーザ指示取得装置を備える構成とした。
【００１３】
　このような構成によれば、テレビ受像機は、顔分析手段によってユーザの顔の変化から
当該ユーザが発話しているのか否かを判定し、ユーザが発話している場合のみ音声認識を
行うため、音声認識の精度を高めることができる。また、顔認識で認識したユーザと音声
認識で認識した話者とを比較することで、機器に対して音声指示を行ったユーザを特定で
きるため、複数のユーザが機器を利用する場合であっても、コマンドを的確に生成するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１、請求項２、請求項３および請求項４に係る発明によれば、ユーザの顔の変化
から当該ユーザの発話状態を自動的に判定するとともに、ユーザが機器に対して音声およ
び動作による指示を行うだけでコマンドを生成することができる。従って、複雑な操作を
行うことなく、ユーザの自然な行動の延長上でその指示内容を機器に伝え、当該機器を制
御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係るユーザ指示取得装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は、本発明に係るユーザ指示取得装置における発話状態推定手段の具体的
構成を示すブロック図であり、（ｂ）は、本発明に係るユーザ指示取得装置における発話
条件記憶部が予め保持する発話条件の一例を示す図である。
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【図３】（ａ）は、本発明に係るユーザ指示取得装置におけるコマンド生成手段の具体的
構成を示すブロック図であり、（ｂ）は、本発明に係るユーザ指示取得装置におけるコマ
ンド条件記憶部が予め保持するコマンド条件の一例を示す図である。
【図４】本発明に係るユーザ指示取得装置におけるユーザの指示の一例を示す図である。
【図５】本発明に係るユーザ指示取得装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係るユーザ指示装置を備えるテレビ受像機の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施形態に係るユーザ指示取得装置、ユーザ指示取得プログラムおよびテレビ
受像機について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明において、同一の構成
については同一の名称及び符号を付し、詳細説明を省略する。
【００１７】
［ユーザ指示取得装置］
　ユーザ指示取得装置１は、テレビ等の機器を利用する複数のユーザの中から当該機器を
制御するための指示を行っているユーザを特定し、当該ユーザからの指示を取得するため
のものである。
【００１８】
　ユーザ指示取得装置１は、例えば図６に示すように、ユーザに放送番組を提供するテレ
ビ受像機（以下、テレビという）Ｔと接続され、テレビＴ上部に設置されたカメラＣｒお
よびマイクＭから入力されたユーザの映像および音声を分析することでユーザの指示を取
得する。そして、ユーザ指示取得装置１は、図１に示すように、これに対応するコマンド
を生成し、当該コマンドを機器の制御部等に出力する。なお、ユーザ指示取得装置１は、
図６に示すようにテレビＴの外部に備えられるのではなく、当該テレビＴの内部に内蔵さ
れてもよい。
【００１９】
　ユーザ指示取得装置１は、ここでは図１に示すように、音声分析手段１０と、顔分析手
段２０と、手動作分析手段３０と、を備えている。また、ユーザ指示取得装置１は、前記
したように、機器を利用するユーザの映像を撮影するためのカメラＣｒと、機器の周囲の
音を集音するためのマイクＭと、を備えている。なお、ユーザ指示取得装置１が備えるカ
メラＣｒとマイクＭは、例えば前記した図６に示すように、機器の上部に設置され、機器
を利用するユーザの映像と、機器の周囲の音と、を取得できるように構成されている。以
下、ユーザ指示取得装置１が備える各構成について、詳細に説明する。
【００２０】
　音声分析手段１０は、マイクＭによって集音した機器の周囲の音から音声を検出し、予
めユーザごとに登録された音響特徴量を用いて音声の内容および話者を認識するものであ
る。音声分析手段１０は、ここでは図１に示すように、音声検出手段１１と、音声認識手
段１２と、話者認識手段１３と、を備えている。
【００２１】
　音声検出手段１１は、機器の周囲の音から音声を検出するためのものである。音声検出
手段１１は、図１に示すように、マイクＭから機器の周囲の音が入力されると、予め登録
された音声の周波数特性等を用いて、機器の周囲の音から音声を抽出する。また、音声検
出手段１１は、後記する発話状態推定手段２４から、ユーザが発話している期間を示す発
話期間が入力されると、当該発話期間に検出した音声を音声認識手段１２および話者認識
手段１３に出力する。すなわち、音声検出手段１１は、ユーザが発話している間のみ、検
出した音声を音声認識手段１２および話者認識手段１３に対して出力するように構成され
ている。なお、音声検出手段１１は、前記した音声の周波数特性のデータを予め保持する
図示しない記憶部を備えている。
【００２２】
　音声認識手段１２は、音声からその音声の内容を認識するためのものである。音声認識
手段１２は、具体的には、音声の時間波形から音響分析によって、例えば、スペクトルの
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低次ＤＣＴ成分等の周波数特性を音響特徴量として抽出し、予め登録されている全ての単
語の発音に応じた音響モデルと照合し、さらに言語モデル（単語の連続出現頻度分布）も
用いることで、音響的および言語的に最も可能性の高い単語列を認識結果として得る。な
お、音声認識手段１２は、前記した音響モデルおよび言語モデルを予め保持する図示しな
い記憶部を備えている。
【００２３】
　音声認識手段１２には、図１に示すように、音声検出手段１１から音声が入力される。
そして、音声認識手段１２は、前記した手法によって音声から単語列を抽出し、これを音
声情報としてコマンド生成手段４０の情報取得部４１に出力する（図３（ａ）参照）。
【００２４】
　話者認識手段１３は、音声からその音声の話者、すなわちどのユーザがその音声を発し
ているのかを認識するためのものである。話者認識手段１３は、具体的には、音声から前
記した音声認識手段１２と同様の音響特徴量を抽出し、当該音響特徴量と特定の話者につ
いて予め登録されている話者モデルとを比較して、話者が誰であるかを判定する。
【００２５】
　話者認識手段１３における話者の判定には、ベイズ情報量基準を用いることもできる。
また、音響特徴量を音素のクラスに分類し、音素クラスの混合モデルを使って照合するこ
ともできる。なお、話者認識手段１３は、前記した話者モデルを予め保持する図示しない
記憶部を備えている。また、この話者モデルは、例えばユーザが予め特定の単語を発話し
、このユーザの音声を氏名あるいはニックネーム等の登録名とともに前記した記憶部に登
録することで作成することができる。
【００２６】
　話者認識手段１３には、図１に示すように、音声検出手段１１から音声が入力される。
そして、話者認識手段１３は、前記した手法によって音声から話者を判定し、これを話者
　情報としてコマンド生成手段４０の情報取得部４１に出力する（図３（ａ）参照）。
【００２７】
　顔分析手段２０は、カメラＣｒによって撮影された映像から、顔画像認識処理によって
予め登録された複数のユーザのそれぞれを認識するとともに、複数のユーザのそれぞれの
顔の変化を検出するものである。また、顔分析手段２０は、複数のユーザの顔の変化から
当該複数のユーザが発話しているか否かを判定するとともに、複数のユーザのそれぞれが
発話している期間を示す発話期間を生成するものである。顔分析手段２０は、ここでは図
１に示すように、顔領域検出手段２１と、顔変化検出手段２２と、顔認識手段２３と、発
話状態推定手段２４と、を備えている。
【００２８】
　顔領域検出手段２１は、複数のユーザの映像から人物の顔の領域を検出するものである
。顔領域検出手段２１は、具体的には、複数のユーザの映像を構成する画像から、ユーザ
の普遍的な特徴を抽出し、それらの特徴を検出することで人物の顔の領域を検出する。な
お、顔領域検出手段２１は、画像からの前記普遍的特徴の抽出にハール関数を用いること
で、高速処理が可能となる。
【００２９】
　顔領域検出手段２１には、図１に示すように、カメラＣｒから機器を利用する複数のユ
ーザの映像が入力される。そして、顔領域検出手段２１は、前記した手法によって映像か
らユーザの顔の領域を検出し、これを顔領域情報として顔変化検出手段２２の各検出部お
よび顔認識手段２３に出力する。
【００３０】
　顔変化検出手段２２は、複数のユーザの映像から検出されたユーザの顔の領域から、そ
れぞれのユーザの顔の変化を検出するものである。顔変化検出手段２２は、例えば、顔領
域検出手段２１で３人分の顔の領域が検出された場合、当該３人分の顔の領域のそれぞれ
の顔の変化を検出する。顔変化検出手段２２は、ここでは図１に示すように、顔の向き検
出部２２１と、視線検出部２２２と、目の開閉検出部２２３と、口唇動き検出部２２４と
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、を備えている。
【００３１】
　顔の向き検出部２２１は、機器を基準とした複数のユーザの顔の向きを検出するもので
ある。顔の向き検出部２２１は、例えば機器がテレビＴである場合（図６参照）、前記し
た顔領域情報から、ユーザの顔の向きがテレビ画面の中央に対して水平方向および垂直方
向にそれぞれどのくらいの角度回っているかを検出する。顔の向き検出部２２１は、具体
的には、前記したハール関数や、後記するガボールウェーブレットによる特徴抽出により
、例えばユーザの目と鼻と口の周りの特徴の配置情報をもとに、様々な顔の向きのテンプ
レートを記録しておき、それらテンプレートとのマッチングによってユーザの顔の向きを
推定する。
【００３２】
　視線検出部２２２は、機器を基準とした複数のユーザの視線の向きを検出するものであ
る。視線検出部２２２は、前記した顔領域情報から、ユーザの目の視線の向きが頭部に対
して水平方向および垂直方向にそれぞれどのくらいの角度回っているかを検出する。視線
検出部２２２は、顔領域検出手段２１が検出したユーザの顔の領域をもとに、ユーザの顔
内のパーツの配置情報に基づいてユーザの目の位置を推定し、事前に登録しておいた各視
線の方向の画像パターンとのマッチングによりユーザの視線方向を推定する。なお、視線
検出部２２２は、例えば機器がテレビＴである場合（図６参照）、前記した顔の向き検出
部２２１による検出結果と組み合わせることで、ユーザがテレビ画面のどのあたりを見て
いるかも推定することができる。
【００３３】
　目の開閉検出部２２３は、ユーザが目を開けているか、あるいは閉じているかを検出す
るものである。目の開閉検出部２２３は、視線検出部２２２と同様に、顔領域検出手段２
１が検出したユーザの顔の領域をもとに、ユーザの顔内のパーツの配置情報に基づいてユ
ーザの目の位置を推定し、その位置に黒い部分がある場合に目を開けていると判定し、そ
の位置に黒い部分がなくなった場合に目を閉じていると判定する。
【００３４】
　口唇動き検出部２２４は、ユーザの口唇の動きを検出するものである。口唇動き検出部
２２４は、顔領域検出手段２１が検出したユーザの顔の領域をもとに、ユーザの顔内のパ
ーツの配置情報に基づいてユーザの口の位置を推定し、ブロックマッチングやＬｕｃａｓ
－Ｋａｎａｄｅの手法等の動き検出アルゴリズムによって口唇の動きベクトルを抽出し、
動きベクトルのパワーがある閾値を越え、かつそのパワー変動に周期性が見られる場合に
、ユーザの口唇が動いて発話していると判定する。
【００３５】
　そして、顔変化検出手段２２は、前記した顔の向き検出部２２１、視線検出部２２２、
目の開閉検出部２２３および口唇動き検出部２２４が顔の領域ごとに検出した顔の変化を
、顔変化情報として発話状態推定手段２４の発話状態判定部２４１に出力するとともに（
図２（ａ）参照）、コマンド生成手段４０の情報取得部４１に出力する（図３（ａ）参照
）。
【００３６】
　顔認識手段２３は、複数のユーザの映像から検出されたユーザの顔の領域から、当該領
域に含まれるユーザを認識するものである。顔認識手段２３は、前記した顔領域検出手段
２１で検出された顔の領域に対して顔画像認識技術を適用し、誰が機器を利用しているの
かを判定する。顔認識手段２３は、例えば機器がテレビＴである場合（図６参照）であっ
て３人のユーザがテレビを視聴している場合、顔画像認識技術を用いて、３つの顔の領域
からそれぞれの領域の顔に対応するユーザの氏名、あるいはニックネーム等の登録名を割
り出す。
【００３７】
　顔認識手段２３は、具体的には、ガボールウェーブレットによる局所的な輝度成分の周
波数分析結果を特徴とするテンプレートマッチング手法によって前記した顔の領域に含ま
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れる顔からユーザを特定する。顔認識手段２３は、具体的には、顔領域検出手段２１が検
出したユーザの顔の領域における目と鼻と口の周りで決めた位置の特徴量とその配置情報
を顔特徴量として抽出し、予め登録されているユーザの画像特徴量と照合することでユー
ザを特定する。
【００３８】
　また、顔認識手段２３は、表情変化などに対しても認識性能を落とさないために、特徴
の配置の位置関係の変形も許す手法を用いることもできる。なお、顔認識手段２３は、前
記した顔特徴量を予め保持する図示しない記憶部を備えている。また、この顔特徴量は、
例えばユーザが予め特定の角度から顔を撮影し、その顔画像を氏名あるいはニックネーム
等の登録名とともにユーザ指示取得装置１に登録することで、作成することができる。
【００３９】
　顔認識手段２３には、図１に示すように、顔領域検出手段２１から顔領域情報が入力さ
れる。そして、顔認識手段２３は、前記した手法によって顔領域情報からユーザを認識し
、これを人物情報としてその検出時間とともにコマンド生成手段４０の情報取得部４１に
出力する（図３（ａ）参照）。
【００４０】
　発話状態推定手段２４は、複数のユーザの顔の変化から、当該複数のユーザが発話して
いるか否かを判定するとともに、複数のユーザが発話している期間を示す発話期間を生成
するものである。発話状態推定手段２４は、ここでは図２（ａ）に示すように、発話状態
判定部２４１と、発話条件記憶部２４２と、を備えている。
【００４１】
　発話状態判定部２４１は、ユーザが発話しているか否かを判定するためのものである。
発話状態判定部２４１には、図２（ａ）に示すように、顔変化検出手段２２から、ユーザ
の顔の向き、ユーザの視線、ユーザの目の開閉、ユーザの口唇動き等の情報からなる顔変
化情報と、これらのユーザの顔の変化を検出した検出時間（図示省略）と、が入力される
。また、発話状態判定部２４１には、図２（ａ）に示すように、発話条件を予め保持する
発話条件記憶部２４２から発話条件が入力される。
【００４２】
　ここで、発話条件とは、ユーザが発話していると判定するために予め定められた条件で
あり、図２（ｂ）に示すように、ユーザの顔の向き、視線、目の開閉、口唇動き等の顔の
変化の検出結果によって決定される条件のことを示している。すなわち、発話状態判定部
２４１は、顔変化検出手段２２によって検出されたユーザの顔の変化がこの発話条件を満
たしている場合に限り、機器を利用するユーザが発話状態にあると判定する。
【００４３】
　発話条件は、ここでは図２（ｂ）に示すように、ユーザの顔が時間率８０％以上で正面
を向いていること、ユーザの視線が時間率８０％以上でテレビ画面方向を向いていること
、ユーザの目が時間率８０％以上で開いていること、ユーザの口唇が時間率５０％以上で
動いていること、の全ての条件を満たしているときに、ユーザが発話状態にあると規定し
ている。なお、前記した時間率とは、ユーザの顔の変化の検出時間に対する顔の変化の持
続時間の割合を示している。例えば、顔変化検出手段２２においてユーザの顔の変化を２
秒間検出した場合、顔の変化が１秒持続していれば時間率は５０％となり、１．６秒間持
続していれば時間率は８０％となる。
【００４４】
　なお、図２（ｂ）に示した発話条件はあくまでも例示であり、発話条件および時間率は
、機器の種類あるいはユーザの種別によって適宜変更することができる。例えば、図２（
ｂ）における発話条件の検出対象から顔の向き、視線、目の開閉を除外し、ユーザの口唇
のみが所定の時間率以上で動いていれば、ユーザが発話状態にあると判定することもでき
る。
【００４５】
　発話状態判定部２４１は、顔変化検出手段２２から入力される顔変化情報と、発話条件
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記憶部２４２から入力される発話条件とを照合し、当該発話条件を満たしている場合は、
前記した顔変化情報の検出時間から、ユーザが発話している期間を示す発話期間を生成す
る。そして、発話状態判定部２４１は、図１および図２（ａ）に示すように、当該発話期
間を音声検出手段１１に出力する。
【００４６】
　なお、発話状態判定部２４１は、発話状態か否かの判定結果を機器に表示することが出
好ましい。例えば機器がテレビＴである場合（図６参照）、発話状態判定部２４１は、ユ
ーザが発話状態にあると判定すると、テレビ画面にユーザが発話状態にあることを表示す
る。このように、発話状態か否かの判定結果をテレビ画面に表示することで、ユーザがテ
レビＴを見続けることが期待できるため、判定精度を高めることができる。以下、図１に
戻ってユーザ指示取得装置１の残りの構成について、説明する。
【００４７】
　手動作分析手段３０は、カメラＣｒによって撮影した複数のユーザの映像から人物の手
の領域を検出し、複数のユーザの手の動作を認識するものである。手動作分析手段３０は
、ここでは図１に示すように、手領域検出手段３１と、手動作認識手段３２と、を備えて
いる。
【００４８】
　手領域検出手段３１は、複数のユーザの映像から人物の手の領域を検出するものである
。手領域検出手段３１は、具体的には、複数のユーザの映像を構成する画像から、肌色と
大まかな形状情報を用いて人物の手の領域を検出する。また、手領域検出手段３１は、例
えば、ユーザが指さしまたは手を差し伸べながら指示するという前提がある場合は、距離
画像を用い、最も手前に出ている部分を切り出すことで、手の領域を特定することもでき
る。
【００４９】
　手領域検出手段３１には、図１に示すように、カメラＣｒから機器を利用する複数のユ
ーザの映像が入力される。そして、手領域検出手段３１は、前記した手法によって映像か
らユーザの手の領域を検出し、これを手領域情報として手動作認識手段３２に出力する。
【００５０】
　手動作認識手段３２は、複数のユーザの映像から検出されたユーザの手の領域から、ユ
ーザの手の動作を認識するものである。手動作認識手段３２は、手領域検出手段３１で検
出された領域に対して動作認識手法を適用し、予め定められたコマンドに対応するユーザ
の手の動作を認識する。手動作認識手段３２は、具体的には、ユーザの手の領域から、事
前に作成した、例えばＳＩＦＴやＳＵＲＦと呼ばれる普遍的な特徴の時系列データ、すな
わち各特徴をフレームごとに追跡していくことにより得られるデータからなる各動作認識
のテンプレートと、ユーザの手の領域から抽出したこれらの特徴量の時系列データとのマ
ッチングを取ることで、動作認識を行うことができる。なお、手動作認識手段３２は、ユ
ーザの手動作の有無のみならず、その手動作の種類（指さし、指ふり等）も認識する。
【００５１】
　手動作認識手段３２には、図１に示すように、手領域検出手段３１から手領域情報が入
力される。そして、手動作認識手段３２は、前記した手法によってユーザの手の動作を認
識し、これを手動作情報としてその検出時間とともにコマンド生成手段４０の情報取得部
４１に出力する（図３（ａ）参照）。
【００５２】
　コマンド生成手段４０は、顔分析手段２０によって認識された複数のユーザの中に、音
声分析手段１０によって認識された話者が含まれている場合、顔分析手段２０によって検
出されたユーザの顔の変化と、手動作分析手段３０によって認識されたユーザの手の動作
と、音声分析手段１０によって認識されたユーザの音声の内容と、に対して予め定められ
たコマンドを生成するものである。コマンド生成手段４０は、ここでは図３（ａ）に示す
ように、情報取得部４１と、コマンド生成部４２と、コマンド条件記憶部４３と、を備え
ている。
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【００５３】
　情報取得部４１は、機器を制御するためのコマンドの生成に必要な情報を取得するもの
である。情報取得部４１には、図３（ａ）に示すように、顔変化検出手段２２から顔変化
情報が、顔認識手段２３から人物情報が、手動作認識手段３２から手動作情報が、音声認
識手段１２から音声情報が、話者認識手段１３から話者情報が入力される。
【００５４】
　そして、情報取得部４１は、顔認識手段２３によって認識された人物の中に、話者認識
手段１３によって認識された話者が含まれている場合、すなわち、機器を利用する複数の
ユーザの中に、機器に対して音声指示を行ったユーザが含まれる場合、図３（ａ）に示す
ように、当該音声指示を行ったユーザの顔変化情報と、手動作情報と、音声情報と、をコ
マンド生成部４２に出力する。このように、情報取得部４１は、複数のユーザが機器を利
用する場合において、顔認識手段２３によって認識された複数のユーザの中から機器に指
示を行っているユーザを特定することができる。なお、情報取得部４１は、前記した顔変
化情報、人物情報、手動作情報、音声情報および話者情報を一時的に保持するための図示
しない記憶部を備えている。
【００５５】
　なお、顔変化検出手段２２から情報取得部４１に入力される顔変化情報は、顔領域検出
手段２１によって検出された顔の領域ごとの顔変化の情報である。また、顔認識手段２３
から情報取得部４１に入力される人物情報も、同じく顔領域検出手段２１によって検出さ
れた顔の領域ごとの氏名等の登録名の情報である。従って、情報取得部４１は、顔の領域
を基準とすることで、顔変化検出手段２２から入力された顔変化情報がどのユーザの顔変
化に関する情報であるかを判別することができる。
【００５６】
　また、情報取得部４１には、前記したように、顔認識手段２３から人物情報とともにそ
の検出時間が入力され、手動作認識手段３２から手動作情報とともにその検出時間が入力
される。従って、情報取得部４１は、検出時間を基準とすることで、手動作認識手段３２
から入力された手動作情報がどのユーザの手動作に関する情報であるかを判別することが
できる。
【００５７】
　コマンド生成部４２は、機器を制御するための指示に対応するコマンドを生成するもの
である。コマンド生成部４２には、図３（ａ）に示すように、情報取得部４１から、機器
に対して音声指示を行ったユーザの顔変化情報と、手動作情報と、音声情報と、が入力さ
れる。また、コマンド生成部４２には、図３（ａ）に示すように、コマンド条件を予め保
持するコマンド条件記憶部４３からコマンド条件が入力される。
【００５８】
　ここで、コマンド条件とは、予め定められたコマンド生成のための条件であり、図３（
ｂ）に示すように、ユーザの顔の向き、視線、目の開閉、口唇動き、手動作、音声等の検
出結果によって決定される条件のことを示している。すなわち、コマンド生成部４２は、
顔変化検出手段２２によって検出されたユーザの顔の変化と、手動作認識手段３２によっ
て認識されたユーザの手の動作と、音声認識手段１２によって認識されたユーザの音声と
、がこのコマンド条件を満たしている場合に限り、コマンドを生成する。
【００５９】
　コマンド条件は、ここでは図３（ｂ）に示すように、４つのパターンが規定されている
。第１パターンは、図３（ｂ）の検出結果の欄の第１列目であり、ユーザの顔が正面を向
いており、ユーザの視線がテレビ画面方向を向いており、ユーザの目が開いており、ユー
ザの口唇が動いており、ユーザが手動作を行っており、ユーザが発話している場合に、音
声指示内容および手動作指示内容を解析してコマンドを生成する旨が規定されている。こ
れは、例えば図４（ａ）に示すユーザＡのような状況の場合にコマンドを生成することを
意味している。
【００６０】
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　第２パターンは、図３（ｂ）の検出結果の欄の第２列目であり、ユーザの顔が正面を向
いており、ユーザの視線がテレビ画面方向を向いており、ユーザの目が開いており、ユー
ザの口唇が動いており、ユーザが手動作を行っておらず、ユーザが発話している場合に、
音声指示内容を解析してコマンドを生成する旨が規定されている。これは、例えば図４（
ｂ）に示すユーザＢのような状況の場合にコマンドを生成することを意味している。
【００６１】
　第３パターンは、図３（ｂ）の検出結果の欄の第３列目であり、ユーザの顔が横を向い
ており、ユーザの視線が横方向を向いており、ユーザの目が開いており、ユーザの口唇が
動いており、ユーザが手動作を行っており、ユーザが発話している場合に、音声指示内容
および手動作指示内容を解析してコマンドを生成する旨が規定されている。これは、例え
ば図４（ｃ）に示すユーザＣのような状況の場合にコマンドを生成することを意味してい
る。
【００６２】
　第４パターンは、図３（ｂ）の検出結果の欄の第４列目であり、ユーザの顔が横を向い
ており、ユーザの視線が横方向を向いており、ユーザの目が閉じており、ユーザの口唇が
動いており、ユーザが手動作を行っておらず、ユーザが発話している場合に、音声指示内
容を解析してコマンドを生成する旨が規定されている。これは、例えば図４（ｄ）に示す
ユーザＤのような状況の場合にコマンドを生成することを意味している。
【００６３】
　なお、図３（ｂ）に示したコマンド条件はあくまでも例示であり、機器の種類あるいは
ユーザの種別によって適宜変更することができる。例えば、図３（ｂ）におけるコマンド
条件の検出対象から顔の向き、視線、目の開閉を除外し、ユーザの口唇動きと音声のみを
コマンド生成のための条件とすることもできる。
【００６４】
　ここで、コマンド生成部４２は、機器を制御するためのコマンドリストを予め保持する
図示しないデータベースを備えている。そして、コマンド生成部４２は、音声認識手段１
２が認識したユーザの音声の内容および、手動作認識手段３２が認識したユーザの手の動
作に相当するコマンドを、前記したデータベースで検索することで、ユーザの音声指示内
容および手動作指示内容を解析する。
【００６５】
　なお、前記したデータベースには、ユーザが日常的に発する自然な言葉や動作と、コマ
ンドが関連付けられている。例えば、機器がテレビＴである場合（図６参照）、ユーザが
テレビＴの音量が不足していることに関して発する「音ちっちゃいよね」、「声小さいな
」、「よく聞こえないな」というような言葉は、前記したデータベースにおいて、「テレ
ビの音量を上げる」というコマンドと関連付けられている。また、同様に、ユーザがテレ
ビの音量が大きすぎることに関して行う「耳を塞ぐ」という動作は、前記したデータベー
スにおいて、「テレビの音量を下げる」というコマンドと関連付けられている。
【００６６】
　このように、コマンド生成部４２のデータベースがユーザの自然な発話や動作に対応す
るコマンドリストを保持することで、ユーザが機器に対してより自然な状況下で指示を行
うことができる。
【００６７】
　以上説明したような構成を備えるユーザ指示取得装置１は、顔分析手段２０によってユ
ーザの顔の変化から当該ユーザが発話しているのか否かを判定し、ユーザが発話している
場合のみ音声認識を行うため、音声認識の精度を高めることができる。また、顔認識で認
識したユーザと音声認識で認識した話者とを比較することで、機器に対して音声指示を行
ったユーザを特定できるため、複数のユーザが機器を利用する場合であっても、コマンド
を的確に生成することができる。
【００６８】
　また、ユーザ指示取得装置１によれば、ユーザの顔の変化から当該ユーザの発話状態を
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自動的に判定するとともに、ユーザが機器に対して音声および動作による指示を行うだけ
でコマンドを生成することができる。従って、複雑な操作を行うことなく、ユーザの自然
な行動の延長上でその指示内容を機器に伝え、当該機器を制御することができる。
【００６９】
　ここで、ユーザ指示取得装置１は、一般的なコンピュータを、前記した各手段として機
能させるプログラムにより動作させることで実現することができる。このプログラム（コ
ンテンツ暗号化プログラム）は、通信回線を介して配布することも可能であるし、ＣＤ－
ＲＯＭ等の記録媒体に書き込んで配布することも可能である。
【００７０】
［ユーザ指示取得装置の動作］
　ユーザ指示取得装置１の動作について、図５を参照しながら簡単に説明する。
　まず、ユーザ指示取得装置１が動作を開始すると、カメラＣｒが機器を利用する複数の
ユーザの映像を取得し、これを顔領域検出手段２１および手領域検出手段３１に出力する
。また、マイクＭが機器の周囲の音を取得し、これを音声検出手段１１に出力する。そし
て、音声検出手段１１が、機器の周囲の音から音声を検出する（ステップＳ１）。次に、
顔領域検出手段２１が、複数のユーザの映像から人物の顔の領域を検出し、これを顔領域
情報として顔変化検出手段２２の各検出部および顔認識手段２３に出力する（ステップＳ
２）。
【００７１】
　次に、顔変化検出手段２２の各検出部が、複数のユーザの顔領域情報からユーザの顔の
向き、視線、目の開閉、口唇動き等の顔の変化を検出し、これを顔変化情報として発話状
態判定部２４１および情報取得部４１に出力する（ステップＳ３）。次に、顔認識手段２
３が、複数のユーザの顔領域情報から当該領域に含まれる顔に対応する人物、すなわちユ
ーザを認識し、これを人物情報として情報取得部４１に出力する（ステップＳ４）。
【００７２】
　また、手領域検出手段３１が、複数のユーザの映像から人物の手の領域を検出し、これ
を手領域情報として手動作認識手段３２に出力する（ステップＳ５）。次に、手動作認識
手段３２が、複数のユーザの手領域情報からユーザの手の動作を認識し、これを手動作情
報として情報取得部４１に出力する（ステップＳ６）。
【００７３】
　次に、発話状態判定部２４１が、複数のユーザの顔変化情報が発話条件記憶部２４２か
ら入力される発話条件を満たしているかどうかを判断し、複数のユーザが発話しているか
否かを判定する（ステップＳ７）。そして、発話状態判定部２４１は、複数のユーザが発
話していると判定した場合、ユーザが発話している期間を示す発話期間を生成し、これを
音声検出手段１１に出力する。これにより、音声検出手段１１が、機器の周囲の音声を音
声認識手段１２および話者認識手段１３に出力する（ステップＳ７でＹｅｓ）。一方、発
話状態判定部２４１は、複数のユーザが発話していると判定しなかった場合、新たな入力
があるまで待機する（ステップＳ７でＮｏ）。
【００７４】
　次に、音声認識手段１２が、機器の周囲の音声からその音声の内容を認識し、これを音
声情報として情報取得部４１に出力する（ステップＳ８）。また、話者認識手段１３が、
機器の周囲の音声からその音声の話者を認識し、これを話者情報として情報取得部４１に
出力する（ステップＳ９）。
【００７５】
　次に、人物情報の人物の中に話者情報の話者が含まれる場合、情報取得部４１が音声指
示を行ったユーザの顔変化情報と、手動作情報と、音声情報と、をコマンド生成部４２に
出力する。そして、ユーザの顔変化情報と、手動作情報と、音声情報と、がコマンド条件
を満たしている場合、コマンド生成部４２がコマンドを生成する（ステップＳ１０）。
【符号の説明】
【００７６】
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１　ユーザ指示取得装置
１０　音声分析手段
１１　音声検出手段
１２　音声認識手段
１３　話者認識手段
２０　顔分析手段
２１　顔領域検出手段
２２　顔変化検出手段
２３　顔認識手段
２４　発話状態推定手段
３０　手動作分析手段
３１　手領域検出手段
３２　手動作認識手段
４０　コマンド生成手段
４１　情報取得部
４２　コマンド生成部
４３　コマンド条件記憶部
２２１　顔の向き検出部
２２２　視線検出部
２２３　目の開閉検出部
２２４　口唇動き検出部
２４１　発話状態判定部
２４２　発話条件記憶部
Ｃｒ　カメラ
Ｍ　マイク
Ｔ　テレビ受像機（テレビ）
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