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インタラクションシステムのための
高精度な 3 次元ハンドジェスチャ認識手法
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カメラ動画像を用いたハンドジェスチャ認識は，インタラクションシステムの重要
な技術の 1 つである．従来のハンドジェスチャ認識手法として，大量の手の特徴情報
を持ったデータベースから類似データ検索し，認識する手法が多数提案されている．
しかし，複雑な 3 次元ハンドジェスチャ認識には限界があった．特に，ヒトのハンド
ジェスチャの多く含まれる前腕回旋動作時に認識精度が低下するという問題点があっ
た．そのため，従来手法は実用的なジェスチャ認識には適応できない．本研究では，手
指の輪郭特徴情報に爪の位置情報を追加することにより，高精度なハンドジェスチャ
認識システムを構築した．評価実験を行った結果，CPU が PentiumIV，2.8 GHz の
PC で，前腕回旋動作に対応しつつ各手指関節角度の誤差の標準偏差 7.23 度，処理速
度 100 fps が実現できた．

a similar data-set from the database. The system then outputs the ﬁnger joint
angles of the searched data-set. Our experimental results show high accuracy
in the hand posture estimation with the wrist rotation, such as approximately
7.23 degree of standard deviation of error in the ﬁnger joint angles estimation.

1. は じ め に
ハンドジェスチャ認識は，インタラクションシステムの基礎技術として重要な要素の 1 つ
である．ヒトが日常のコミュニケーションの 1 つとしてハンドジェスチャを使っていること
から，ハンドジェスチャ認識がインタラクションシステムとして欠かせないことは明白であ
る．図 1 にカメラを使ったハンドジェスチャ認識システムのコンセプトを示す．ユーザは，
手に何も持たず，装着せずに情報入力を行うことができる．
ハンドジェスチャ認識には，大きく分けて 3 つの手法がある．1 つ目は，直接関節角度を
計測する手法である．データグローブ1),2) は，ハンドジェスチャ認識にあたり，広く利用さ
れている．ハンドジェスチャ動作の計測や実験を行う場合には，最適な手法である．しかし
ながら，データグローブを持ち歩き，装着する必要があり，常々使い続けるには不便である．

2 つ目は，カメラとマーカを使ってハンドジェスチャ認識をする手法3)–5) である．この手

A Robust and Accurate 3D Hand Posture Estimation
Method for Interactive Systems
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In this paper, a new 3D hand posture estimation system using a single camera is proposed. Existing hand gesture recognition systems estimate hand’s 3D
models based on image features such as contour or skin texture. However, it
was diﬃcult to estimate the wrist rotation because the contour and the texture
data do not have enough information to distinguish hand’s sides. To solve this
problem, we propose a new 3D hand posture estimation system that uses data
of nail positions. Nail positions are an important factor to recognize hand’s
sides. Using nail positions, it becomes possible to detect whether the camera is
facing palm or dorsum. In addition, nail areas can be robustly extracted from
a skin area by a simple image processing technique. Our proposed system uses
a database consists of data-sets of the hand’s contour, the nail positions, and
ﬁnger joint angles. To estimate the hand posture, the system ﬁrst extracts the
hand’s contour and the nail positions from the captured image, and searches for
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法では，まず手に複数のマーカを装着し，カメラでマーカ追跡し，モデルマッチングを行う
ことによって，ハンドジェスチャ認識を行う．すでに，高精度な認識手法と結果が出ている
が，マーカ設置の点を考慮すると，日常生活で使用するには，まだ厳しいところがある．

3 つ目は，カメラ 1 台のみを使ってハンドジェスチャ認識する手法である．この手法は，
携帯電話やウェアラブル装置上の超小型カメラへの応用の点から，期待されている．そのた
め，多数の研究成果が発表されている．カメラ 1 台のみを使用する認識では，手の外郭線を
抽出し，外郭線の特徴量化もしくはエッジ情報を用いて指先の位置認識を行い，ハンドジェ
スチャ認識する手法6)–9) や，外郭線のデータベースもしくはハンドモデル照会することに
よって認識を行う手法10)–12) などが多く提案されている．これらの研究成果により，カメ
ラ 1 台のみで，高速で高精度にハンドジェスチャ認識を行うことができる．しかし，手の外
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め，現在の超小型カメラにそのまま転用することは難しい．
手の外郭だけでなく内側の輪郭線をも検出し，データベース照会を行う手法14) も提案され
た．この手法で，図 2-(a) に示すような認識間違いを回避するこができる．ただし，図 2-(b)
に示すように，内側の輪郭線がない場合の認識間違い問題は残ったままである．
内側の輪郭線がない場合の認識間違い問題に対して，手の皺を利用した手法15),16) が提案
されている．この手法は，図 2-(a)，(b) に示すような認識間違いを回避することができる．
しかし，手の皺の検出自体が照明環境変化に左右されやすく，安定したハンドジェスチャ認
識は期待できない．
同様に，手に映し出される影を利用した手法17) も提案されているが，近年普及が著しい
多灯分散照明下での認識の点を考慮すると，インタラクションシステムに用いることはでき
図 1 ハンドジェスチャ認識を用いたインタラクションシステムの例
Fig. 1 Examples of interaction devices using hand gesture recognitions.

ない．
インタラクションシステムのためのハンドジェスチャ認識の重要点は，取得したカメラ画
像から安定して表裏情報を検出することである．本論文では，爪の位置情報を用いた新しい
ハンドジェスチャ認識手法を提案する．図 2-(a)，(b) の 3 列目に示すように，外郭線に爪
の位置情報を加えることで，手の表裏情報を検出することができる．また，簡単な画像処
理18) により爪領域を抽出することができる．
我々が提案する手法では，手の外郭線特徴量と爪の位置と手指の関節角度の 3 つの情報
を持ったデータセットを，データベースとして多数用意する．ハンドジェスチャ認識の際に
は，カメラ画像から外郭線と爪の位置を検出し，この 2 つの情報をもとに，最も類似する
データセットをデータベース内から検索する．類似するデータセットが持つ手指の関節角度
から 3 次元の手の形を再構成することによってハンドジェスチャを認識することができる．

図2

認識間違いが起きやすいハンドジェスチャの例．左側：カメラで撮影した画像．中央：外郭線．右側：外郭線
と爪
Fig. 2 Examples of misunderstood hand posture. Left: Caputured Images. Center: The contour.
Right: The contour and the nails.

最後に提案システムの有効性を示すため，データグローブを用いた評価実験を行う．

2. システム構成
2.1 概

郭線のみでは，手の表裏情報を含まないため，手の回転すなわち前腕が回旋したときに認識

要

システム全体の処理はデータベース作成と実際のハンドジェスチャ認識に分かれる．図 3

間違いが発生する．図 2 は，実際に認識間違いが起きやすいハンドジェスチャの例である．

にシステム構成の概要図を示す．データベースは手指の輪郭特徴量，爪位置，各関節角度の

この問題に対し，Shimada ら12) は，多量な手の外郭線データを用意し，データベースと

3 つをデータセットにして作成される．そして，ハンドジェスチャ認識を行うときには，手

各外郭線データ間の近傍マップを作成することによって，外郭線データのみで前腕回旋時の

指の輪郭特徴量と爪の位置情報を基にデータベース中で類似した手指形状を見つけ出し，そ

ハンドジェスチャ認識する手法を確立した．しかしながら，同手法は，個人ごとの精確な

れが持つ関節角度データを推定結果とする．

データデータベース作成の後に，精確に外郭線が抽出できていることが前提にある．そのた
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図 4 高次局所自己相関の局所パターン
Fig. 4 Higher-order local auto-correlational patterns.

検出する．そして，手指の輪郭線情報を数値化するために，特徴量化を行う．このとき，手
指に装着したデータグローブより手指の関節角度を取得し，同時に前腕回旋角度も取得す
る．手指の輪郭線特徴量データ，爪の位置データ，関節角度データが揃うと，それを 1 つの
データセットとして保存する．最後に，データセットが十分な数に達すると，画像取得を終
了し，データベースを構成する．

2.2.2 輪郭線の特徴量化
図 3 システム概要図．(a) データベース生成，(b) ハンドジェスチャ認識
Fig. 3 Our system outlines. (a) An construction of a database, (b) a hand gesture estimation.

本研究では，Otsu ら18) が提案している高次局所自己相関関数を，輪郭の特徴量の抽出に
用いた．高次局所自己相関関数特徴は画像の認識や計測のために有用な特徴であり，次式で
定義される高次相関関数について，参照点とその近傍についての計算をしたものである．

2.2 データベース生成

N

X (a1 , ..., aN ) =

2.2.1 処理の流れ



f (r + a0 )...f (r + aN )dr

(1)

はじめに手指の画像を取得する．腕の位置を固定した状態で，カメラの前で自由に手指を

ここで，X N は N 次元での r 点近傍の相関関数である．一般に自然画像を処理対象とする

動かして，データ取得を行う．手指画像の取得時は，照明環境を特定せず，カメラから 1 m

場合，対象点まわりの画素が重要なため，係数 N を 2 次までとした．また，平行移動によ

程度離れた位置の手指を撮影する．手指を撮影するカメラは，PointGray 社製のカラー高

る等価なものを除いて，図 4 で示す 25 の特徴量で表現できる．

速カメラを使用した．解像度は 320 × 240 画素，画像取得速度は 30 fps で撮像した．手には

ただし，No.1 から No.5 までは，No.6 以降の特徴量に比べスケールが小さいので，ス

関節角度取得のために Virtual Technologies 社製のデータグローブ CyberGlove を装着す

ケール差を合わせる必要がある．No.2 から No.5 までは参照点の画素をさらに掛け合わせ，

る．このとき，複雑なテクスチャを含んだデータグローブが手指全体を覆ってしまうため，

No.1 は参照点の画素の 2 乗を掛けることで他の特徴量に一致させた．手指の画像は，全体

白い手袋と赤い付け爪を装着した．また，付け爪は，装着後に大きさを切りそろえ，余計な

の 320 × 240 画素からさらに手指部分だけ切り出し，輪郭抽出を行った後に 18 × 21 画素

装飾はとりはずしている．

に縮小し，縦 6，横 7 ブロック分割を行い，そのすべてに特徴量の次元低減を行った．

次に，白と赤い領域を肌領域として輪郭線の抽出を行い，赤い領域を爪として爪の位置を
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2.2.3 爪の位置検出

する．そして，手指の輪郭線情報を数値化するために，特徴量化を行う．

本研究では，手指の領域内から爪の領域を抽出し，ラベリング処理を行った結果，得られ

最後に，取得画像より検出した手指の輪郭線特徴量データと爪の位置データを用いて，デー

た爪の領域の重心点を爪の位置とした．ただし，どの指の爪であるかは推定しない．なぜな

タベース内の検索を行う．データベース中で，最も類似した手指形状のデータセットを見つ

らば，手指の輪郭特徴量と爪の位置情報には，爪がどの指に対応しているかの情報が含まれ

け出し，それが持つ関節角度データを推定結果とする．ただし，一連の処理はカメラ画像取

ているからである．今回は，爪の領域の抽出精度を確かなものとするため，データベース作

得処理とは別スレッドで動作している．

成時に一般的な赤い付け爪を使用した．

2.3.2 肌と爪の領域抽出
手と爪の領域を抽出する際には，個人別表色系 YSaSb を用いた17) ．個人別表色系は，照

2.2.4 データセット作成
2.2.2 項と 2.2.3 項の手指の輪郭特徴量，爪の位置と，データグローブより取得した各関
節角度からデータセットを作成した．図 3-(a) にデータセットの作成概要図を示す．

明変化に対応可能であると報告されており，テーブルや肌色モデル参照に比べ抽出処理速度
が速い．本研究では，個人別表色系の肌色軸 Sa と任意の環境時の肌色の最大値と最小値を

爪の位置は，画像を 18 × 21 画素に縮小処理を行った後の x と y 座標で表し，爪がない

閾値として使用し，手の領域を抽出した．その後 Sa 軸に直行する Sb 軸を用いて，肌と同

場合は (−1, −1) 座標とした．手指関節角度は前述のデータグローブを使用し，18 自由度の

様に爪領域の抽出を行った．抽出の様子を図 5 に示す．図中の黄色が肌色，赤色が爪領域

取得を行った．前腕回旋角度は，30 度ごとの 6 段階で計測を行った．

を示しており，爪領域を抽出可能であることが分かる．

2.2.5 データベース構成

個人別表色系 YSaSb の作成方法について説明する．YSaSb は，肌と爪の抽出処理を行う

前腕回旋角度を基にして，3 層以上に階層化されたデータベースを作成した．第 1 階層で

前に，個人ごとに事前に表色系を作成しておく必要がある．作成までの流れを以下に示す．

は，前腕回旋角度を基にしている．第 2 階層以降では，データ収集時に，指の関節のうちで

処理 1：取得画像の平滑化処理．

最も角度の分散が少ないものを基にする．データ量に応じて，この第 2 階層目と同じよう

2：輝度と色差空間の分離．

な階層を作成する．さらに，最下位であるデータセットは，指の関節角度順に並べられてい

3：肌色データ取得．

る．データベース作成前には，重複したデータセットが存在しないように，手指の輪郭特徴

4：個人の肌色分布図を作成．

量と爪の位置が極端に近い値を持っているデータセットを削除した．
実験時のデータベース内のデータ数は合計 1 万個弱程度で，第 2 層の 1 つのクラスが持
つデータベースは平均して 1,500 個であった．このときの第 2 層以下のデータベース階層は

5：個人の表色系を作成．
処理 1 では，カメラからの取得画面上の細かなノイズを除去するために，平滑化を行った．
処理 2 では，肌色分布図を取得する前に，照明の強さの影響を省くため YIQ 表色系を利

5 階層である．なぜならば，前腕回旋が固定された状態でのハンドジェスチャ認識のための
データベース階層は 5 階層が最も計算量が少ないと報告がなされているからである11) ．

2.3 ハンドジェスチャ認識
2.3.1 処理の流れ
本節では，ハンドジェスチャ認識の処理の流れを説明する．はじめに，手指の画像を取得
する．腕の位置を固定した状態で，カメラの前で自由に手指を動かして，データ取得を行
う．このときのカメラとカメラからの手指の距離，取得画像の解像度は，データベース作成
時と同じである．ただし，手には何も装着していない．
次に，肌の領域抽出と爪の領域抽出するために，取得画像の表色系を個人別の表色系17)
に変換する．その後，個人別表色系を基に肌と爪の領域を抽出し，輪郭線と爪の位置を検出
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用して，RGB 入力のカメラ画像を輝度（Luminance）と色差や色度（Chrominance）に分



離した．次式に RGB から YIQ 表色系への変換式を示す．



R =



4.5 × R
1.099 × (R



1.099 × (G0.45 ) − 0.099

G ≥ 0.018

4.5 × B

B < 0.018

1.099 × (B

0.45

) − 0.099

B ≥ 0.018





(5)

本論文では，個人別表色系 YSaSb を用いたときの爪領域の抽出の有用性を検証するため
に，精度実験を行った．肌領域の抽出についての精度実験は参考論文 17) に示されているが，
爪領域の抽出に関する詳細な評価実験結果はない．爪領域の抽出に関して，YSaSb の有用性

(2)

を確認するため，様々な環境下で抽出精度を実験する必要がある．背景が黒，青，緑，赤と
白の 5 種類と，照明が蛍光灯，青，赤，室内太陽光と室外太陽光の 5 種類，合計 10 種類の

Y = 0.299 × R + 0.587 × G + 0.114 × B 

環境下での爪領域の抽出精度実験を行った．各環境下で，5 個の爪を含んだ 640 × 480 pixles

I = 0.596 × R − 0.274 × G − 0.322 × B 
Q = 0.211 × R − 0.522 × G + 0.311 × B 





+ −0.322 × I  + 0.311 × Q

R ≥ 0.018
G < 0.018



B =

) − 0.099



Sa = 0.596 × I  + 0.211 × Q + −0.2741 × I  − 0.522 × Q

R < 0.018

4.5 × G



G =

0.45

−−−−−→
成分 Sb も単位ベクトル，α(Q , I  ) に直交する単位べクトルから計算することができる．

の画像を 3 枚，合計 150 個の爪が含まれる画像 30 枚用意した．640 × 480 pixels の解像度

(3)

で，カメラから 1 m 手をはなした状態でハンドジェスチャ認識を行った場合，爪 1 つにつ

ただし，式中の R と G と B は RGB 表色系のそれぞれの値であり，Y と I と Q は YIQ 表

き平均して 1,008 pixels の領域がある．200 pixels 程度の領域が抽出できれば，ノイズ除去

色系のそれぞれの値である．YIQ 表色系は北アメリカのテレビ放送に使用され，肌色表現

処理で削除される可能性は低い．このことから，1 つの爪領域に対し 20%以上の領域抽出が

に優れている表色系である．肌色が分布すると思われる領域を，式 (2) の γ 補正により伸

できれば，爪の検出ができる．爪の領域の真値として，筆者が実際に目視でマーキングした

張して粒度が高く表現できるため分離に使用した．しかし，厳密にいえば，後に個人の表色

画像を用いた．YSaSb 表色系を用いて爪領域の抽出を行った画像と，マーキングした画像

系を作成するので，輝度と色差空間の分離が行えるのならば，YUV（YCrCb）表色系によ

とを比較し，爪領域抽出の再現率を測定した．そのうち，爪の検出に必要な領域を抽出でき

る色差空間での表現でもよい．

た爪の割合を，表 1 と表 2 に示す．

処理 3 では，100 フレーム分の肌色データを取得する際には，取得画像の中心部に掌より
小さい枠を作り，1 秒弱ほど枠内に手領域をあててデータ取得を行った．

結果より，青の照明環境下では，爪として十分に検出できる確率が 60%となり，位置検
出に影響することが分かった．肌色軸 Sb が，青緑色に沿った軸になりやすい傾向のため，

処理 4 では，個人の表色系の肌色軸の傾きを肌色モデルの重心と原点を結ぶ線から求め
た．なお，重心に対する重みは色の出現回数 m とした．重心点 α(Q , I  ) を求める式を以

特に青の照明に弱いと考えられる．しかしながら，9 種類の環境下では，爪の検出が可能で
あることを確認した．

下に示す．



mqn qn
 M
min in
I =
M

表 1 個人別表色系 YSaSb を用いた背景別の爪検出率（%）
Table 1 Results of the nail erea extractions using YSaSb in 5 backgorunds (%).

Q =

(4)

ただし，mqn は，Q 軸上の位置 n の色の出現回数，min は I 軸の位置 n の色の出現回数，

qn は Q 軸上の位置，in は I 軸上の位置，M は取得画像の画素数を示している．式 (4) よ
−−−−−→
り求めた重心点 α を単位ベクトル化し，α(Q , I  ) とするとき，式 (3) の I を I  傾けるこ
とにより，肌色軸 Sa の軸成分 Sa を求める．次式に Sa を示す．同様に肌色直交軸 Sb の軸
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Black
100.00

Blue
100.00

Green
100.00

Red
93.33

White
100.00

表 2 個人別表色系 YSaSb を用いた照明別の爪検出率（%）
Table 2 Results of the nail erea extractions using YSaSb in 5 lighting enviroment (%).

Fluorescent light
100.00

Blue
60.00

Red
100.00

Sunlight (Inside)
93.33

Sunlight (Outside)
100.00
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2.3.3 データ探索
計算量短縮のため，現在のデータセットからみて近傍のデータのみを検索範囲として，手
指の輪郭特徴量と爪の位置から，最も類似度の高いデータセットを検索する．
次に，類似度を算出する際には，単純なユークリッド距離計算をする．類似度 Er を次式
に示す．

Er =

P


(xi − xi )2 +

i=1

N


(yk − yk )2

(6)

k=1

ただし，P は高次局所パターン数，xi はデータベース内のデータセットの手指輪郭の i 番目
の特徴量，xi は取得画像の手指輪郭の位置 i 番目の特徴量，N は爪の数，yk はデータベー
ス内のデータセットの k 番目の爪の位置，yk は取得画像の k 番目の爪の位置を示している．

Er を最小にするデータセットを検索し，そのデータセットが持つ手指の関節角度を出力す
ることによって，3 次元ハンドジェスチャ認識を行う．結果の例として図 6 に，形状推定時
の取得画像と，推定結果を用いて動作させた CG モデルを示す．これらの写真より，本シス
テムが高精度で推定を行っていることが感覚的に分かる．

3. 評

価

3.1 実 験 方 法
推定された関節角度を定量的に評価するため，手にデータグローブ装着し実験を行った．
このときの動作システムは，2.3 節の形状推定とまったく同じシステムである．提案システ
ムより出力される関節角度の推定値と，データグローブより出力される測定値を真値とし
て評価実験を行った．ただし，複雑なテクスチャを含んだデータグローブが手指全体を覆っ

図 6 形状推定の結果．背景青：撮影された画像，背景黒：推定結果
Fig. 6 Results of 3D hand posture estimations. Blue background: Caputured images, Black
background: Results.

てしまうため，白い手袋と赤い付け爪を装着した．手袋と付け爪の色については，人工色の
ため，どの色においても単色であることに変わらず，手袋と付け爪色によって抽出精度が変
化することはないので，任意の色とした．

3.2 爪の位置情報あり
前腕回旋動作時の手指関節角度の推定精度実験を行った．初めに，中指 PIP 関節角度推

被験者は先述の高速カメラの前方 1 m 程度の位置に手をかざし，腕の位置を固定した状

定の実験結果を図 7 に示す．ただし，図 7-(a) の縦軸は関節角度，横軸はフレーム数を示し

態で前腕と手指を自由に動かした．CPUPentiumIV，クロック周波数 2.8 GHz の PC で動

ており，図中の太い実線はデータグローブによる手指関節角度の測定値，細い実線は本シス

画像を 30 fps で撮像し，撮像とは別スレッドで手指の形状推定を行った．また，データベー

テムによる手指関節角度の推定値，破線はそのときの前腕回旋角度の推定値を示している．

ス内のデータ数は 8,934 個であり，そのときの手指の形状推定の処理速度の平均は 100 fps

図 7-(b) の縦軸は実験時の中指 PIP 関節角度の推定誤差，横軸はフレーム数を示している．

であった．

実験時には，推定値は 10 フレーム前からの移動平均を求めることにより，平滑化を行って
いる．前腕回旋動作は 30 度ごとの 6 段階で計測されており，右手の掌がカメラに向いてい
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3.3 爪の位置情報なし
本システムと爪の位置情報を持たないシステムとの比較のために，輪郭線特徴量と手指関
節角度のみをデータセットとしした形状推定システムを構築し，前腕回旋時の推定精度実験
を行った．データベース構築手法は，本システムと同じである．形状推定時の類似度算出に
は次式を用いた．

Er =

25


(xi − xi )2

(7)

i=1

ただし，Er は類似度，xi はデータベース内のデータセットの手指輪郭の i 番目の特徴量，

xi は取得画像の手指輪郭の位置 i 番目の特徴量，25 は図 4 で示す局所パターンの数を示し
ている．Er を最小にするデータセットを検索し，そのデータセットが持つ手指の関節角度
を出力することによって，3 次元ハンドジェスチャ認識を行う．
カメラの前で自由に手を動かしたときの人差し指 PIP 関節角度推定の実験結果を図 8 に
示す．
ただし，図 8-(a) の縦軸は関節角度，横軸はフレーム数を示しており，図中の太い実線は
データグローブによる手指関節角度の測定値，細い実線は本システムによる手指関節角度の
推定値，破線はそのときの前腕回旋角度の推定値を示している．図 7-(b) の縦軸は実験時の
中指 PIP 関節角度の推定誤差，横軸はフレーム数を示している．実験時には，推定値は 10
フレーム前からの移動平均を求めることにより，平滑化を行っている．前腕回旋動作は 30
Fig. 7

図 7 前腕回旋時の中指 PIP 関節角度．(a) 推定精度，(b) 推定誤差
Middle finger joint angle with the wrist rotation. (a) An estimation result, (b) an estimation
result error.

度ごとの 6 段階で計測されており，右手の掌がカメラに向いているときの前腕回旋角度を 0
度，手の甲がカメラに向いているときの前腕回旋角度を 180 度とした．このときの推定の
誤差の標準偏差 22.0 であった．

るときの前腕回旋角度を 0 度，手の甲がカメラに向いているときの前腕回旋角度を 180 度

爪の位置情報を含まないシステムは，ジェスチャ認識に必要な推定精度に達していない．

とした．図 7-(a) より，前腕回旋時でも中指 PIP 関節角度が十分に推定できていることが

前腕回旋角度が 80 度から 180 度の間は，0 度から 80 度のときの推定に比べ，推定誤差平

確認できる．しかし，図 7-(b) より，前腕回旋角度が 0 度で固定のときに比べ，動作時は推

均が 39.7 度増加していた．つまり，前腕回旋角度が 80 度以降のとき，推定精度が落ちる．

定誤差の標準偏差が 8.40 度増加し，精度が低下する．また，前腕回旋角度が 180 度で中指

3.2 節の爪の位置情報を含んだシステムは，前腕回旋角度 80 度以降も高い推定精度を保っ

PIP 関節の角度の値が高いとき，つまり，爪が見えないときは，実際よりも値が低く推定さ

ており，前腕回旋動作時のハンドジェスチャ認識には，爪の位置情報が有用であると確認で

れ，推定誤差が大きくなっている．しかしながら，前腕回旋時の中指 PIP 関節角度推定の

きる．

誤差平均は 8.22 度，標準偏差 6.09 度で，ハンドジェスチャ認識として十分に良い精度が得
られた．
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図 9 手の CG モデル作成の例
Fig. 9 An example of making hand CG model.

（図 9）．次に，そのハンド CG モデルを動作させている様子から，各ハンドジェスチャの輪
郭線と爪の位置と関節角度情報を取得し，データセットを多数作成する（図 10）．その多数
のデータセットから 2.2 節と同様にデータベース生成を行う．

4.2 素手での評価実験
4.1 節で作成した各関節 15 度刻みのデータベースを用いて，実際に素手でのハンドジェ
スチャ認識ができるかどうか評価実験を行った．しかし，データグローブを装着しない状態
で，素手の関節角度の真値を検出することが困難であるため，以下の評価実験手法を用いた．
前腕回旋と指関節角度に関し自由に動作する素手に対し，2 視点から別々にハンドジェス
チャ認識を行う．この 2 つの視点からの認識結果が一致する場合，ハンドジェスチャ認識
図 8 爪の位置情報を持たないシステムでの人差し PIP 関節角度の推定精度．(a) 推定精度，(b) 推定誤差
Fig. 8 Thumb joint angle with the wrist rotation. (a) An estimation result, (b) an estimation
result error.

可能であるとした．今回は，被験者の手を中心として 107 度あけ，2 視点のカメラを設置し
た．カメラは MacBook に内蔵されている iSight2 台を用いた．iSight には，環境光の変化
に合わせて輝度を自動調整する機能が標準で設定されていが，これを切った状態で実験を
行った．取得した画像の解像度は 640 × 480 pixels である．人差し指 MP 関節（中手指節

4. 議

間関節，Metacarpophalangeal joint）の実験結果を図 11 に示す．図 11-(a) より，2 視点

論

からのハンドジェスチャ認識が同様に追従していることが確認できる．また，爪の位置情

4.1 データベースの自動生成

報を用いない図 11-(b) の実験では，18 フレーム目から 2 視点からの認識結果が異なる．フ

2.2 節でのデータベース生成手法も有用であるが，データベースを作成するためにカメラ

レーム数 0 から 17 までの間，把持のジェスチャ（グー）とすべての指を広げたジェスチャ

の前で人が手を動かす手間がかかってしまう．この問題を解決するために，本節ではデータ

（パー）の状態を繰り返していたが，18 から人差し指と他の指とを連動させないジェスチャ

ベースを自動生成する手法を提案する．

（チョキ）を行ったところ，片方のハンドジェスチャ認識システムが手を表裏逆に認識して

まず，ユーザ手の写真を複数枚撮影し，手の形に合わせたハンド CG モデルを作成する
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しまった結果である．素手でのハンドジェスチャ認識結果で，再度爪の位置情報の有効性を

c 2010 Information Processing Society of Japan


237

インタラクションシステムのための高精度な 3 次元ハンドジェスチャ認識手法

図 12 データベース上でのハンドサイン定義の例
Fig. 12 Definitions of hand signs on database.

確認できた．

4.3 ハンドサインの認識
本論文で提案したジェスチャ認識システムから出力された手指の関節角度からハンドサイ
図 10 手の CG モデルを用いたデータセット作成の概要
Fig. 10 The construction of data-set by using hand CG model.

ンとして情報入力を行う手法について説明する．たとえば，チョキのサインを定義する場合
は，ユーザが定義したチョキの手指の関節角度と任意の許容角度前後を設定し，さらにすべ
ての前腕回旋角度を許容することによって関節角度からハンドジェスチャサインを定義する
ことができる（図 12）．

4.4 応

用

本節ではインタラクションシステムへの応用例を示す．図 13 は，Tamaki らによって提
案されたインタラクション装置 Brainy Hand 19) である．同装置上の超小型カメラを用いて
ハンドジェスチャを認識し，情報を入力している．また小型のプロジェクタで掌に映像を投
影することができる．同装置の超小型カメラ MO-S1588-8F は，656 × 492-pixels の動画像
を取得することができるが，照明光の強さにより，精密な外郭線抽出が難しい．しかしなが
ら，外郭線と爪の位置情報を用いた本論文のハンドジェスチャ認識手法を用いることによっ
図 11

2 視点からのハンドジェスチャ認識結果：人差し指 MP 関節角度．(a) 爪の位置情報あり，(b) 爪の位置情
報なし
Fig. 11 Results of the hand gesture estimation system from the 2 viewpoints: the thumb MP joint
angles, (a) Using the data of contour and nail positions, (b) using the data of only contour.
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て，安定したハンドジェスチャ認識が可能となっている．また，単純な情報入力装置として
ではなく，ロボットの操作としても応用することもできる16) ．
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ンとして認識する手法やインタラクション装置の応用例を示した．

参

図 13 インタラクション機器への応用例
Fig. 13 A practical application on interaction device.

5. ま と め
ハンドジェスチャ認識は，インタラクションシステムを実現するための重要な基礎技術で
ある．しかし，従来手法の前腕回旋動作を含んだハンドジェスチャ認識には，手の表裏の
誤認識により，推定精度が著しく低下するという問題があった．この問題を解決するために
は，手指の表裏情報が必要と考えられた．本研究では，手指の輪郭の特徴量に爪の位置情報
を追加することにより，指先の位置と表裏の 2 つの情報も併用するハンドジェスチャ認識シ
ステムを提案した．
手指の輪郭と爪の位置を検出するために，個人別表色系 YSaSb 17) を用いた．10 種類の
背景と照明環境下での，爪の位置検出の有効性について検証した．結果，青の照明環境時に
は，爪の位置検出が難しく，ハンドジェスチャ認識システムの精度が低下する．しかしなが
ら，9 種類の環境下で，爪の位置検出が可能であることが確認できた．
実際にハンドジェスチャ認識システムを構築し，前腕回旋動作を含んだハンドジェスチャ
の映像から手指の関節角度を推定する実験を行った．結果，データ数 8,934 個のとき，CPU
が PentiumIV，2.8 GHz の通常仕様の PC で，前腕回旋動作に対応しつつ手指関節角度の
誤差の標準偏差 7.23 度，処理速度 100 fps が実現できた．また，爪の位置情報を抜いたシ
ステムとの比較を行い，前腕回旋動作時の爪の位置情報の有効性を示した．
加えて，手の CG モデルからデータベースを自動生成する手法，ハンドジェスチャサイ
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