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1．はじめに
はじめに
正しい運指で演奏することはピアノ初心者の
演奏スキル向上のために重要である．運指とは,
打鍵した指の種類と打鍵された音名の組み合わ
せ情報である．運指を目視で判断することは演
奏者にとって困難であることから自動的に認識
し，運指の間違いを指摘するシステムが望まれ
ている．
従来のピアノ運指認識の研究例として，手領
域を抽出するために背景差分を用いた手法[1]が
ある．しかし，手指と白鍵のコントラストが十
分でないため，安定した手領域の抽出は困難で
ある．また，エッジ画像に対し主曲率を求める
ことで指先を検出する手法[2]では，画像上で各
指が密着する状態において安定的に指先を検出
することが困難である．さらに，学習ベースに
よる手法[3]では，各指が密着している状態の画
像を学習すれば認識可能であるが，学習に必要
なデータ量が膨大になるという問題がある．
本稿では，1 枚の距離画像から各指の位置を推
定することで打鍵指を認識する手法を提案する．
打鍵指については，距離画像から得られる指領
域の濃度プロファイルに複数のガウス分布を当
てはめることで，各指の位置を推定する．当て
はめには，EM アルゴリズムを用いて，ガウス分
布のパラメータを推定して各指の位置推定を行
う．なお，打鍵された音名信号は，電子ピアノ
の MIDI 情報として取得する．これらを組み合わ
せることで運指情報を生成し，出力する．
2. 提案手法
2.1. 概要
まず，距離画像を取得し手領域を抽出する．
次に，抽出した手領域から手首位置を中心とし
た楕円上に指候補領域の検出を行う．そして，
指候補領域の濃度プロファイルに混合ガウス分
布を当てはめて各指の位置を推定し，打鍵され

た鍵盤の位置に存在する指を打鍵指とする．推
定した指位置とキーボードから得られる音名信
号（MIDI 信号）を用いて運指認識する．図 1 に
提案手法のフローチャートを示す．
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図 1.提案手法のフローチャート
2.2. 手領域の抽出
打鍵時の画像を取得するために，一般的な
MIDI 仕様のキーボードを用いる．MIDI 信号を用
いることにより打鍵イベント，離鍵イベントの
信号が取得可能である．打鍵イベントの信号を
取得した際に撮影することで，打鍵時の画像を
取得できる．打鍵時に撮影した画像に対し，鍵
盤のみの画像を背景画像として背景差分を施し
手領域を抽出する．距離情報を用いることによ
り安定的に手領域を抽出することができる．
2.3. 指候補領域
候補領域の
領域の検出
手首位置を中心とした楕円の長軸を指先まで
伸ばすことにより，指候補領域の検出を行う.
図 2 に楕円の設定を示す．短軸 a の長さは手領
域の横幅をもとに求める．長軸 b の長さを求め
る際に，手領域の面積を楕円の面積，短軸を手
領域の横幅として求める．また，画像における
手の方向の変化により指候補領域が安定的に検
出できない場合があるため，手の方向を求める
必要がある．手の方向は，楕円の長軸を，手首
位置と予め求めておいた手領域の重心を結ぶ直
線に合わせて長軸を回転させることで求める．
以上より，画像における手の方向による変化に
対応する．
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図 2.手領域における楕円の設定
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2.4. 混合ガウス分布よる各指の位置推定
検出した指候補領域の濃度プロファイルに対
して EM アルゴリズムを用いて式(1)で示す混合
ガウス分布を当てはめる．式(1)の GMM は混合ガ
ウス分布を示し，G はガウス分布を表す．図 2 の
曲線が濃度プロファイルの抽出位置である．同
図の θ は，方位角を示す． µ i は指の中心位置，
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画像上で各指が密着している状態において従
来法との比較実験結果を表 1 に示す．従来法で
用いた画像は，レンジセンサとして TOF カメラ
を用いて取得された．
表 1.比較実験結果

σ i は指の太さに相当する．なお，5 本の指が画

画像上での密着状態画像

像上に写ることを前提とし，ガウスの数は 5 に
固定する．

従来法
[3]

5

GMM ( x) = ∑ ωi Gi ( x; µ i ,σ i2 )
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従来法では各指が密着している状態で誤認識し
たが，提案手法においては認識することができ
た．また，実画像 100 枚における正答率を表 2
に示す．
表 2.実画像における正答率
正答率

181
271

角度 θ

図 3. 濃度プロファイルに対する EM アルゴリズ
ムのパラメータ推定結果

各指が密着している
状態の画像

44/50(88%)

各指が密着していない
状態の画像

45/50(90%)

※打鍵指と音名の両方が正しいときに正答とした．

図 3 の G1～G5 は各々の親指から小指の位置を示
しており，画像上で各指が密着している状態に
おいて各指の位置が推定可能であることがわか
る．さらに，楕円の長軸を指先まで伸ばす度に
各指の位置を同様に推定する．楕円の長軸を伸
ばしても各指の位置変化が少ないことから，前
回の楕円の濃度プロファイルにおける推定パラ
メータを初期値とする．図 4 に推定された各指
の位置を円を用いて示す．

実験結果より本手法は，画像上で各指が密着し
ている状態に対しても有効である．誤認識の主
因は，指候補領域が安定的に検出されず，手全
体の領域まで検出したためである．
3.2. 提案手法におけるデータ量に関する考察
提案手法におけるデータ量に関する考察
従来法では，鍵盤全範囲をカバーするために
学習画像のメモリ量は約 8GB 必要であるが，本
手法は不要である．

指先の位置

4. おわりに
混合ガウスモデルを用いて，実際に撮影した
距離画像より指位置の推定を行った．
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図 4.各指位置推定の結果
3. 提案手法による認識結果
提案手法による認識結果と考察
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