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(57)【要約】
【課題】搭乗者の視線に基づいて、搭乗者が関心を有し
ている物体を推定する。
【解決手段】ガイド装置が移動する図書室の平面地図を
記憶する地図記憶部２０１と、レーザレンジファインダ
２の測定データからガイド装置の現在位置を検出する位
置検出部１０２と、搭乗者が注視している地点を特定す
る注視点特定部１０３と、注視点における注視度を算出
する注視度算出部１０４と、注視度を基に搭乗者が注視
している物体を特定する注視物体推定部１０５と、注視
している物体の近傍にガイド装置を移動させる走行制御
部１０６と、注視している物体に関連する情報を音声で
報知する音声出力部１０７とを備える。
【選択図】

図２

(2)

JP 2005‑6897 A 2005.1.13

【特許請求の範囲】
【請求項１】
搭乗型移動体の搭乗者が周囲の物体のうちどの物体に関心を有しているかを推定する関心
度推定装置であって、
前記搭乗型移動体が移動する空間内に配置された物体と当該物体の位置とが関連付けられ
た前記空間の地図を記憶する地図記憶手段と、
前記搭乗型移動体の前記空間内での現在位置を検出する位置検出手段と、
前記空間内における前記搭乗者の視線方向を検出する視線方向検出手段と、
前記位置検出手段によって検出された前記搭乗型移動体の現在位置と前記視線方向検出手
段によって検出された視線方向と、前記視線方向上にある物体とを基に、搭乗者が注視し
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ている位置である注視点を特定し、当該注視点における注視の程度を示す注視度を算出す
る注視度算出手段とを備えることを特徴とする関心度推定装置。
【請求項２】
前記注視度算出手段は、前記搭乗者の視野の中心から視野の周囲に向かうにつれて、前記
視野内の各方向の注視点に対する注視度の値が低くなる関数を用いて前記注視度算出する
ことを特徴とする請求項１記載の関心度推定装置。
【請求項３】
前記関数は、時間が経過するにつれて注視度の値が減少する関数であることを特徴とする
請求項２記載の関心度推定装置。
【請求項４】
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前記関数は、距離が大きくなるにつれて注視度の値が小さくなる関数であることを特徴と
する請求項２又は３記載の関心度推定装置。
【請求項５】
前記搭乗者が注視する物体の位置の近傍に前記搭乗型移動体を移動させる走行制御手段を
さらに備えることを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の関心度推定装置。
【請求項６】
操作前記搭乗者が注視する物体に関連する情報を音声で報知する音声報知手段をさらに備
えることを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の関心度推定装置。
【請求項７】
搭乗型移動体の搭乗者が周囲の物体のうちどの物体に関心を有しているかを推定する関心
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度推定装置であって、
前記搭乗型移動体が移動する空間内に配置された物体と当該物体の位置とが関連付けられ
た前記空間の地図を記憶する地図記憶手段と、
前記搭乗型移動体の前記空間内での現在位置を検出する位置検出手段と、
前記空間内における前記搭乗者の顔方向を検出する顔方向検出手段と、
前記位置手段によって検出された前記搭乗型移動体の現在位置と前記顔方向検出手段によ
って検出された顔方向と、前記顔方向上にある物体とを基に、前記搭乗者が注視している
位置である注視点を特定し、当該注視点における注視の程度を示す注視度を算出する注視
度算出手段とを備えることを特徴とする関心度推定装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電動車椅子や自動車などの搭乗型移動体の搭乗者の視線を検出し、搭乗者の関
心度を推定する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
人間の視線の動きは、人間の意図や注意と関係が深いことが知られている。近年、視線を
キーボードやマウスの変わりの入力デバイスとして用いる研究が進められており、次世代
ヒューマンインターフェイスとして注目されている。人間の視線は他のデバイスと比べて
、例えば手を用いずに入力できる、すばやく移動させることができる、長時間用いても疲
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労が少ない等の利点を有している。
【０００３】
【特許文献１】
特開平０７−９６７６８号公報
【特許文献２】
特開平１１−１３９２２９号公報
【特許文献３】
特許３０２７７８６号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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ところで、電動車椅子などの搭乗型移動体の搭乗者は、移動したい場所に視線を向けて操
縦するのが一般的である。そのため、視線に基づいて、搭乗者が現在どの物体に関心を有
しているかを推定し、推定した物体の近傍に電動車椅子を移動させることも可能である。
特に、手足が不自由な搭乗者にとって、かかる車椅子は有用である。
【０００５】
本発明の目的は、搭乗者の視線に基づいて、搭乗者の注視の程度を示す注視度を算出し、
搭乗者が関心を有している物体を推定する関心度推定装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る関心度推定装置は、搭乗型移動体の搭乗者が周囲の物体のうちどの物体に関
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心を有しているかを推定する関心度推定装置であって、搭乗型移動体が移動する空間内に
配置された物体と当該物体の位置とが関連付けられた前記空間の地図を記憶する地図記憶
手段と、前記搭乗型移動体の前記空間内での現在位置を検出する位置検出手段と、前記空
間内における前記搭乗者の視線方向を検出する視線方向検出手段と、前記位置検出手段に
よって検出された前記搭乗型移動体の現在位置と前記視線方向検出手段によって検出され
た視線方向と、前記視線方向上にある物体とを基に、搭乗者が注視している位置である注
視点を特定し、当該注視点における注視の程度を示す注視度を算出する注視度算出手段と
を備えることを特徴とする。
【０００７】
この構成によれば、搭乗型移動体の搭乗者の視線及び搭乗型移動体の空間内での現在位置
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が検出され、検出された視線、現在位置及び地図に基づいて、搭乗者が注視する注視点が
特定されるとともに、当該注視点への搭乗者の注視度が算出されるため、搭乗者が搭乗型
移動体の周囲のどの物体に関心を有しているかを推定することができる。
【０００８】
前記注視度算出手段は、前記搭乗者の視野の中心から視野の周囲に向かうにつれて、前記
視野内の各方向に対する注視度の値が低くなる関数を用いて前記注視度算出することが好
ましい。この構成によれば、視野の中心ほど関心が高いという人間の特性を加味して注視
度が算出されるため、搭乗者が関心を有している物体をより正確に推定することができる
。
【０００９】
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前記関数は、時間が経過するにつれて注視度の値が減少する関数であることが好ましい。
この構成によれば、同一箇所を注視した場合、その箇所に対する関心度は時間が経過する
につれて低くなるという人間の特性を加味して注視度が算出されるため、搭乗者が現在関
心を有している物体をより正確に推定することができる。
【００１０】
前記関数は、距離が大きくなるにつれて注視度の値が小さくなる関数であることが好まし
い。この構成によれば、搭乗者は遠くの物体を見る場合、視野内には多くの物体が含まれ
るため、搭乗者が特定された注視点を注視している確率は低くなるが、搭乗者が近くの物
体を見る場合、搭乗者が特定される注視点を注視している確率は高くなるという特性が加
味されて注視度を算出することができる。
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【００１１】
前記搭乗者が注視する物体の位置の近傍に前記搭乗型移動体を移動させる走行制御手段を
さらに備えることが好ましい。この構成によれば、搭乗者は、視線に基づいて、搭乗型移
動体を操作することができる。
【００１２】
操作前記搭乗者が注視する物体に関連する情報を音声で報知する音声報知手段をさらに備
えることが好ましい。この構成によれば、搭乗者が目視している物体近傍に搭乗型移動体
が移動するとともに、例えばその物体の説明など、目視している物体に関連する情報が音
声によって搭乗者に報知されるため、搭乗型移動体を図書館や博物館などでのガイドロボ
ットとして用いることができる。
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【００１３】
また、別の発明に係る関心度推定装置は、搭乗型移動体の搭乗者が周囲の物体のうちどの
物体に関心を有しているかを推定する関心度推定装置であって、前記搭乗型移動体が移動
する空間内に配置された物体と当該物体の位置とが関連付けられた前記空間の地図を記憶
する地図記憶手段と、前記搭乗型移動体の前記空間内での現在位置を検出する位置検出手
段と、前記空間内における前記搭乗者の顔方向を検出する顔方向検出手段と、前記位置手
段によって検出された前記搭乗型移動体の現在位置と前記顔方向検出手段によって検出さ
れた顔方向と、前記顔方向上にある物体とを基に、前記搭乗者が注視している位置である
注視点を特定し、当該注視点における注視の程度を示す注視度を算出する注視度算出手段
とを備えることを特徴とする。
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【００１４】
この構成によれば、搭乗型移動体の搭乗者の顔方向及び搭乗型移動体の空間内での現在位
置が検出され、検出された顔方向、現在位置及び地図に基づいて、搭乗者が注視する注視
点が特定されるとともに、当該注視点への搭乗者の注視度が算出されるため、搭乗者が搭
乗型移動体の周囲のどの物体に関心を有しているかを推定することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係る関心度推定装置と電動車椅子１とを組み合わせ、学校等の図書室を
ガイドするガイド装置とした場合のそのガイド装置の外観図を示している。このガイド装
置は、電動車椅子（搭乗型移動体）１と、搭乗者の操作指令に基づいて電動車椅子１の走
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行制御等を行なう関心度推定装置とから構成され、図書室内を移動し、搭乗者が目視する
本やポスターなどの物体に関連する情報を搭乗者に音声で報知等する装置である。電動車
椅子１は、電動車椅子１の搭乗者が座る椅子１１と椅子１１の下部に配設された駆動部１
２と、椅子１１の手前に配設されたテーブル１３と、椅子１１の左右両側に配設された肘
かけ１４とを備えている。駆動部１２は、電動車椅子１の動力源としての電動モータ（図
略）と、ガイド装置を構成する種々の装置に電力を供給するバッテリー（図略）と、電動
モータの駆動力に基づいて回転する一対の車輪１５と、電動モータのトルクを車輪１５に
伝達するギア（図略）等から構成されている。椅子１１の背もたれ部分の上部には、背後
から電動車椅子１を前方に移動させる際に用いる取っ手１６が配設されている。さらに車
輪１５の前側及び後側には、電動車椅子１の走行を安定させるための一対の補助車輪１７
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が取り付けられている。
【００１６】
椅子１１の下側であって、駆動部１２の手前位置には、電動車椅子１の現在位置を検出す
るためのレーザレンジファインダ２が配設されている。テーブル１３の上部には、関心度
推定装置を制御するためのコンピュータ３及び電動車椅子１の搭乗者の顔画像を撮影する
２台のカメラ４が配設されている。駆動部１２、レーザレンジファインダ２及びコンピュ
ータ３により関心度推定装置が構成される。
【００１７】
レーザレンジファインダ（ｌａｓｅｒ

ｒａｎｇｅ

ｆｉｎｄｅｒ：ＬＲＦ）２は距離計

測装置の一種であり、前方１８０度の範囲内において、所定角度、例えば０．５度刻みで
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放射線状にレーザ光を照射し、レーザ光の反射光の強度を各角度毎に測定することにより
、手前に位置する物体（障害物）と電動車椅子１との距離を測定する。本実施形態では、
ＳＩＣＫ社製ＬＭＳ２００が用いられており、測定可能範囲は８０ｍであり、測定分解能
は１０ｍｍである。
【００１８】
コンピュータ３は、一般に市販されているノート型パソコンであり、ＣＰＵ（中央演算装
置）と、ＢＩＯＳ等を記憶するＲＯＭ（リードオンリーメモリ）と、ＣＰＵの作業領域と
して用いられるＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）と、ＯＳ等のプログラムや種々のデー
タを記憶するハードディスクと、搭乗者の操作指令を受け付けＣＰＵに出力するキーボー
ド及びポインティングデバイスと、ＣＰＵの制御に基づいて種々のデータを画像として表
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示する液晶表示パネル等を備える。カメラ４を構成する２台のカメラはそれぞれカラー動
画像を撮影する一般的なカメラである。
【００１９】
図２は、関心度推定装置の電気的な構成を示したブロック図である。関心度推定装置は、
処理部１００及び記憶部２００を備えている。記憶部２００は、例えばハードディスクか
ら構成され、地図記憶部２０１及び音声データ記憶部２０２を備えている。
【００２０】
地図記憶部２０１は、本棚、図書室内の壁、壁に貼られたポスター等の物体及びガイド装
置が走行可能な通路等の位置を示す地図を記憶している。この地図は、図書室を上から見
た平面的な地図である。また、地図記憶部２０１は、各本棚について、その本棚がどのよ
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うなジャンルの書籍を主に収納している本棚であるかを示すジャンル情報を記憶している
。
【００２１】
音声データ記憶部２０２は、ジャンル情報毎に用意された音声データを記憶している。
【００２２】
処理部１００は、ＣＰＵがコンピュータ３を関心度推定装置の制御部として機能させるた
めのプログラムを実行することにより実現され、視線方向検出部１０１、位置検出部１０
２、注視点特定部１０３、注視度算出部１０４、注視物体推定部１０５、走行制御部１０
６及び音声出力部１０７を備えている。
【００２３】
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視線方向検出部１０１は、カメラ４で取得された搭乗者の顔の動画像を対し、例えば、論
文（論文タイトル

顔・視線計測システムの開発と動作認識への応用

松本吉央、Ａｌｅ

ｘａｎｄｅｒＺｅｌｉｎｓｋｙ、小笠原司；ロボティクスシンポジア２００３年）で示し
た処理を適用することによりガイド装置に対する搭乗者の視線方向を検出する。ここで、
ガイド装置に対する視線方向とは、ガイド装置の進行方向に対する視線方向のことであり
、ガイド装置の進行方向と搭乗者の視線方向とでなす角度によって特定される方向である
。
【００２４】
位置検出部１０２は、レーザレンジファインダ２の測定データと図書室の地図とに対し、
例えばＷｅｉｓｓのマッチング手法（論文タイトル
Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｏｒ
ｒ

Ｓｙｓｔｅｍｓ
Ｓｃａｎｓ

Ｔｒａｃｋ

ｏｆ

ａｎｄ

Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｍｏｖｉｎｇ

ｂｙ

Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｒａｎｇｅ−Ｆｉｎｄｅ

（ＩＲＯＳ

ｔｚｌｅｒ，ａｎｄ

Ｋｅｅｐｉｎｇ
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Ｉｎｄｏ

９４，ｐｐ５９５−６０１著者Ｇ．Ｗｅｉｓｓ，Ｃ．Ｗｅ

Ｅ．Ｖ．Ｐｕｔｔｋａｍｅｒ）を適用することにより、ガイド装置

の図書室での現在位置及び向きを特定する。ここで、ガイド装置の向きは、図書室の所定
の基準方向（例えば北の方向）に対するガイド装置の進行方向のことであり、基準方向と
ガイド装置の進行方向とでなす角度によって特定される方向である。なお、位置検出部１
０２は、ＧＰＳ（ｇｌｏｂａｌ

ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ

ｓｙｓｔｅｍ）を用いてガイ

ド装置の現在位置を検出してもよい。
【００２５】
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注視点特定部１０３は、視線方向検出部１０１によって検出された視線方向とガイド装置
の向きとによって特定される上記基準方向を基準としたときの視線方向（絶対視線方向）
を特定し、現在位置から絶対視線方向に向けて引いた直線（視線直線）と視線直線上であ
って現在位置に最も近い場所に位置する物体との地図上の交点を求め、注視点として特定
する。また、注視点特定部１０３は、視線方向を中心とする扇状の視野領域内において、
現在位置から放射状に複数の直線（視野直線）を引き、各視野直線と各視野直線上であっ
て現在位置に最も近い場所に位置する物体との地図上の交点を求め、これらの交点も注視
点として特定する。なお、注視点は所定の周期Δｔ（例えば１／３０秒）毎に特定される
。
【００２６】
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注視度算出部１０４は、各注視点に対して、式（１）〜式（３）のいずれか１つの式を適
用することにより各注視点の注視度を算出する。
Ｗｉ（ｔ）＝αＷｉ（ｔ−Δｔ）＋１／Ｌ
Ｗｉ（ｔ）＝αＷｉ（ｔ−Δｔ）＋０．５／Ｌ

（｜θ｜≦５°）・・・式（１）
（５°＜｜θ｜≦１０°）・・・式（２

）
Ｗｉ（ｔ）＝αＷｉ（ｔ−Δｔ）

（｜θ｜＞１０°）・・・式（３）

Ｗｉ（ｔ）：時刻ｔにおける注視点ｉの注視度
Ｌ：注視点ｉと現在位置との距離
α：注視度の減衰率
θ：視線直線に対する視野直線の角度
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Δｔ：注視度を算出する周期
【００２７】
Ｗｉ（ｔ―Δｔ）は、注視点ｉにおけるΔｔ時間前の注視度を示しており、Ｗｉ（ｔ−Δ
ｔ）に減衰率α（０＜α＜１）を乗算しているため、時間が経過するにつれて、注視点ｉ
における注視度は減衰していく。その結果、同一箇所を注視した場合、その箇所における
関心度は時間が経過するにつれて低くなるという特性が上記式（１）〜（３）には加味さ
れている。
【００２８】
注視物体推定部１０５は、注視度の値が最も大きな注視点を特定し、特定した注視点にお
ける注視度が所定の閾値よりも大きい場合、この注視点に位置する物体を搭乗者が関心を
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示している物体として推定する。
【００２９】
走行制御部１０６は、ガイド装置の現在位置から注視物体推定部１０５によって推定され
た物体近傍の位置までガイド装置を走行するようにガイド装置の走行制御を行う。例えば
、物体近傍の位置に近づくにつれて速度を低下させていき、物体近傍の位置で停止させる
というようなガイド装置の走行制御を行う。
【００３０】
音声出力部１０７は、注視物体推定部１０５によって推定された物体が本棚である場合、
ガイド装置がその本棚の近傍の位置に到着乃至は所定の距離範囲内に近づいたとき、その
本棚のジャンル情報に対応する音声データを音声データ記憶部２０２から読み出し、読み
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出した音声データを音声信号に変換してスピーカ５に出力する。
【００３１】
なお、本実施形態では、カメラ４及び視線方向検出部１０１が視線方向検出手段の一例に
相当し、レーザレンジファインダ２及び位置検出部１０２が位置検出手段の一例に相当し
、地図記憶部２０１が地図記憶手段に相当し、注視点特定部１０３及び注視度算出部１０
４が注視度算出手段に相当に相当する。
【００３２】
次に、本関心度推定装置の処理について説明する。図３は、本関心度推定装置の処理を示
すフローチャートである。ステップＳ１において、視線方向検出部１０１は、カメラ４に
よって取得された搭乗者の顔画像から搭乗者の視線方向を検出する。
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【００３３】
ステップＳ２において、位置検出部１０２は、レーザレンジファインダ２の測定データか
ら、ガイド装置の図書室内での現在位置を検出する。
【００３４】
ステップＳ３において、注視点特定部１０３は、ステップＳ１で検出された搭乗者の視線
方向及びステップＳ２で検出されたガイド装置の現在位置から、視線直線に対する注視点
と、視野直線に対する注視点とを特定する。図４（ａ）は、図書室において、搭乗者が現
在位置ＰＰから壁ＷＬを注視している状態を模式的に示した図であり、（ａ）は立体図を
示し（ｂ）は平面図（地図）を示している。また、（ａ）において、Ｘ−Ｙ平面は地面を
表し、Ｚ軸は高さ方向を示している。
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【００３５】
注視点特定部１０３は、まず、ステップＳ１で検出された視線方向から図書室の基準方向
に対する搭乗者の視線方向である絶対視線方向ＳＤを特定するとともに、ステップＳ２で
検出された図書室でのガイド装置の現在位置から地図上におけるガイド装置の現在位置Ｐ
Ｐを特定する。次に、特定した現在位置ＰＰから絶対視線方向ＳＤに引いた視線直線ＳＬ
１と壁ＷＬとの地図上の交点を求め、この交点を注視点ＣＰとして特定する。
【００３６】
さらに、注視点特定部１０３は、現在位置ＰＰから視線直線を中心として複数の視野直線
ＳＬ２を引き、各視野直線ＳＬ２と、壁ＷＬとの地図上の交点を求め、これらの交点も注
視点ＣＰとして特定する。
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【００３７】
ステップＳ４において、注視度算出部１０４は、ステップＳ３で特定された各注視点ＣＰ
に対し、上記式（１）〜（３）のいずれかを適用することにより、各注視点ＣＰの注視度
を算出する。本実施形態では、視線直線ＳＬ１と視野直線ＳＬ２との角度をθとしたとき
、｜θ｜≦５°の範囲内にある視野直線ＳＬ２に対応する注視点ＣＰに対しては式（１）
を用いて注視度を算出し、５°＜｜θ｜≦１０°の範囲内にある視野直線ＳＬ２に対応す
る注視点ＣＰに対しては式（２）を用いて注視度を算出し、｜θ｜＞１０°の範囲内にあ
る視野直線ＳＬ２に対しては、式（３）を用いて注視度を算出している。そのため、各注
視点ＣＰの注視度は、図４のブロック状の図形で示すように、搭乗者の視野の中心ほど注
視度の値が大きくなり、視野の中心から離れるにつれて注視度の値が小さくなる。その結
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果、搭乗者の関心度は、視野の中心ほど高いという特性を加味して注視度を算出すること
ができる。さらに、式（１）、（２）の第２項の分母がＬであるため、注視点ＣＰと現在
位置ＰＰとの距離が近いほどその注視点の注視度は大きくなる。
【００３８】
ステップＳ５において、注視度が最大の注視点ＣＰの注視度が閾値よりも大きい場合（ス
テップＳ５でＹＥＳ）、注視物体推定部１０５は、当該注視点ＣＰに位置する物体を搭乗
者が関心を有している物体として推定する。一方、注視度が最大の注視点ＣＰの注視度が
閾値よりも小さい場合（ステップＳ５でＮＯ）、ステップＳ１に戻る。
【００３９】
図５（ａ）は、搭乗者が壁に貼ってあるポスターＧＰを注視しているときの注視度を示し
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た図であり、（ｂ）は搭乗者がポスターＧＰを注視していないときの注視度を示した図で
ある。図５（ａ）、（ｂ）において、各線分は、図書室内の壁ＷＬを示し、四角はガイド
装置の現在位置ＰＰを示し、短い矢印は、ガイド装置の正面方向ＦＤを示し、長い矢印は
視線方向ＥＤを示し、山状の点の集合体は、注視点の注視度の大きさであり、壁ＷＬと直
交する方向への集合体の高さにより、その位置での注視度の大きさを表している。
【００４０】
図５（ａ）では、搭乗者はポスターＧＰを注視しているため、ポスターＧＰ周囲の注視度
が大きくなっていることが分かる。一方、図５（ｂ）では、搭乗者はポスターＧＰを注視
していないため、注視度の小さな注視点が分散して存在していることが分かる。
【００４１】
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図６は、各時刻（１／３０秒毎）において注視度が最大の位置をプロットしたグラフであ
り、（ａ）は搭乗者がポスターＧＰを注視している場合を示し、（ｂ）は搭乗者がポスタ
ーＧＰを注視していない場合を示している。（ａ）、（ｂ）両グラフとも、縦軸は注視度
が最大の位置のＸの値及びＹ座標の値とその注視点に対応する注視度とを示し、横軸は時
間を示し、実線がＸ座標のグラフを示し、破線がＹ座標のグラフを示し、一点破線が注視
度のグラフを示している。図６（ａ）に示すように、搭乗者がポスターＧＰを注視してい
る場合は、時間の経過に伴って、注視度が最大の位置のＸ及びＹ座標の値がほぼ一定であ
ることが分かる。一方、図６（ｂ）に示すように、搭乗者がポスターＧＰを注視していな
い場合、時間の経過に伴って注視度が最大の位置のＸ及びＹ座標の値が大きく変化すると
ともに、注視度の値が低いことが分かる。この結果が示すように、搭乗者がある物体に注
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視している場合と注視していない場合とでは、その注視度の大きさ及び注視点の分散の仕
方が顕著に相違するため、搭乗者の視線に基づいて、搭乗者の現在どの物体に関心を有し
ているかを推定することが可能となる。
【００４２】
ステップＳ６において、走行制御部１０６は、ステップＳ５において特定された搭乗者が
注視する物体の近傍の位置にガイド装置を移動させる。搭乗者が注視する物体が本棚であ
る場合（ステップＳ７でＹＥＳ）、音声出力部１０７は、搭乗者が注視する物体の近傍の
位置にガイド装置が到着したとき、その本棚のジャンル情報に対応する音声データを音声
データ記憶部２０２から読出し、スピーカ５に出力し、搭乗者にその本棚のジャンルを報
知する。
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【００４３】
ステップＳ９において、例えばガイド装置の主電源がオフされると（ステップＳ９でＹＥ
Ｓ）、処理を終了し、主電源がオフされていない場合は（ステップＳ９でＮＯ）、ステッ
プＳ１に戻り、処理を続行する。
【００４４】
以上説明したように、本実施形態に係る関心度推定装置によれば、視線に基づいて、搭乗
者の注視度が算出されているため、搭乗者の周囲のどの物体に関心を持っているかを知る
ことができる。
【００４５】
なお、本発明は以下の態様を採ることができる。
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【００４６】
（１）上記実施形態では、搭乗者が注視している物体の近傍にガイド装置を走行させる態
様を示したが、これに限定されず、走行制御は、直接、搭乗者がガイド装置を操縦するこ
とにより行ない、音声による報知のみを注視度に基づいて行なってもよい。また、本棚の
ジャンルを音声で報知する態様を示したが、これに限定されず、例えばポスターを注視し
ている場合は、そのポスターの内容等を説明する音声を報知する等、搭乗者が注視する物
体に応じた音声を報知させてもよい。この場合、物体の種類に応じた音声データを音声デ
ータ記憶部２０２に予め記憶させておき、音声出力部１０７は、搭乗者が物体を注視した
とき、その物体に対応する音声データを読出し、当該音声データから得られる音声信号を
スピーカ５に出力すればよい。
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【００４７】
（２）上記実施形態では、ガイド装置は図書室を移動するものであったが、これに限定さ
れず、例えば、美術館、博物館等を移動するものであってもよい。この場合、展示物毎の
音声データを音声データ記憶部２０２に予め記憶させておき、音声出力部１０７は、搭乗
者が展示物を注視したときに、その展示物に対応する音声データを読出し、スピーカ５に
当該音声データから得られる音声信号を出力すればよい。
【００４８】
（３）自動車の運転手が街中にある看板をどれだけ注目しているかを上記注視度を基に測
定し、看板の広告効果を調査する広告度調査システムに本関心度推定装置を適用させても
よい。この場合、看板の位置の情報は予めデータとしてもっておく。そして、ＧＰＳなど
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の車の位置情報や、カメラを用いた外部環境計測の結果と運転手の顔、視線計測結果を合
わせることにより、看板への注目度を測定することができる。そして、測定結果を、車載
ネットワーク等を介して広告主に送信させるようにすると、広告主は、即座に看板の宣伝
効果を把握することができる。さらに、この構成において、看板の宣伝効果を調査する態
様に代えて又は加えて、自動車の運転手が信号や道路標識に対してどれだけ注目している
かを測定し、その結果に応じて、警告を与えたり、車への制御（速度超過の場合、減速す
る等）させてもよい。
【００４９】
（４）本発明に係る関心度推定装置をカーナビゲーションシステムと連携させ、運転者が
カーナビゲーションシステムで目的地（例えば、レストラン等）を設定し、自動車がその
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目的地の周辺（目視可能な距離範囲内）に近づいたとき、その目的地を運転手が見ている
かどうかを検出し、その目的地を見ていない場合は、音声でアナウンスすることにより目
的地に近づくように支援を行なってもよい。また、目的地を通りすぎないように、自動車
への走行制御（速度超過や入り口が近づいた場合減速する等）により支援を行なってもよ
い。
【００５０】
（５）上記実施形態では、視線方向検出部１０１によって検出された視線方向に基づいて
関心度の算出等をおこなっているが、これに限定されず、搭乗者の顔方向を検出し、これ
を基に注視度の算出等を行ってもよい。この場合、視線方向検出部１０１に代えて、搭乗
者の空間上での顔方向を検出する顔方向検出部を設け、注視点特定部１０３、注視度算出
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部１０４及び注視物体推定部１０５等は、「視線方向」に代えて顔方向検出部が検出した
「顔方向」を基にそれぞれ処理を実行すればよい。なお、顔方向の検出は、上記視線方向
検出部１０１が採用する論文中に示された顔方向を検出する技術を用いて搭乗者の顔方向
を検出すればよい。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、搭乗型移動体の搭乗者の視線及び搭乗型移動体の
空間内での現在位置が検出され、検出された視線、現在位置及び地図に基づいて、搭乗者
が注視する注視点が特定されるとともに、当該注視点への搭乗者の注視度が算出されるた
め、搭乗者が搭乗型移動体の周囲のどの物体に関心を有しているかを知ることができる。

30

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る関心度推定装置を学校等の図書室のガイド装置に適用した場合のガ
イド装置の外観図を示している。
【図２】関心度推定装置の電気的な構成を示したブロック図である。
【図３】関心度推定装置の処理を示すフローチャートである。
【図４】注視点特定部の処理を説明するための図である。
【図５】図５（ａ）は、搭乗者が壁に貼ってあるポスターＧＰを注視しているときの注視
度を示した図であり、（ｂ）は搭乗者がポスターＧＰを注視していないときの注視度を示
した図である。
【図６】各時刻（１／３０秒毎）において注視度が最大の位置をプロットしたグラフであ
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り、（ａ）は搭乗者がポスターＧＰを注視している場合を示し、（ｂ）は搭乗者がポスタ
ーＧＰを注視していない場合を示している。
【符号の説明】
１００

処理部

１０１

視線方向検出部

１０２

位置検出部

１０３

注視点特定部

１０４

注視度算出部

１０５

注視物体推定部

１０６

走行制御部
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１０７

音声出力部

２００

記憶部

２０１

地図記憶部

２０２

音声データ記憶部

ＣＰ

注視点

ＥＤ

視線方向

ＳＬ１

視線直線

ＳＬ２

視野直線

【図１】
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