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HyperMask: Reactive Talking Head for Storytelling
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あらまし HyperMaskとは従来単一の顔表情や人物を表現する仮面の概念を進化させ，一つの仮面からあら
ゆる表情や人物を自由に生成及び表現可能なシステムである．本システムを用いることで，その仮面を装着した
役者の表現の幅や新しい演出方法が生み出されていくと考えられる．顔の表出手法として，仮面に装着された五
つの LEDを，カメラにより追跡することで仮面の位置及び方向を求め，プロジェクタによって算出されたパラ
メータをもとに顔画像の投影を行う．また投影されている顔画像は演技者の音声を分析することによりリアルタ
イムで音声同期して口形状のアニメーションを行い，顔表情や人物の切換はユーザが任意に選択可能である．本
論文ではHyperMaskシステムを用いた演出支援装置を紹介し，新たな仮面の表現技法の確立を目指す．
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1. ま えが き

HyperMaskは仮面を装着した演劇への支援手法で

あり，観客に対する演技者の表現力を大きく広げ，新

たな演出が構築可能なシステムである．俳優や演劇者

などに，白色の仮面を装着させ，プロジェクタによっ

て表情・口形状変形及び人物の切換が可能な 3次元顔

モデルを投影しストーリーや場面，状況の変化に応じ

て容易に操作ができるように構成されている．また，
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演技者の動きに応じて仮面に正しく顔モデルを投影で

き，自由度の高いシステムとなっている．

一般的に仮面と呼ばれているものは文化・宗教・地域

によって様々なものが存在している．また仮面制作に

おいて写実的な表出を施してあるものもあれば逆に抽

象的表現を施したものもあり多種多様である．それら

は一様に単一の表情・人物が描かれており，演技する

キャラクタのストーリー上での素性や立場に応じて使

い分けている．また日本の古典芸能である能面のよう

な演技者の動きや観客の視線方向，照明条件，ストー

リーや音楽等様々な舞台環境から観客の心理状態，創

造により仮面に内的な表情を付加させ演出を行う手法

も存在する [1]．HyperMaskの演出手法は従来の手

法と異なり，外的な表情の変化，そして役柄自体の切

換が可能で従来の仮面の概念を超えた自由度の高い演

出が表現できると考えられる．また単純な表情から内

的な感情を付加させるような複雑な表情を容易に表出

可能にするため，仮面に投影する顔画像はリアルな顔

モデルを用いるよう工夫した．それにより従来の仮面

を使った独特な演出を熟知していない演技者でも簡単

に表情の変化が操作可能で，観客もまた直感的に演技
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図 1 システム構成
Fig. 1 System feature of HyperMask.

者の表情を読み取ることができ，没入度の高い演劇空

間が広がると考えられる．

本システムの構築にあたり，（1）演技者が装着して

いる仮面の動きを正しく追跡し，仮面上に顔画像を正

しく投影する手法，（2）仮面に投影する顔モデルの生

成及び口形状・表情の制御法，（3）音声から口形状へ

の推定，計三つの基盤技術を用いている（図 1）．（1）

において，本論文では簡単かつ短時間でキャリブレー

ションを行え，また精度の高い追跡・投影が可能な方

法を提案し，（2）ではフレシキブルな顔モデルの構築

を目指し，3次元ワイヤフレーム上に顔のテクスチャ

画像を容易にフィッティング可能なツールを開発した．

また口形状・表情変化に必要なワイヤフレームの特徴

点制御ルールを紹介する．（3）では仮面上の顔画像をリ

アルタイムにて制御を行うため，演技者の声をニュー

ラルネットワークによって分析を行い，リアルタイム

に音声と同期させ合成を行った．表情変形及び投影を

行う顔モデルの変更は演技者がマニュアルで操作可能

である．

紹介した三つの基盤技術はHyperMask を構築す

るために大変重要な要素となっているが，本システム

のみ利用可能ではなく，他の分野へ容易に応用・転用

可能できると期待される．例として技術（1）を用いて

“The Office of the Future” [2], [3]と呼ばれる実世界

と仮想空間との共有インタラクティブスペースの構築

に利用できると考えられる．また技術（2），（3）では

顔画像生成技術は制御パラメータのみで表情・口形状

変形が可能であることからMPEG-4 [6]プロトコルに

類似したテレビ電話やサイバスペース上での低ビット

レートコミュニケーションシステムなど幅広い応用が

期待できる．

以下，これらの基盤技術を 2.（1）仮面の追跡・投

影，3.（2）顔モデル構築，4.（3）口形状推定，と順

に追って紹介し，5.で実際にHyperMaskシステム

を用いたプロトタイプの演出支援システムの構築，そ

してプロトタイプを用いてデモンストレーションを行

い，そのシステム評価結果を述べていく．

2. 仮面の追跡・投影

本章では 1台のカメラとプロジェクタを用いた基盤

技術の一つである（1）仮面の追跡・投影について述

べる．演技者は舞台上で静止していることはほとんど

なく，演出に応じた動きを行う．そのために投影する

顔モデルと仮面とが常に正しく投影され，かつ演技者

の動きの制約を可能な限りなくしたシステム設計が求

められる．またカメラとプロジェクタのキャリブレー

ションに関しても利用者の専門知識の必要なく短時間

で各種パラメータが設定不要の単純な操作が望まれる．

そこで本手法ではそれらの問題を解決すべく，次に述

べる手法でキャリブレーションを行った．

2. 1 キャリブレーション [4]

カメラ対と平面上に存在する観測点との関係を調べ

る際，一般的にホモグラフィ[7]（共線変換とも呼ばれ

る）が用いられている．ホモグラフィは実空間中の同

一平面上に乗る複数点を 2台のカメラで撮影したとき

の画像間での対応を表現し，ホモグラフィで記述され

る対応は同一平面上のみ有効で，2台のカメラの位置

や対象となる平面に依存する 3行 3列の行列で定義さ

れる．

投影モデルを考える際，基礎的な概念として理想状

態のピンホールカメラモデルがよく知られているが，プ

ロジェクタもまた理想状態でのピンホールモデルとし

て考えても差し支えない（図 2）．H をホモグラフィと

するとプロジェクタ画像フレーム p̄ = (xp/wp, yp/wp)

とカメラ画像フレーム c̄ = (xc/wc, yc/wc) との関係

は次式のように示される．ただし，座標系は同次座標

p = (xp, yp, wp)，c = (xc, yc, wc) を用いる．

p =



xp

yp

wp


 = Hc = H



xc

yc

wc


 (1)

もし両画像平面上の 4点の基準点となる座標がわかれ

ば，ホモグラフィは完全に定義できる．本手法では仮

面上に設定した 4点とプロジェクタから仮面表面の 4
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図 2 キャリブレーションと実行時のプロセス
Fig. 2 Calibration process and run-time process.

点の位置関係が対応した 4点の画像をマニュアルで合

わせることでカメラとプロジェクタ間のホモグラフィ

を求めた（図 2）．

プロジェクタの 4点の同次座標（wp = 1とする）を

pi = (xi
p, y

i
p, 1) i = 1, 2, 3, 4 (2)

とし，次にカメラの 4 点の同次座標（wc = 1 とす

る）を

ci = (xi
c, y

i
c, 1) i = 1, 2, 3, 4 (3)

とした．

ホモグラフィ行列 H を

H =



h1 h2 h3

h4 h5 h6

h7 h8 h9


 (4)

とし，同次座標 (x, y,w) が (x′′, y′′, w′′) に変換され

ると定義する．同次座標系は定数倍の自由度があり，

ホモグラフィ行列も定数倍の自由度があるため h9 = 1

としておくことができ，8パラメータの変換として考

えることが可能である．

x′ =
x′′

w′′ =
h1x+ h2y + h3

h7x+ h8y + 1
(5)

y′ =
y′′

w′′ =
h4x+ h5y + h6

h7x+ h8y + 1
(6)

上式は以下のようにも示される．

x′ = h1x+ h2y + h3 − h7xx
′ − h8yx

′ (7)

y′ = h4x+ h5y + h6 − h7xy
′ − h8yy

′ (8)

よって次式のような線形系で示され，H を 8 行 8 列

S の逆行列で求めることができる．

S =




x1 y1 1 0 0 0 −x′
1x1 −x′

1y1

0 0 0 x1 y1 1 −y′1x1 −y′1x1

x2 y2 1 0 0 0 −x′
2x2 −x′

2y2

0 0 0 x2 y2 1 −y′2x2 −y′2x2

x3 y3 1 0 0 0 −x′
3x3 −x′

3y3

0 0 0 x3 y3 1 −y′3x3 −y′3x3

x4 y4 1 0 0 0 −x′
4x4 −x′

4y4

0 0 0 x4 y4 1 −y′4x4 −y′4x4




H ′T = (h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 )

ZT = ( x′
1 y′1 x′

2 y′2 x′
3 y′3 x′

4 y′4 )

SH ′ = Z (9)

また

x′
i = x′i

p , y
′
i = y′ip , xi = xi

c, yi = yi
c, i ∈ {1, 2, 3, 4}

と置き換えることができる．

先ほども述べたとおり，H ′ を求めるとき S の逆行

列が必要であるが，特異値分解や擬似逆行列を用いて

逆行列を求める必要性もあり，安定した H ′ を求める

ことが困難な場合がある．他の手法として四つ以上の

点を配置して最小 2 乗法や Kanatani [5]らの手法が

あるがこれ以上点を増やすことは投影する顔画像の印

象に影響が出るため好ましくない．そこで本手法では

カメラ，プロジェクタ両方とマスクの距離が十分に遠

いと仮定することにより，アフィン変換によって H を

導出する．

4点のカメラ，プロジェクタ
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P = (pT
1 , p

T
2 , p

T
3 , p

T
4 ) (10)

C = (cT1 , c
T
2 , c

T
3 , c

T
4 ) (11)

とし，P = HC を用いて H を求めると

H = PCT (CCT )−1 (12)

のようになる．実行時はカメラ画像 c = (xc, yc, 1)と，

キャリブレーションの際に求まった H を用いて p を

求めることができる．本手法で用いたキャリブレー

ションは予備実験の結果 4点のみを用いて非常に安定

した処理を実現しており，キャリブレーションに要す

る時間も短時間で済む．またカメラやプロジェクタ固

有のパラメータを必要としない．

2. 2 投影面の追跡

投影面の追跡を行う際，本論文では赤外線 LEDを

用い，カメラ部には赤外線フィルタを装着させている．

また，4点 LEDのラベリングを行うためにもう 1点

ラベリング用の LEDを用意し，計五つの LEDを仮

面に付けた．投影面の追跡及びトラッキングは非常に

安定していると前節で述べたが，マスクの移動が非常

に早い場合，投影画像に「遅延」が生じてしまう問題

がある．カメラ画像の取込み時間を t とし，プロジェ

クタへの投影 t+ dt とすると dt の遅延が生じてしま

う．この問題を解決するため本論文ではカルマンフィ

ルタ [8]を用いた（図 2）．パラメータ dt はカメラ画

像の取込みからプロジェクタの投影までの平均時間と

し，経験的に求めた．カルマンフィルタを用いた場合

と用いない場合を実験で比べてみたところ，フィルタ

によって遅延現状が軽減されており満足のいく結果と

なった．

3. 顔モデル構築

HyperMaskでは実際の人物の顔と同レベルに近

いクオリティでの表出を目的にしているため，微妙な

表情が表出可能で観客に対し違和感を与えない顔モデ

ル，また口形状や表情の制御ルールが必要となる．本

章では基盤技術（2）にあたる表示用顔モデルの作成

法の紹介，また作成した顔モデルの表情や口形状の制

御方法を紹介する．

3. 1 3次元顔モデル

リアルな顔モデルの製作のため，演技に使用する対

象人物の正面画像を三角形ポリゴンで構成させる顔の

標準ワイヤフレームモデルをマニュアル整合し，個人

モデルを作成する．このモデルは約 850ポリゴンの三

(a) Initial Model (b) Fitted Model

図 3 整合ツールウィンドウ
Fig. 3 Fitting tool’s window.

角形パッチにより構成されていて，格子点数は約 480

点から形成される．ポリゴン数は形状の変化の際，演

算量及びレンダリングの処理時間に直接関係する．こ

こでは実時間でのアニメーション実現のため，動きの

変化の激しい部分（唇，眉，眼周辺部）にのみ細かい

ポリゴンを割り当て，全体的な演算量の軽減を行って

いる．そしてこのモデルにテクスチャマッピングを施

すことによって顔合成画像を作成する．また唇を開け

たときを考慮し歯及び口内部のモデルを追加した．歯

のモデルは白色系のグローシェーディングを施してお

り，口内部は袋状のモデルにペイントツールで作成し

たテクスチャイメージを付けた．

顔モデルを対象人物に整合した様子を図 3 に示す．

顔モデルの整合を容易に行うため，GUIツールを開発

した [9]．まず演出の際に必要な顔画像を読み込む．顔

モデルのワイヤフレームモデルの格子点を動かし画像

と顔モデルの整合を行う．点の移動ははじめマクロに

制御して，次第に細かく位置合せでできるように考慮

されている．また実際に表情変形してみて，不自然な

部分はインタラクティブに位置修正できるように配慮

されている．特に目と唇の部分は表情変形に重要であ

るため綿密な整合が必要である．図 3 (a)は整合前の

編集画面であり，(b)は整合された後の画面を示して

いる．このツールを用いて顔モデルを完成させる所要

時間は全くの初心者でも約 5分程度で完成できる．

3. 2 表情及び口形状のパラメータ化

仮面に投影された顔モデルの表情や口形状変化を表

現する顔画像を構築するために，3次元顔モデルの幾

何学的変形の基準となる特徴点の設定と，その移動量

の記述，そして特徴点の周囲の格子点の移動規則など

を定める必要がある．ここではモデル変形の基礎とな
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る表情と口形状の制御パラメータについて述べる．

3. 2. 1 表情パラメータ

表情パラメータとして心理学の分野で提案されてい

る FACS（Facial Action Coding System）[10]と呼ば

れる動きの方向を解剖学的に考慮して顔の表情を AU

（Action Unit）と呼ばれる 44個の基本動作に分類し

ている．あらゆる表情は AUの組合せで表現できると

され，FACSは表情記述単位として顔画像の分析，合

成分野で広く用いられている．各 AUは顔面上の特徴

点の 3次元移動ベクトルとして定義されている．表情

変化は 3次元モデルの特徴点の AUの強さによって移

動させ，特徴点以外の格子点は，特徴点の移動に基づ

く補間によって制御される．特徴点は 48点設定して，

各特徴点の位置は唇・眉・目輪郭部と頬周辺部，額上部

と耳に配置している．感情の種類としてこの AUの組

合せによって表現された，怒り，喜び，悲しみ，嫌悪，

驚き，おそれの 6基本感情を標準として用意した．も

ちろん，この AUのポリゴン数は形状の変化の際，演

算量及びレンダリングの処理時間に直接関係する．こ

こでは実時間でのアニメーション実現のため動きの変

化の激しい部分にのみ細かいポリゴンを割り当て，全

体的な演算量の軽減を行っている．このモデルにテク

スチャマッピングを施すことによって顔合成画像を作

成する．また，歯及び口内部のモデルを追加した．編

集によってユーザ自身で感情をカスタマイズするため

の AUエディタも用意されている．図 4 に基本 6 感

情の合成画像の一例を示す．これはあくまで標準とし

て用意するもので，ユーザによるカスタマイズは容易

に実行可能である．

3. 2. 2 口形パラメータ

発話時の口形状を表現するために，先に述べたAUと

は異なる，口領域の変形に限定したパラメータを用いる．

パラメータは五つの母音（/a/，/i/，/u/，/e/，/o/）

と閉口の口形状を基準とし，すべての口形状はこれら

の補間によって再現できると仮定している．

口領域の動きを少数のパラメータで表現するために，

口領域の制御点のパラメータとして図 5 のような 13

個を定めた．3次元計測結果に基づいて，この制御点

自体の移動量の算出，更に制御点以外の格子点の移動

量算出ルールを定めた．この 13個の座標値によって，

唇の形状を一意に決定することができる．図 6 にこの

口形パラメータによって表現された口形/u/の合成画

像を示す．

(a) Anger (b) Sadness

(c) Happiness (d) Surprise

図 4 顔モデルによる各表情合成画像
Fig. 4 Example of face synthesis images.

制御点 口形パラメータ 制御
1 1 上唇上側の縦方向の動き

2 上唇上側の奥行方向の動き
2 3 上唇下側の縦方向の動き

4 上唇下側の奥行方向の動き
3 5 下唇上側の縦方向の動き

6 下唇上側の奥行方向の動き
4 7 下唇下側の縦方向の動き

8 下唇下側の奥行方向の動き
5 9 あごの縦方向の動き
6 10 口角の縦方向の動き

11 口角の横方向の動き
12 口角の奥行方向の動き

7 13 唇の横方向の開き具合

図 5 口形パラメータ
Fig. 5 Location of mouth parameters.
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図 6 口形/u/の合成画像
Fig. 6 Face synthesis image of vowel ‘u.’

4. 音声情報から口形状の推定 [11]

三つ目の基盤技術となる口形状の推定手法は顔モデ

ルの口形状をリアルタイムに決定するため，ユーザ

から入力された音声をフレームごとに分析すること

によって，毎フレーム口形パラメータを推定する．特

徴パラメータとして計算時間が比較的少なく，また発

話者の声動特性と放射特性の特徴を表現していると

考えられる LPCケプストラム係数とした．入力音声

は 16 [kHz]，16 [bit] とし，分析フレーム長及び周期

は 32 [ms]で切り出す．

LPC ケプストラムから口形パラメータへの変換は

図 7 のような 3 層フィードフォワード型ニューラル

ネットワークを用いている．入力層は LPCケプスト

ラム次数と同じ 20ユニット，出力層は 13個の口形パ

ラメータに相当する．更に中間層は経験的に 20ユニッ

トとした．学習パターンは 5母音の LPCケプストラ

ムとそれぞれの発話時の口形パラメータ，及び無発音

時の周囲の環境雑音から求めた LPCケプストラム係

数と閉口口形とした．収束までに 100 万回の学習を

行った．このニューラルネットの重み係数は基本的に

話者依存性が強く，話者ごとに事前に学習を行う必要

がある．この問題を解決するために後述する話者適応

処理によってこの学習を省略することもできる．

4. 1 話 者 適 応

本システムは不特定多数の方が利用すると考えられ

るが，ユーザが更新されるたびにニューラルネットに

よって学習を行うことは非能率的である．そこであら

かじめ収録した 100 人分の学習データで重み係数の

Ln: LPC cepstrum, Mn: Mouth parameter

図 7 口形パラメータへの変換に用いるニューラルネット
ワーク

Fig. 7 Neural Network for conversion to mouth shape

parameters.

データベースを構築した．この中からユーザに最適な

重み係数を自動的に選択する．新しいユーザには，実

験開始直前に 5母音を発生してもらい，データすべて

の中から一つずつ選択された重み係数によって順次口

形状推定を行い，基準の 5母音の口形状に最も近いも

のを生成できる重み係数をその人物の最適な係数と判

断して，話者適応を実施した．

4. 2 口形状推定評価

1995 年 8 月にロサンゼルスで行われた ACM の

SIGGRAPH ’95において，インタラクティブデモ展

示を行った [12]．このデモでは，会場に訪れた人物の

顔正面画像と 5母音の音声をその場で取り込み，モデ

ル整合と話者適応処理の後に，リアルタイムでマイク

から入力された音声を分析して，口形を合成する処理

を行い，合成された顔画像を通じて 2者間で対話を行

うというものであった．このデモにおいて，来場者 160

人の整合処理と話者適応を実施し，すべての人物にお

いて自然な口形状と表情の合成が可能であることが明

らかとなった．なお，この際の表情合成速度は毎秒 10

フレームであり，すべての外国人を対象として対話は

英語で行われた．整合処理は経験のある人物によって

実施されたが，平均 1分程度の所要時間であった．

5. プロトタイプ

前章まで述べた手法を用いて図 8 のようなプロトタ

イプを構築した．プロトタイプを構築するにあたり，

演技者が舞台内を自由に動け，演技に支障をきたさな

いシステムを構築するために図 9 のようなカート内に

カメラやプロジェクタ，コンピュータ等を収納し，装
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図 8 プロトタイプ
Fig. 8 Prototype of HyperMask.

#1: Camera (covering Infrared Filter)

#2 Key-pad #3 Projector.

図 9 カート内部
Fig. 9 Trolley inside.

置自体が自由に移動可能なポータブルシステムを構築

した．

5. 1 システム構成

処理用のワークステーションとして，SGI 社製

Indigo2（MIPS 10000，123MByte，IRIX6.5），を使

用した．このワークステーション 1 台で（1）仮面の

追跡・投影，（3）口形状推定のプロセスを並列処理し

ている．仮面追跡用カメラ（Sony EVI-G20），顔画像

投影用プロジェクタ（Sony），そして赤外線 LEDが

埋め込まれた白色の仮面を用いた．仮面の目にあたる

部分は演技者の視界を確保するため数箇所小さな穴

を空けた．これらの穴は直径 1.5mm程度であるため

投影画像に影響を受けず，プロジェクタの輝度による

演技者への影響は今回使用したプロジェクタの輝度が

50ANSIルーメンで演技者の目に与える負担は非常に

少なく，また予備実験から視界に影響を与えないこと

がわかった．そして演技者が台詞を発するとき声がこ

もり，観客に聞こえないおそれがあるため，仮面内側

には小型マイクを付け，カート内にあるスピーカと接

続させ声量の確保を行っている．

プロトタイプを運用する前にいくつかの準備を行う

必要がある．まず基盤技術（2）を用いて演出に用い

る顔モデルの制作を行う．次に口形状の推定を行うた

めに必要なニューラルネットの重みデータの学習を行

う．声の収録の際，演技者には仮面を装着してもらい

デモ環境と同じ状態で録音した．今回演技者が 2名で

あり，最適な推定を行うため先述した話者適応の手法

は使用しなかった．最後にカメラのキャリブレーショ

ンを行って準備が完了する．

演技者はカートを押しながら舞台を移動しパフォー

マンスを行い，また観客とのインタラクションを行う．

仮面に投影された顔は様々なストーリー展開や口調，

観客とのインタラクションによって変化する．カート

上のカメラは常時演技者の仮面を追跡し，プロジェク

タもまたリアルタイムに顔表情を合成させたモデル

を投影する．演技者が発話したセリフすべて最適な口

形状へとリアルタイムに処理され，顔モデルの口形が

生成される．顔表情や投影する人物の顔画像の変更は

カート上に装備してあるテンキーによって演技者が任

意に変更が可能である．

5. 2 評 価 実 験

本プロトタイプを用いて，1999 年 8 月 SIG-

GRAPH ’99 のエマージングテクノロジーにて実際

に一つのオリジナルストーリーを作成し，観客とのイ

ンタラクティブなコミュニケーションも取り入れたデ

モンストレーションを行った [13]．顔画像は図 10のよ

うに投影され，ストーリーやアドリブによって口形状

をリアルタイムに推定，合成を行い，表情表出及び演

出する役の切換はカートに備え付けているキーパッド

（図 9）によって任意に変更可能となっている．図 11

にデモンストレーションの様子を示す．

1回のパフォーマンスで約 10人から 30人の観客が

訪れ，開催期間中約 1000 人参加した．デモに参加し

た観客の大多数が本システムの演出法に対し大変興味

をもち，斬新かつ応用性をもつシステムであると好評

を得た．また投影した顔表情の合成フレームレートは

毎秒 8～10フレーム前後ではあったが仮面に投影され

た顔モデルの口形状に対して同期や表情表出が自然に
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図 10 顔画像投影例
Fig. 10 Projected face on mask.

図 11 デモンストレーション風景
Fig. 11 Snapshot of demonstration.

表現されているとの意見を頂いた．実際に音声と口形

状との遅延時間を計測したところ約 30msほど音声の

方が早く出力していたが同期には影響しなかった．

6. む す び

本論文ではプロジェクタによって口形状や表情が変

化し，投影する人物の顔が選択可能な仮面を用いた演

技支援システム “HyperMask”を提案した．本シス

テムは（1）仮面追跡，（2）顔モデル構築，（3）口形状

推定，以上三つのプロセスで構成され，各々のプロセ

スで用いた手法の考察は以下のとおりである．

（1） 仮面追跡・投影

赤外線 LEDを装着した白色の仮面のトラッキング

及びプロジェクタによる投影に関し，ホモグラフィを

用いることで 4 点（LEDのラベル付けを含めると 5

点）の LEDのみで容易かつ短時間にキャリブレーショ

ンでき，仮面の追跡の精度も良い結果がでた．仮面

LEDのキャプチャから投影までのプロセス処理時間

で発生する「遅延」の問題はカルマンフィルタを用い

ることで，ほぼ仮面の動きと顔画像とが遅延なく投影

されていることが確認できた．このアルゴリズムで

の仮面の回転運動の許容範囲は実験結果から，ロー

ル φ・ピッチ θ・ヨー ψ で示すと 0◦ ≤ φ < 360◦，

−20◦ ≤ θ ≤ 20◦，−30◦ ≤ ψ ≤ 30◦ である．すべて

の LEDがカメラによってとらえなくてはならないた

めにこのような制限があるが，演技者の動作に支障が

生じることはなかった．

（2） 顔モデル構築

HyperMaskで使用する仮面の顔画像はリアルな

顔を再現することをが目的となっている．そこで標準

ワイヤフレームモデルを用意し演技用の顔画像との

フィッティングを行い，ワイヤフレームモデルにあら

かじめ設定した表情・口形状制御ルールで表出を行っ

た．これらのルールは顔の一つひとつの基本的な動き

をパラメータとして定義したので基本 6感情のみなら

ず複雑な表情やすべて音素発音時の口形状に対応でき

る．ワイヤフレームモデルと顔画像とのフィッティン

グでは GUIベースの整合ツールを用意し簡単に処理

可能である．

（3） 口形状推定

演技者の音声情報からニューラルネットワークを用

いることで母音推定が可能となった．母音のみの推定

ではあるが先に述べたデモンストレーションで英語発

生時の口形状評価を行ったところ，自然な表出が出て

いるとの回答を頂いた．また推定に要する処理時間も

大変少ないため音声と合成画像との同期も問題がな

かった．今後母音のみならず唇の形状と密接な関係を

もつ他の音素（例えば破裂音の/Ba/，/Pa/）の推定

を行いより精度の高い推定システムの構築を考えて

いる．

そしてこれらを用いて実際にHyperMaskシステ

ムのプロトタイプを製作し，演技者が舞台内を移動で

きるようカート状のポータブルなシステムを提案した．

観客とのインタラクションやオリジナルストーリーの

デモンストレーションを行うことでHyperMaskシ

ステムの実現性が確認でき，従来までの仮面の概念を

超えた全く新しい演出技法の有効性が明らかとなった．

今後の展開として，システム全体の軽量・小型化，使

いやすさの向上を図っていく．現状ではワークステー

ションやプロジェクタ等をカートに入れているが，近

年の急速な電子機器の発展により実現は困難ではない．
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また表情の操作，人物の入換にはキーパッドを使って

いるが今後，操作デバイスの改良や音声による感情推

定システムによる自動化を考慮していく．

本システムはカメラによる追跡・投影，顔合成，音

声分析技術を融合している．そのためこれらの技術

はHyperMaskシステムのみならず今後，様々な分野

への応用化が可能であると考えられる [14]．現状では

演劇に特化したシステム構成となっているが，カメラ

追跡・投影技術（追跡プロセス）を用いることで先に

述べた “The Office of the Future”への転用も可能で

ある．また顔合成・音声分析システム（音声分析・投

影プロセス）を用いてフェース・トゥ・フェースでの

多人数コミュニケーションシステム，電子会議システ

ム等への応用化も検討中である．
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11・12テレコムシステム技術賞，平 11・12 日本バーチャルリ
アリティ学会論文賞，平 12 人工知能学会論文賞，平 13 文部
科学大臣賞各受賞．平 13 IEEE フェロー．日本音響学会，情
報処理学会，人工知能学会，画像電子学会，日本バーチャルリ
アリティ学会，映像情報メディア学会，日本芸術科学会，日本
情報考古学会各会員．

森島 繁生 （正員）

昭 57 東大・工卒．昭 59 同大大学院修
士課程，昭 63 同大学院博士課程了．工博．
平 13 成蹊大学工学部教授，現在に至る．
平 6 から 1 年間，トロント大学客員研究
員．平 8から通信放送機構 3次元空間共有
プロジェクトサブリーダー．明治大学非常

勤講師．（株）ATR 音声言語通信研究所客員研究員を併任．本
会論文誌編集委員．グラフィックス，ビジョン，マルチモーダ
ルインタフェース等の研究に従事．平 4 本会業績賞受賞．
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