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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの口の動きを撮像可能な位置に設けられる口周辺撮像カメラと、
　前記口周辺撮像カメラにより撮像された前記口の動きから推定される前記ユーザの入力
情報に基づく映像を表示する表示制御手段と、を備える眼前装着型表示装置であって、
　前記口周辺撮像カメラは、前記眼前装着型表示装置が前記ユーザに装着されたときの前
記眼前装着型表示装置の筐体下面、又は、当該筐体下面に支持されたシャフトの先端に設
けられている、
　ことを特徴とする眼前装着型表示装置。
【請求項２】
　前記ユーザの目周辺の表情を撮像可能な位置に設けられる目周辺撮像カメラ、をさらに
備え、
　前記表示制御手段は、前記口周辺撮像カメラにより撮像された前記口の動きと、前記目
周辺撮像カメラにより撮像された前記目周辺の表情と、に基づいて推定される前記ユーザ
の入力情報に基づく映像を表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の眼前装着型表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記口周辺撮像カメラにより撮像された画像から抽出される口周
辺特徴情報と、前記目周辺撮像カメラにより撮像された画像から抽出される目周辺特徴情
報と、を含む顔特徴情報と、顔特徴モデルと、のマッチングに基づいて推定される前記ユ
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ーザの入力情報に基づく映像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の眼前装着型表示装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記ユーザの目の形状、及び、前記ユーザの目若しくは目周辺の
皮膚の形状に基づいて推定される前記ユーザの入力情報に基づく映像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の眼前装着型表示装置。
【請求項５】
　前記目周辺撮像カメラは、前記ユーザの視線を検出可能であり、
　前記表示制御手段は、前記口の動きと、前記目周辺の表情と、前記目周辺撮像カメラに
より検出される前記ユーザの視線に関する情報と、に基づいて推定される前記ユーザの入
力情報に基づく映像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の眼前装着型表示装置。
【請求項６】
　前記ユーザが発する音声を集音するマイク、をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の眼前装着型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼前装着型表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイユーザの頭部に装着して利用するヘッドマウントディスプレイなどの眼前
装着型表示装置が開発されている。眼前装着型表示装置の利用時のユーザの入力方法の一
つとして、キーボードなどの入力インタフェースや手の動作を必要としない音声入力を用
いることは効果的である。しかし、声を出しにくい公共の場や、周囲の騒音により集音し
にくい場では音声入力を使用することは難しい。また、声を出すこと自体に抵抗があるユ
ーザにとって音声入力は使いにくい。
【０００３】
　そこで、無音声であっても口の動きからユーザが入力したいキーワードを推定できるよ
うにすれば、利便性は向上する。そのためにはカメラ等でユーザの口の動きを撮像する必
要があるが、ユーザの頭部が動いたり、ユーザ自身が動いたりすると、口周辺を正確に撮
像することは難しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的の一つは、ユーザの口周辺を撮像可能なカメラを備える眼前装着型表示装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る眼前装着型表示装置は、ユーザの口の動きを
撮像可能な位置に設けられる口周辺撮像カメラと、前記口周辺撮像カメラにより撮像され
た前記口の動きから推定される前記ユーザの入力情報に基づく映像を表示する表示制御手
段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　また、上記眼前装着型表示装置において、前記ユーザの目周辺の表情を撮像可能な位置
に設けられる目周辺撮像カメラ、をさらに備え、前記表示制御手段は、前記口周辺撮像カ
メラにより撮像された前記口の動きと、前記目周辺撮像カメラにより撮像された前記目周
辺の表情と、に基づいて推定される前記ユーザの入力情報に基づく映像を表示する、こと
としてもよい。
【０００７】
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　また、上記眼前装着型表示装置において、前記目周辺撮像カメラは、前記ユーザの視線
を検出可能であり、前記表示制御手段は、前記口の動きと、前記目周辺の表情と、前記目
周辺撮像カメラにより検出される前記ユーザの視線に関する情報と、に基づいて推定され
る前記ユーザの入力情報に基づく映像を表示する、こととしてもよい。
【０００８】
　また、上記眼前装着型表示装置において、前記ユーザが発する音声を集音するマイク、
をさらに備える、こととしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイの外観図である。
【図２】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイに備えられる第１撮像部の一例を
示す図である。
【図３】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイに備えられる第１撮像部の他の例
を示す図である。
【図４】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイの上面図である。
【図５】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイに備えられる第２撮像部と赤外線
ＬＥＤの一例を示す図である。
【図６】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ及び情報処理装置が実現する機能
の一例を示す機能ブロック図である。
【図７】本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ及び情報処理装置が実行するユー
ザ入力情報推定処理の流れを示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面に基づき詳細に説明する。本実施形態におい
ては、眼前装着型表示装置としてヘッドマウントディスプレイを用いた例について説明す
る。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る情報処理システム１の全体構成の一例を示す図である。図１
に示すように、本実施形態に係る情報処理システムは、ヘッドマウントディスプレイ１０
及び情報処理装置２０を含んで構成される。ヘッドマウントディスプレイ１０及び情報処
理装置２０は、有線または無線の通信手段を介して互いに接続されており、互いに通信さ
れるようになっている。
【００１２】
　ヘッドマウントディスプレイ１０は、ユーザの頭部に装着され、その内部に備えられる
表示デバイスを用いてユーザに静止画、動画等の映像を提示するための眼前装着型表示装
置であり、ヘッドマウントディスプレイ１０にインストールされるプログラムに従って動
作するＣＰＵ等のプログラム制御デバイスである制御部、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素子や
ハードディスクドライブなどである記憶部、ネットワークボードなどの通信インタフェー
スである通信部などを含んでいる。本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０は
、情報処理装置２０から送信される出力情報が示す映像を表示部１１に表示する。
【００１３】
　情報処理装置２０は、例えばゲーム装置、コンピュータ等であって、情報処理装置２０
にインストールされるプログラムに従って動作するＣＰＵ等のプログラム制御デバイスで
ある制御部、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素子やハードディスクドライブなどである記憶部、
ネットワークボードなどの通信インタフェースである通信部などを含んでいる。本実施形
態に係る情報処理装置２０は、例えば、インストールされているプログラムの実行などに
より生成される映像を示す出力情報をヘッドマウントディスプレイ１０へ送信する。
【００１４】
　本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０はユーザの頭部に装着され、その内
部に備えられる表示部１１を用いてユーザに３次元映像を提示する。なお、ヘッドマウン
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トディスプレイ１０は２次元映像を提示することも可能である。そして、ヘッドマウント
ディスプレイ１０は、表示部１１、第１撮像部１３、及び第２撮像部１４を含んで構成さ
れている。
【００１５】
　表示部１１は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等の表示デバイスで
あり、ヘッドマウントディスプレイ１０がユーザに装着されたときにユーザの両目の前方
に位置するよう配置されている。そして、ユーザの右目前方に位置する表示部１１の右領
域には、右目用の映像が表示され、ユーザの左目前方に位置する表示部１１の左領域には
、左目用の映像が表示される。なお、表示部１１の右領域、左領域がそれぞれ個別の表示
部１１として構成されていてもよい。
【００１６】
　第１撮像部１３（口周辺撮像カメラ）は、例えば、ＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイ
メージセンサ、赤外線イメージセンサ等の撮像素子であり、ヘッドマウントディスプレイ
１０がユーザに装着されたときにユーザの口の動きを撮像できるよう配置されている。
【００１７】
　図２は、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０に備えられる第１撮像部１
３の一例を示す図である。図２に示すように、第１撮像部１３は、ヘッドマウントディス
プレイ１０がユーザに装着されたときのヘッドマウントディスプレイ１０の筐体下面に外
側を向くよう配置される。これにより、第１撮像部１３は、ヘッドマウントディスプレイ
１０がユーザに装着されたときに、ヘッドマウントディスプレイ１０の筐体下面から下方
向に位置するユーザの口周辺を撮像することができる。さらに、第１撮像部１３は、ヘッ
ドマウントディスプレイ１０がユーザに装着されたときにユーザの口方向を向くよう角度
をつけて設置されることで、ユーザの口周辺が撮像されやすくなる。
【００１８】
　また、図３は、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０に備えられる第１撮
像部１３の他の例を示す図である。図３に示すように、第１撮像部１３が、フレキシブル
シャフト１７の先端に設けられる。フレキシブルシャフト１７の他端は、ヘッドマウント
ディスプレイ１０の筐体（左側面、右側面、下面、上面、前面など）に支持され、フレキ
シブルシャフト１７は、ヘッドマウントディスプレイ１０がユーザに装着されたときのヘ
ッドマウントディスプレイ１０の筐体下面より下方向に延伸する。これにより、第１撮像
部１３は、ヘッドマウントディスプレイ１０がユーザに装着されたときに、ヘッドマウン
トディスプレイ１０の筐体下面から下方向に位置するユーザの口周辺を撮像することがで
きる。また、フレキシブルシャフト１７は可撓性を有し、第１撮像部１３がユーザの口の
動きを撮像できる適切な位置に配置されるよう変形可能となっている。つまり、ユーザが
フレキシブルシャフト１７を曲げることで、第１撮像部１３の配置の微調整が可能となっ
ている。なお、フレキシブルシャフト１７の先端には第１撮像部１３の他に、ユーザが発
する音声を集音するマイクロホンユニットが設けられていてもよい。
【００１９】
　ここで、図３においては、第１撮像部１３がユーザの口の正面に位置する例を示してい
る。第１撮像部１３がユーザの口の正面に位置することでユーザの口周辺を撮像しやすい
という利点がある。一方で、第１撮像部１３がユーザの口の正面に位置するとユーザの唾
などの汚れが付着しやすくなり、精細な動画像を撮像できなくなる恐れがある。そこで、
ヘッドマウントディスプレイ１０がユーザに装着されたときに、第１撮像部１３がユーザ
の口の正面からオフセットする位置に設けられているとより好ましい。具体的には、例え
ば、図３に示すように、ヘッドマウントディスプレイ１０の側面を見た場合のユーザの上
唇の位置である位置ａから下唇の位置である位置ｂまでの範囲を口の正面とする。このと
き、位置ａより上方向（ヘッドマウントディスプレイ１０の下面から位置ａまで）の範囲
、または位置ｂより下方向の範囲に第１撮像部１３が位置するようにフレキシブルシャフ
ト１７が設けられることとしてもよい。ここで、位置ａ、及び位置ｂはあくまで一例であ
って、口の中心から所定の距離であってもよく、一般的な人の顔の大きさから定めた口の
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正面を示す位置であればよい。
【００２０】
　次に、図４に、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０の上面図を示す。図
４に示すように、ヘッドマウントディスプレイ１０の上面を見た場合のヘッドマウントデ
ィスプレイ１０の中心である位置ｃをユーザの口の正面とする。このとき、ヘッドマウン
トディスプレイ１０の中心である位置ｃからオフセットする、位置ｃより左方向の範囲、
または位置ｃより右方向の範囲に第１撮像部１３が位置するようにフレキシブルシャフト
１７が設けられることとしてもよい。ここで、位置ｃはあくまで一例であって、例えば、
ヘッドマウントディスプレイ１０の中心である位置ｃから左右に所定距離の範囲をユーザ
の口の正面としてもよい。この場合は、当該範囲から左方向または右方向にオフセットす
る位置に第１撮像部１３が位置するようフレキシブルシャフト１７が設けられればよい。
【００２１】
　なお、マイクロホンユニットもユーザの口の正面に位置するとユーザの唾などの汚れが
付着しやすくなり、集音の感度が劣化する恐れがある。そこで、マイクロホンユニットも
第１撮像部１３と同様に、ユーザの口の正面からオフセットする位置に設けられていると
より好ましい。
【００２２】
　また、マイクロホンユニットと第１撮像部１３との両方が設けられる場合に、主にユー
ザの口の動きによるユーザ入力を使用するときは、第１撮像部１３をマイクロホンユニッ
トより口の正面側に位置することで、第１撮像部１３がユーザの口周辺を撮像しやすくな
る。一方で、主に音声入力を使用するときは、マイクロホンユニットを第１撮像部１３よ
り口の正面側に位置することで、ユーザの発する音声を集音しやすくなる。
【００２３】
　このように、第１撮像部１３がユーザの口周辺を撮像可能にヘッドマウントディスプレ
イ１０に備えられることで、ユーザの頭部やユーザ自身が動いたとしても正確にユーザの
口の動きを撮像することが可能となる。
【００２４】
　第２撮像部１４（目周辺撮像カメラ）は、例えば、ＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイ
メージセンサ、赤外線イメージセンサ等の撮像素子であり、ヘッドマウントディスプレイ
１０がユーザに装着されたときにユーザの目周辺を撮像できるよう配置されている。
【００２５】
　図５は、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０に備えられる第２撮像部１
４と赤外線ＬＥＤ１５の一例を示す図である。図５に示すように、第２撮像部１４及び赤
外線ＬＥＤ１５は、ヘッドマウントディスプレイ１０がユーザに装着されたときのヘッド
マウントディスプレイ１０の筐体内面に表示部１１と対向する方向を向くよう配置される
。これにより、赤外線ＬＥＤ１５は、ヘッドマウントディスプレイ１０がユーザに装着さ
れたときに、表示部１１と対向する方向に位置するユーザの目周辺に赤外線を照射するこ
とができる。そして、第２撮像部１４が、反射された赤外線を撮像することで、ヘッドマ
ウントディスプレイ１０がユーザに装着されときのユーザの目周辺を撮像することができ
る。また、眼球の動きや瞬きの頻度によって反射される赤外線の方向や量が変化すること
を用いて、ユーザの視線方向、瞳孔の動き、瞬きの回数または頻度などを検出することも
できる。
【００２６】
　なお、図５では、第２撮像部１４及び赤外線ＬＥＤ１５が表示部１１の上方に配置され
る例を示しているが、ユーザの両目を撮像できる位置に配置されていればこの例に限定さ
れない。例えば、第２撮像部１４及び赤外線ＬＥＤ１５が表示部１１の下方、左側、右側
に配置されてもよいし、ヘッドマウントディスプレイ１０の筐体内面であってユーザの視
線方向（または表示部１１）に対して側面に配置されてもよい。また、第２撮像部１４は
、ユーザの両目それぞれを個別に撮像するための左目用撮像部、及び右目用撮像部を含ん
でいてもよい。その場合、第２撮像部１４は、左目用撮像部及び右目用撮像部のいずれか
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片方だけを含めばよい。
【００２７】
　一般的に、ユーザが発話する際に、顎の開閉や、唇、舌、頬、目などの形状変化が生じ
る。上述したヘッドマウントディスプレイ１０に備えられる第１撮像部１３や第２撮像部
１４により、口の動き、目の形状、目周辺の皮膚の形状といったユーザが発話しようとす
る際のユーザの表情を示す顔特徴情報を検出することで、ユーザが実際に声を出さない場
合であっても発話しようとしたキーワードを推定することを可能とする。以下に、ユーザ
の顔特徴情報を用いたキーワードの推定処理について説明する。
【００２８】
　図６は、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０及び情報処理装置２０が実
現する機能の一例を示す機能ブロック図である。図６に示すように、本実施形態に係るヘ
ッドマウントディスプレイ１０は、第１撮像部１３及び第２撮像部１４を含む撮像部１２
、及び表示制御部１６を含んで構成される。これらの機能は、記憶部に記憶されたプログ
ラムを制御部が実行することで実現される。このプログラムは、例えば光ディスク等のコ
ンピュータ読み取り可能な各種の情報記憶媒体に格納されて提供されてもよいし、インタ
ーネット等の通信ネットワークを介して提供されてもよい。
【００２９】
　また、本実施形態に係る情報処理装置２０は、顔特徴情報取得部２２、入力情報推定部
２４、出力情報生成部２６、顔特徴モデルテーブル２８を含んで構成される。これらの機
能のうち、特徴情報取得部、入力情報推定部２４、及び出力情報生成部２６は、記憶部に
記憶されたプログラムを制御部が実行することで実現される。このプログラムは、例えば
光ディスク等のコンピュータ読み取り可能な各種の情報記憶媒体に格納されて提供されて
もよいし、インターネット等の通信ネットワークを介して提供されてもよい。また、顔特
徴モデルテーブル２８は、記憶部によって実現される。
【００３０】
　ヘッドマウントディスプレイ１０の撮像部１２は、ヘッドマウントディスプレイ１０を
装着したユーザの顔の動画像を撮像する。本実施形態では、撮像部１２にはユーザの口周
辺を撮像する第１撮像部１３と、ユーザの目周辺を撮像する第２撮像部１４と、を含む。
【００３１】
　ヘッドマウントディスプレイ１０の表示制御部１６は、ヘッドマウントディスプレイ１
０の記憶部に保持されている情報や、情報処理装置２０の出力情報生成部２６が生成した
出力情報を取得して表示部１１に表示する。
【００３２】
　情報処理装置２０の顔特徴情報取得部２２は、ヘッドマウントディスプレイ１０から送
信されるユーザの顔の動画像からユーザの顔特徴情報を取得する。ここで、顔特徴情報取
得部２２は、顔特徴情報として、ヘッドマウントディスプレイ１０の第１撮像部１３が撮
像した動画像から抽出されるユーザの口周辺特徴情報と、ヘッドマウントディスプレイ１
０の第２撮像部１４が撮像した動画像から抽出されるユーザの目周辺特徴情報と、を取得
する。口周辺特徴情報としては、唇の幅や高さといった唇の輪郭を示す情報や、画像に含
まれる色成分の分布、彩度の分布、明度の分布を示す情報とする。目周辺特徴情報として
は、目の幅や高さといった目の輪郭を示す情報や、画像に含まれる色成分の分布、彩度の
分布、明度の分布を示す情報とする。また、目周辺特徴情報は、視線方向、瞬きの回数な
どといったユーザの視線に関する情報であってもよい。
【００３３】
　情報処理装置２０の入力情報推定部２４は、顔特徴情報取得部２２が取得したユーザの
顔特徴情報からユーザが発話しようとしたキーワード（ユーザ入力情報とする）を推定す
る。
【００３４】
　ここで、情報処理装置２０の入力情報推定部２４が実行するユーザの顔特徴情報からユ
ーザ入力情報を推定する処理について具体的に説明する。本実施形態では、特徴情報取得
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部が取得したユーザの顔特徴情報（ここでは、口周辺特徴情報）と、情報処理装置２０の
顔特徴モデルテーブル２８に記憶されている顔特徴モデルとのマッチングを行うことでユ
ーザ入力情報を推定する。顔特徴情報のマッチング手法としては、ＤＰ（Dynamic Progra
mming：動的計画）やＨＭＭ（Hidden Markov Model）等の公知の手法が利用可能である。
例えば、情報処理装置２０の顔特徴モデルテーブル２８には、複数のキーワードの候補（
音素、音節、または単語）に関して多人数の顔特徴情報により学習した顔特徴モデルが記
憶される。ここでは、事前に、多数の人が発声する音声データと発声する際の顔の動画像
を収集し、顔の動画像から抽出される顔特徴情報から、ＥＭ（Expectation Maximization
）アルゴリズム等の公知の学習アルゴリズムを用いて各キーワードのＨＭＭを学習し、顔
特徴モデルテーブル２８に記憶しておくこととする。情報処理装置２０の顔特徴モデルテ
ーブル２８に記憶される顔特徴モデルとしては、例えば、音素をキーワードの単位として
、母音「ａ」、母音「ｉ」、母音「ｕ」、母音「ｅ」、及び母音「ｏ」等を発声する際の
口の形状を示す口形状モデルや子音を発生する際の口の形状を示す口形状モデルが記憶さ
れる。そして、入力情報推定部２４が、顔特徴情報取得部２２が取得したユーザの顔特徴
情報と最も類似度の高い顔特徴モデルに対応するキーワードの候補を時系列に連結して構
成される単語をユーザ入力情報として推定する。また、顔特徴モデルとしては、単語をキ
ーワードの単位として、単語を発声する際の口の形状を示す口形状モデルが記憶されても
よい。この場合も、入力情報推定部２４が、顔特徴情報取得部２２が取得したユーザの顔
特徴情報と最も類似度の高い顔特徴モデルに対応する単語をユーザ入力情報として推定す
る。これにより、実際に発音しない場合であってもユーザの口の動きにより発話しようと
したキーワードを推定することが可能となる。なお、顔特徴モデルテーブル２８は外部の
サーバに記憶されていることとし、情報処理装置２０が外部のサーバに問い合わせること
でキーワードを取得することとしてもよい。
【００３５】
　また、入力情報推定部２４は、特徴情報取得部が取得した顔特徴情報のうち目周辺の特
徴情報を加味してユーザが発話しようとしたキーワードを推定してもよい。この場合、情
報処理装置２０の顔特徴モデルテーブル２８には、顔特徴モデルとして、母音「ａ」、母
音「ｉ」、母音「ｕ」、母音「ｅ」、及び母音「ｏ」等を発声する際の目の形状や、目周
辺の皮膚の形状を示す目周辺形状モデルがさらに記憶されている。入力情報推定部２４は
、顔特徴情報取得部２２が取得したユーザの顔特徴情報（口周辺特徴情報及び目周辺特徴
情報）と最も類似度の高い顔特徴モデルに対応するキーワードの候補を時系列に連結して
構成される単語をユーザ入力情報として推定する。これにより、口の形状だけでは推定で
きないようなキーワードであっても目周辺の特徴情報を加味することで高精度にキーワー
ドを推定できるようになる。
【００３６】
　また、入力情報推定部２４は、ユーザがユーザ入力情報を入力する状況に応じてユーザ
入力情報の候補となるキーワードを限定してからユーザ入力情報の推定を実行してもよい
。例えば「出身国を入力する」場合は、入力され得るキーワードが国名に限定される。こ
のように、ある程度入力され得るキーワードが想定される状況では、ユーザ入力情報の候
補となるキーワードを限定して推定処理を行うことで、より高精度にキーワードを推定す
ることができる。
【００３７】
　情報処理装置２０の出力情報生成部２６は、情報処理装置２０の入力情報推定部２４が
推定したユーザ入力情報に基づいてヘッドマウントディスプレイ１０の表示部１１に表示
させる映像を示す出力情報を生成する。具体的には、出力情報生成部２６は、入力情報推
定部２４が推定したユーザ入力情報を文字情報として生成してもよいし、出力情報生成部
２６は、入力情報推定部２４が推定したユーザ入力情報に対応する画像情報として生成し
てもよい。
【００３８】
　ここで、本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ１０及び情報処理装置２０が実
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行するユーザ入力情報推定処理の流れを図７のシーケンス図を参照して説明する。
【００３９】
　まず、ユーザがヘッドマウントディスプレイ１０を装着するなどヘッドマウントディス
プレイ１０の使用が開始されると、ヘッドマウントディスプレイ１０の撮像部１２がユー
ザの顔の動画像の撮像を開始する（Ｓ１）。そして、撮像された動画像に含まれるフレー
ム画像が、所定時間ごとに情報処理装置２０へ送信される（Ｓ２）。なお、撮像された動
画像に含まれるフレーム画像は、ユーザが入力操作を開始するタイミングなど所定のタイ
ミングで情報処理装置２０へ送信されることとしてもよい。ユーザが入力操作を開始する
タイミングとしては、例えば、文字入力をするとき、選択操作をするとき、質問に返答す
るときなどがあげられる。
【００４０】
　情報処理装置２０の顔特徴情報取得部２２は、ヘッドマウントディスプレイ１０から送
信されるフレーム画像からユーザの顔特徴情報を取得する（Ｓ３）。
【００４１】
　情報処理装置２０の入力情報推定部２４は、情報処理装置２０の顔特徴情報取得部２２
が取得した顔特徴情報と、情報処理装置２０の顔特徴モデルテーブル２８に記憶されてい
る顔特徴モデルと、に基づいてユーザ入力情報を推定する（Ｓ４）。
【００４２】
　情報処理装置２０の出力情報生成部２６は、情報処理装置２０の入力情報推定部２４が
推定したユーザ入力情報に基づく、ヘッドマウントディスプレイ１０の表示部１１に表示
させる映像を示す出力情報を生成する（Ｓ５）。
【００４３】
　そして、情報処理装置２０の出力情報生成部２６が生成した出力情報がヘッドマウント
ディスプレイ１０へ送信されると（Ｓ６）、ヘッドマウントディスプレイ１０の表示制御
部１６は、情報処理装置２０から送信された出力情報が示す映像を表示部１１に表示する
（Ｓ７）。
【００４４】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
【００４５】
　例えば、ヘッドマウントディスプレイ１０の表示制御部１６は、ヘッドマウントディス
プレイ１０がユーザに装着されたときに、第１撮像部１３がユーザの口周辺を撮像できて
いるか否かを示す画像を表示部１１に表示させることとしてもよい。具体的には、ヘッド
マウントディスプレイ１０がユーザに装着されたタイミングで、ヘッドマウントディスプ
レイ１０が、第１撮像部１３により少なくともユーザの口全体を含む口周辺の動画像が撮
像されているか否かを判断する。そして、ヘッドマウントディスプレイ１０の表示制御部
１６が、第１撮像部１３により口周辺の動画像が撮像されているか否かの判断結果に応じ
た画像を表示部１１に表示させる。例えば、表示制御部１６は、口周辺の動画像が撮像さ
れている場合は口の動きによる入力が可能であることを示す画像を表示し、口周辺の動画
像が撮像されていない場合はエラーを示す画像を表示する。また、表示制御部１６は、ヘ
ッドマウントディスプレイ１０の設定画面を表示させて、ユーザに音声入力や口の動きに
よる入力の設定を行わせてもよい。なお、第１撮像部１３により口周辺の動画像が撮像さ
れているか否かの判断結果に応じて表示部１１に表示される画像は、情報処理装置２０の
出力情報生成部２６が生成してもよい。この場合、ヘッドマウントディスプレイ１０が第
１撮像部１３により少なくともユーザの口全体を含む口周辺の動画像が撮像されているか
否かを判断した判断結果を情報処理装置２０へ送信する。情報処理装置２０の出力情報生
成部２６は、情報処理装置２０から送信される判断結果を取得して判断結果に応じた出力
情報を生成する。そして、ヘッドマウントディスプレイ１０の表示制御部１６は、情報処
理装置２０から送信される出力情報を表示部１１に表示させる。これにより、ヘッドマウ
ントディスプレイ１０がユーザに装着されたときに、ユーザは口の動きによる入力が可能
か否かを認識することができる。
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【００４６】
　さらに、ヘッドマウントディスプレイ１０の表示制御部１６は、ヘッドマウントディス
プレイ１０がユーザに装着されたときに、第１撮像部１３が撮像する動画像を表示部１１
へ表示させることとしてもよい。第１撮像部１３が、可撓性を有するフレキシブルシャフ
ト１７の先端に設けられている場合など、ヘッドマウントディスプレイ１０に対して可動
に取り付けられている場合は、第１撮像部１３の位置を動かしたときに口周辺を撮像でき
ているか否かを認識しにくい。そこで、第１撮像部１３が撮像する動画像を表示部１１へ
表示させることで、ユーザに口周辺を撮像できているかを認識させるとともに、ユーザに
口周辺を撮像できる範囲内で第１撮像部１３の位置を調整させることができる。
【００４７】
　また、上述の実施形態では、ユーザが発話しようとする際の顔特徴情報を用いて、ユー
ザ入力情報を推定した。ここで、従来の音声入力に組み合わせて顔特徴情報を用いたユー
ザ入力情報の推定を行うこととしてもよい。具体的には、マイクロホンユニットが集音す
るユーザが発する音声の音声認識と、ユーザが音声を発した際のユーザの顔特徴情報を用
いたユーザ入力情報の推定と、を組み合わせて実行することとする。特に、音声認識に向
かない単語が発話された場合や、周囲の雑音が多いことにより音声認識しにくい場合など
に顔特徴情報を用いたユーザ入力情報の推定を行うこととしてもよい。
【００４８】
　また、上述の実施形態では、情報処理装置２０に顔特徴情報取得部２２が含まれること
としているが、ヘッドマウントディスプレイ１０に顔特徴情報取得部２２が含まれること
としてもよい。具体的には、ヘッドマウントディスプレイ１０において、第１撮像部１３
が撮像した動画像から口周辺特徴情報を取得し、取得した口周辺徴情報を情報処理装置２
０へ送信する。そして、情報処理装置２０の入力情報推定部２４が、ヘッドマウントディ
スプレイ１０から送信された口周辺特徴情報を取得し、当該口周辺特徴情報に基づいてユ
ーザが発話しようとしたキーワードを推定する。これにより、第１撮像部１３が撮像した
動画像のフレーム画像を情報処理装置２０へ送信しないこととなるので、ヘッドマウント
ディスプレイ１０と情報処理装置２０との間の通信帯域を節約することができる。また、
同様にして、ヘッドマウントディスプレイ１０において、第２撮像部１４が撮像した動画
像から目周辺特徴情報を取得し、取得した目周辺徴情報を情報処理装置２０へ送信しても
よい。この場合も、第２撮像部１４が撮像した動画像のフレーム画像を情報処理装置２０
へ送信しないこととなるので、ヘッドマウントディスプレイ１０と情報処理装置２０との
間の通信帯域を節約することができる。
【００４９】
　また、上述の実施形態では、情報処理装置２０においてユーザ入力情報の推定処理を行
うこととしているが、ヘッドマウントディスプレイ１０においてユーザ入力情報の推定処
理を行うこととしてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１　情報処理システム、１０　ヘッドマウントディスプレイ、１１　表示部、１２　撮
像部、１３　第１撮像部、１４　第２撮像部、１５　赤外線ＬＥＤ、１６　表示制御部、
１７　フレキシブルシャフト、２０　情報処理装置、２２　顔特徴情報取得部、２４　入
力情報推定部、２６　出力情報生成部、２８　顔特徴モデルテーブル。
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