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指先の 3 次元姿勢を検出する 3 次元マルチタッチ Z-touch
竹岡 義樹1,a)

味八木 崇2

暦本 純一3,4

受付日 2011年6月26日, 採録日 2012年1月13日

概要：本研究で提案する 3 次元マルチタッチは従来のマルチタッチで実現されている平面操作のインタラ
クションを実現し，さらに操作面付近における指先の位置，姿勢を検出する機能を有している．従来のマ
ルチタッチでは操作面に触れている指先の 2 次元平面座標のみ検出され，ユーザがどの指で操作している
かを識別すること，指先の 3 次元姿勢をインタラクションに用いることはできなかった．これに対して 3
次元マルチタッチは，操作面近傍におけるユーザの指先の 3 次元位置と姿勢を基にしたインタラクション
を実現することができる．さらに，手指の姿勢の類似度からユーザの操作位置を推定することも可能であ
る．Z-touch は複層ラインレーザの照射と高速カメラの撮影タイミングの同期により操作面近傍において
手指の 3 次元姿勢を検出する 3 次元マルチタッチである．本論文では Z-touch の実装方法と，3 次元マル
チタッチにより実現される新しいインタラクション技術について報告する．
キーワード：マルチタッチ，指先姿勢検出，インタラクティブサーフェース，指先姿勢ジェスチャ
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Abstract: In this research, we propose new multi-touch system, 3D multi-touch. 3D multi-touch is able to
detect spatial posture of contact and hovering ﬁngers near the surface. 3D multi-touch also has capability
of multi-touch systems, such as multiple contact points of ﬁngers. Moreover, the system allows to estimate
combination of ﬁngers and the hand. We implemented Z-touch, a new 3D multi-touch infrastructure. Z-touch
uses a vision-based posture sensing system. Multilayered infrared (IR) laser planes are synchronized with
shutter signals from a high-speed camera, which captures each layer of the laser images. A depth map is
obtained by processing captured images. We developed new interaction uses spatial postures, allows users to
control multiple parameters simultaneously. In this paper, we introduce the principle of the method of ﬁnger
detection and its applications using developed interactions.
Keywords: multi-touch, ﬁnger top posture detection, interactive surface, ﬁnger top posture gesture
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Germany
東京大学大学院情報学環
Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113–0033, Japan
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所
Sony Computer Science Laboratories, Inc., Shinagawa,
Tokyo 141–0022, Japan
qq096408@iii.u-tokyo.ac.jp

c 2012 Information Processing Society of Japan


1. はじめに
マルチタッチとは操作面に触れている指先の位置を，複
数同時認識することができるタッチパネルディスプレイで
ある．マルチタッチは Han らによって提案された FTIR
（Frustrated Total Internal Reﬂection）方式 [1] などのカメ
ラを用いた光学式とカメラの代わりに静電容量タッチセ
ンサなどを用いた方式 [2] とに大別できる．前者は大型の
インタラクティブサーフェイスに，後者はタッチ型のタブ
レット端末，タッチパネル型の携帯電話に多く用いられて
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いる．ユーザはマルチタッチで複数の手指を同時操作し，

姿勢，圧力を検出する手法がこれまでに提案されている．

マウスやキーボードとは異なる操作を行うことができる．

SmartSkin [2] は，静電容量センサにより手指の近接を検出

たとえば，2 本の指を動かして画像などの 2 次元平面で表

する．また，鷲野らは ITO 透明電極による静電タッチパ

現されるコンテンツの回転，拡大縮小，移動を同時に行う

ネルの原理を改良し，特殊なハードウェア装置を用いるこ

Rotate-Scale-Translate（RST）操作などがある．RST 操

となく市販されている静電容量タッチパネルだけで，指先

作は地図や写真などの 2 次元平面的なオブジェクトの閲覧

の近接を検出する手法を開発した [6]．この手法は，ITO

操作に用いられている．表示されるコンテンツが操作面に

透明電極を用いたタッチパネルのセンサの結合状態を近接

触れている指先のコンテンツに対する相対位置が変化しな

検知時と接触検知時で切り替えることにより，手指の近接

いように動作するので，ユーザが指先でオブジェクトをつ

検出を実現している．これらの電極を用いた手法は，指先

かんでいるような感覚のインタラクションを実現してい

から操作面の距離の二乗に比例して検出精度が低下するた

る．しかし，マルチタッチのインタラクションは，指先が

め，姿勢の検出は難しい．Tsukada らの開発した Layered

触れた操作面の座標や指先の触れた面積など，マルチタッ

touch panel [7] はタッチパネルの枠部に赤外光のレーザ発

チの操作面において検出される 2 次元平面情報を基にした

光部と受光部をグリッド状に設置することで，指先の近接

ものに限定されている．

検出を実現している．この手法ではタッチパネルの操作面

一方で，私たちは物体に触れたり，動かしたりするとき

に対して鉛直方向における分解能が低いため，手指の姿勢

に，指先の姿勢を複雑に変化させる．たとえば，柔らかい

の検出はできない．ステレオカメラによる手指の近接検出

布の持ち方とガラスなどの固い物体の持ち方はそれぞれ異

を行う手法も開発されている．佐々木らは，携帯電話の画

なるように，操作する物体の形や材質，そして利用目的に

面付近に取り付けられたステレオカメラより指先の近接検

応じて指先の姿勢を変化させ，加わる力の大きさや向きを

出を行う手法を開発した [8]．Malik らはノートパソコンの

調整している．

タッチパッドの拡張として，手指の形状をステレオ視によ

本研究では，ユーザが指先の姿勢を変化させることによ

り検出する Visual Touchpad を提案した [9]，これらの手法

るインタラクションを実現する 3 次元マルチタッチを提案

で操作可能な領域はノートパソコンのタッチパッド程度の

する．3 次元マルチタッチとは，従来のマルチタッチで実

大きさしかない．オクルージョンの問題を考えると，テー

現されている平面操作のインタラクションを実現し，さら

ブルトップで用いるための大型化，および複数人による利

に操作面付近における指先の 3 次元位置，3 次元姿勢を検

用は難しい．

出する機能を有するテーブルトップ型のマルチタッチで
ある．3 次元マルチタッチで検出される指先の 3 次元姿勢

2.2 操作面における手指の角度検出

は，指先の 3 次元位置座標，指先の方位角（以降 “向き” と

シリカゲルなどのゲル状物質をタッチパネルの操作面に

記す）
，および仰角（以降 “傾き” と記す）の 2 つの角度に

貼り付け，手指が触れた際の形状変化をカメラで計測し，

よって表現される．

計測された形状の変化より手指の圧力を推定する手法が提

本研究で開発された Z-touch [3], [4], [5] は 3 層のライン

案されている．GelForce [10] は透明なシリカゲルの内部に

レーザの照射と高速カメラの撮影タイミングの同期により

色の異なる粒のマーカを格子状に並べたものを 2 層に重ね

操作面近傍において手指の 3 次元姿勢を検出する 3 次元マ

たものである．シリカゲルは透明な操作面の上部に設置さ

ルチタッチである．Z-touch が 3 次元指先姿勢検出に用い

れ，マーカはシリカゲルの側面から白色 LED により照射

るハードウェアはカメラとラインレーザにより構成される

される．操作面の背面に設置されたカメラによりマーカの

ため，容易に大型化することができる．また，高速カメラ

位置を検出する．マーカの位置の変化より，シリカゲルの

の画像処理により，操作面近傍において手指または物体か

形状変化を推定し，操作面に触れた指先の姿勢，力の方向

ら操作面までの距離を 5 段階の離散値で推定する．Z-touch

などを推定する．ForceTile [11] は GelForce と同様にシリ

は手指が操作面に触れていない場合でも，推定された手指

カゲルの内部にマーカを埋め込んだ物理オブジェクトで

の距離を基に指先の姿勢を検出することが可能である．本

ある．ForceTile も内部のマーカの位置の変化により，手

論文では Z-touch における 3 次元マルチタッチの実装方法

指の力の大きさと向きを検出する．PhotoelasticTouch [12]

と 3 次元マルチタッチにより実現されるインタラクション

は液晶ディスプレイに偏光フィルタを重ね，その上さらに

について報告する．

透明なゲルを貼り付けたものである．ゲルが変形した箇所

2. 関連研究

のみ光が偏光し，偏光フィルタが取り付けられたカメラで

2.1 指先の近接と向きの検出

から操作面に加わる力の大きさや方向を推定する．ゲル状

これを検出する．撮影された画像より，手指の姿勢，手指

マルチタッチ操作において，指先が触れている操作面の

物質を用いたこれらの手法は，手指が操作面に触れている

座標に加えて，指先の近接，操作面に触れている指先の

際には指先の向きや傾きなどの姿勢を検出することができ

c 2012 Information Processing Society of Japan
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るが，手指が近接状態にあるときに位置と姿勢の検出を行
うことができない．

2.3 インタラクション領域の 3 次元空間への拡張
マルチタッチのインタラクション領域を 2 次元平面の操
作面から，操作面近傍の 3 次元空間へと拡張する研究も行
われている．Wang らは光学式 DI（Diﬀused Illumination）
方式のマルチタッチのカメラの画像より，操作面に触れて

図 1 複層レーザ

いる指先の向きを検出する手法を提案した [13]．この手法

Fig. 1 Multilayered line laser module.

では操作面の下部に設置された赤外光源を照射し，撮影
された手指の陰影の変化に基づいて指先の傾きを推定す
る．しかし，光源から操作面に照射される光量は一定では
ないため，陰影の変化は光源に対する手指の位置に依存
し，検出精度の向上は難しい．Leibe らにより提案された

Perceptive Workbench [14] はステレオカメラによりユーザ
の手指の 3 次元動作認識を行う．ユーザは腕を上下左右，
そして前後に動作させることにより 3 次元物体の閲覧操作，
バーチャル地球儀の視点移動，仮想 3 次元物体の移動操作

図2

赤外光であるが，撮影のために赤色レーザを用いた）

などを行う．しかし，検出された物体の輪郭情報のみを用
いて 3 次元形状復元を行っているため，物体形状の検出精

複層レーザのラインレーザの照射（Z-touch で照射されるのは

Fig. 2 Scattering of the line laser used in multilayered line laser
module.

度は低く，各々の指先の 3 次元姿勢を認識することは難し
い．Hilliges らは光学式マルチタッチにデプスカメラを組
み合わせることによって，ディスプレイ付近の手指の位置，
姿勢の検出を行うシステムを提案した [15]．この手法では
透明プロジェクションシートと液晶シャッタを用いて，コ
ンテンツのリアプロジェクションと背面に設置された距離
カメラによる手指の検出の両方を実現している．この手法
では手指の 3 次元座標の検出と親指と人差し指で円をつく
る動作を検出することによりインタラクションを実現して
いるが，操作する指先の 3 次元姿勢はインタラクションに
用いられていない．

3. Z-touch
3.1 原理
Z-touch は照射する光面と光軸の向きが平行になるよう

図3

Z-touch のラインレーザの構成：8 つの複層レーザモジュール
により操作面付近の手指に赤外線を照射する

Fig. 3 Layout of multilayered line laser module on Z-touch:
8 modules flashes hands near the control panel.

に 3 つの赤外光ラインレーザを重ねた複層レーザ（図 1）
が用いられる．Z-touch で用いたラインレーザの照射強度
は光軸において最も強く，離れるに従い弱くなる．また，
光面方向における拡散角は左右 45◦ であり，光面方向に対
して鉛直方向にもレーザ光が散乱する（図 2）．複層レー
ザは操作面の枠部に図 3 のように，それぞれの光軸の向き
が中央に向かうように設置されている．Z-touch のシステ
ム構成を図 5 に示した．

Z-touch は複層レーザのラインレーザの照射と高速カメ
ラの撮影シグナルが同期している．Z-touch の操作面付近

図 4 指先姿勢検出する際の座標系．図中の θ は −30◦ ，φ は 45◦ で
ある

Fig. 4 Polar angle coordination for testing finger posture.

に手指が触れると，枠部から照射された赤外線レーザが操
作面下部に反射する．この反射光を赤外光透過フィルタが

を画像処理することで，手指の姿勢を検出する．操作面か

取り付けられた高速カメラにより撮影し，撮影された画像

らの高さの等しい箇所に設置されたラインレーザを照射す

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 5 Z-touch のシステム構成

Fig. 5 System configuration of Z-touch.

ると，操作面に平行なレーザの光面が生成される．これを

“レーザ平面” と呼ぶ．Z-touch では 3 段に重ねられた複層
レーザを用いて，操作面からの高さが異なる 3 種類のレー
ザ平面を生成する．Z-touch は，3 つのレーザ平面のうち 1
つが生成された際に撮影レーザ平面画像 3 枚と，手指にラ
インレーザが照射されていない際に撮影される背景画像 1
枚を高速カメラで撮影し，操作面付近の手指の 3 次元情報
を検出する．レーザ平面画像では描画された手指の高さと
レーザ平面の高さが同じときのみ，ピクセル輝度が高くな
る．これを利用し，手指の位置，操作面からの段階的な高

図 6

ハードウェア構成

Fig. 6 Hardware configuration of Z-touch.

さ，指先の 3 次元姿勢などの 3 次元情報を検出する．背景
画像は画像処理を行う際のノイズ除去に利用する．

3.2 プロトタイプ
3.2.1 ハードウェア構成
Z-touch のハードウェアの概要を図 6 に示した．ライン
レーザは図 3 のように設置されている．複層レーザのラ
インレーザの光面は，操作面と平行かつ，光面間の間隔 h
が 7.0 mm になるように調整されている．そして，最下部
のラインレーザが操作面の表面を照射するように設置され
る．操作面は 1 辺 35 cm の正方形である．Z-touch の操作
面はガラスであり，透明プロジェクションシート*1 が貼り
付けられている．このプロジェクションシートは可視光を

図 7 Z-touch を操作する様子

Fig. 7 Using Z-touch.

拡散し，赤外光を透過させる．これにより，レーザ平面画
像の撮影とコンテンツのリアプロジェクションを同時に行

構成される制御回路と Arduino Duemilanove を組み合わ

うことができる．Z-touch は，マイコンとフォトカプラで

せることで 24 個のラインレーザのレーザを 200 Hz の速度

*1

で制御している．図 8 は図 7 のように Z-touch の操作面
株式会社きもと：DILAD スクリーン（ディラッドスクリーン）
http://www.kimoto.co.jp/products/image/d screen.html
（参照 2011-10-05）

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 8

Z-touch の高速カメラより撮影されたレーザ平面画像．左から背景画像，ラインレーザ
の光面の高さが 0 mm，7.0 mm，14.0 mm のレーザ平面画像

Fig. 8 Captured Images from high-speed camera on Z-touch, from left to right;
a background image, laser light plane images whose light axis is 0.0 mm,
7.0 mm, 14.0 mm.

3.2.2 複層ラインレーザの照射とカメラシグナルの同期
制御

Z-touch の高速カメラは 200 fps で VGA の画像撮影が
可能な Pointgrey 社の Grasshopper を利用し，画像取得
のライブラリには libdc1394 ライブラリ [16] を利用した．

libdc1394 ライブラリはカメラ内部のメモリをリングバッ
ファとして取り扱う．カメラはキャプチャが撮影シグナル

画像 1 枚を撮影する．

( 2 ) ( 1 ) で撮影された画像を基に，操作面からの距離推定
画像を生成する．

( 3 ) 距離推定画像より Z-touch の操作面付近における指先
の位置，高さ，3 次元姿勢を検出する．

3.3.1 距離推定画像の生成
距離推定画像とは，カメラ画像に撮影された物体と操作

を受け取ると，撮影された画像データを内部メモリに書き

面の距離の推定値 H をピクセルの値に持つ画像である．

込む．しかし画像取得頻度が低いとき，内部メモリの空き

Z-touch が推定する距離の値は，ラインレーザの光面と操

容量が不足し最新の画像を得られなくなるという問題があ

作面の距離（0，h，2h）と中間値の 0.5h，1.5h の 5 つのい

る．このため，計算機の処理に合わせてラインレーザの照

ずれかである．ここで h は複層レーザのラインレーザの光

射制御を行うと，ラインレーザの照射と撮影タイミングが

面の間隔（0.7 mm）である．レーザ平面画像から距離推定

一致せず，必要な画像データを得ることはできない．この

画像を検出するまでの手順を以下に示す．

問題は，3.3.2 項で実行されるブロブの類似度計算に時間が

( 1 ) レーザ平面画像のカメラキャリブレーション

かかり，結果としてカメラへのアクセス頻度が低くなるこ

( 2 ) ノイズの除去と背景領域の除去

とが原因である．この問題を回避するために，高速カメラ

( 3 ) レーザ平面画像の統合による距離推定画像の生成

から送出されるシャッタ信号を基にラインレーザの照射制

( 1 ) では操作面の座標系と，カメラの座標系の変換行列

御を行った．ラインレーザ制御回路は高速カメラのシャッ

を求める．( 2 ) では撮影された 3 枚のレーザ平面画像と背

タシグナル出力に接続され，高速カメラの撮影タイミング

景画像に対してガウスフィルタによる平滑化処理を行う．

に応じて，照射するレーザ平面を切り替える（図 5）
．さら

ガウスフィルタのパッチの大きさは 3 px × 3 px であり，標

に，カメラで撮影可能な範囲にレーザ平面の照射と連動し

準偏差 σ は 0.95 である．その後，平滑化処理がされた背景

て点灯する 4 つの赤外光 LED マーカをパネル背面に取り

画像を基に背景差分処理を適用し，一定の閾値で 2 値化す

付けた．4 つの LED マーカのうち 3 つはラインレーザと

る．( 3 ) では ( 2 ) で得られた画像を基に，距離推定画像を

直接接続され，レーザ平面が照射されると点灯する．残り

生成する．画像中の座標 (x , y  ) において，高さ h のライン

の 1 つはいずれのレーザ平面も照射されていないときに点

レーザを照射したときのみ，物体が撮影された場合は描画

灯する．図 8 のそれぞれの画像の右側に撮影された白点は

された物体と Z-touch の操作面の距離を h と推定する．ま

この同期のための赤外光 LED マーカである．計算機と照

た，操作面と光面の距離が hk と h(k + 1) のラインレーザ

射カメラの同期は撮影された赤外光 LED マーカ領域の輝

を照射して得られた 2 つのレーザ平面画像の両方に物体が

度を走査することで実現した．この方法の場合，撮影され

撮影がされた場合，Z-touch と操作面の距離を h(k + 1/2)

たマーカの画像領域は 1 辺 5 ピクセルの正方領域で十分で

と推定する．ただし，k は整数である．先の 2 つの状況の

あるため，画像処理による検出速度への影響はなかった．

いずれでもないとき，たとえば 3 つのレーザ平面画像中の
ピクセルに物体が撮影された場合などは距離は不明とし，

3.3 指先の 3 次元姿勢検出システムの実装
Z-touch が高速カメラにより操作面の画像を撮影し，画
像より操作面付近の指先の位置，高さ，3 次元姿勢を検出

推定は行わない．

3.3.2 指先の位置，高さおよび 3 次元姿勢の検出
指先の 3 次元位置と姿勢の推定は，距離推定画像を 2 つ

するまでの流れは下記のとおりである（図 9）．

の異なる閾値によって 2 値化した 2 枚の画像に対してブロ

( 1 ) 3.2.2 項で述べた手法により，3 枚のレーザ平面画像，

ブ検出を行い，検出されたブロブについて類似度を計算し

およびすべてのレーザが照射されていない状態の背景

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 9 図 7 のように手を置いた際の，Z-touch の高速カメラより得られたレーザ平面画像の処
理の流れ．左：レーザ平面画像をレーザの光面が高い方から順に RGB カラー画像の R，

G，B の各チャネルに挿入した．中：距離推定画像．距離の凡例は右端のバーに示した．
黒色の箇所は距離が未検出，あるいは推定が行われていないことを示す．右：検出され
た指先の 3 次元姿勢情報

Fig. 9 Flow of processing images captured from high-speed camera of Z-touch. The
hand was positioned as shown in picture in Fig. 7. Left: each captured laser
plane images were inserted to each RGB channel from highest laser axis image,
Middle: estimated depth image, a legend is shown bar in the right. Right:
detected 3D posture of fingers.

図 10 指先姿勢検出実験：左から，実際の指による実験の様子，模型による実験の様子，指先
の模型

Fig. 10 Test of finger posture detection: from left, testing with real finger, testing with
finger model, finger model.

ブロブの類似度は式 (1) の類似度を基に計算される．類

クリッド距離が最小になるように手指のトラッキングを行

似度が最も高いブロブをマッチしたブロブと呼び，マッチ

う．指先の姿勢検出速度は検出されるブロブの個数にも依

したブロブの組合せにより指先の情報を得る．ここでは高

存するが，MacBook Pro（2.66 GHz Core i7，8 GB RAM）

さが ka である指先の検出を例に説明する．a，b は距離画

の環境では 80 ± 1 Hz 程度であった．

像を ka と kb（ただし kb = ka + h）を閾値として 2 値化し
た画像において検出されたブロブの集合である．s(a, b) は

3.4 指先の 3 次元姿勢検出の精度評価実験

a の b に対する類似度，m(a, b) は a に対する a と b の重な

3.4.1 実験方法

るピクセル面積の大きさの割合，d(a, b) は a と b の中心間

Z-touch の指先の 3 次元姿勢検出の精度を評価するため

のユークリッド距離である．T は検索範囲を制限するため

に，図 10 のように指を操作面中央部に置き，その 3 次元

の任意の定数である．

姿勢を検出する実験を行った．手指の姿勢を検出する際

match(a) = arg max s(a, b)
(1)
b

m(a, b) × k + d(a, b) d(a, b) < T , k > 0
s(a, b) =
−∞
else.
area(a ∩ b)
m(a, b) =
area(a)
距離推定画像における指先の領域のうち，極小値を持つ
ブロブ領域，また，マッチしたブロブ a，b の中心をそれぞ
−−−→
れ ac ，bc とするとき，指先の方位角 θ は ac , bc の方向と一
−−−→
致し，傾斜角 φ は tan−1 (h/|ac , bc |) より求まる．ka = kb ，

kb = kb + h と帰納的に計算を繰り返すことで，それぞれの
高さにある指先の位置と 3 次元姿勢を検出する．指先の追
跡は ac を指先座標とし，フレームごとの指先座標のユー
c 2012 Information Processing Society of Japan


の座標系を図 4 のように定めた．操作面の中央を原点と
し，操作面の枠部中央に置かれたラインレーザの光軸と一
致するように x 軸と y 軸を定めた．方位角 θ は，手指の軸
を xy 平面へ射影したベクトルと x 軸のなす角とした．θ
は図 4 の視点から見た際に，時計回りに正の向きをとり，

−180◦ ≤ θ < 180◦ の範囲で変化する．また，仰角 φ は z
軸と手指の軸のなす角とし，0◦ ≤ φ ≤ 90◦ の範囲で変化
する．実験では，手指の方位角 θ を，−180◦ から 165◦ ま
で 15◦ 刻みで 24 通り変化させた．手指の仰角 φ の変化は，

0◦ から 60◦ まで 15◦ 刻みで 5 通り変化させた．右手人差
し指を測定状態に置き，その姿勢を 20 秒間計測した．実
験対象は 2 人の 20 代男性である．手指姿勢の検出は式 (1)
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において ka = 0.25h，kb = 1.25h として計測した．

出した回数を Z-touch が指先の検出を試行した回数（レー

さらに補助実験として，指先の姿勢を模したアクリル板

ザ平面画像を取得した回数）で割ったものである．ほとん

で製作された模型を置き，その姿勢を検出する実験を行っ

どの実験環境において，実際の指を用いた場合と，指の模

た．模型は，赤外線レーザ光を反射させるために，模型に

型を用いた場合の差は見られなかった．模型を用いた際に，

白色の台紙を貼り付けたものである．模型を用いた実験を

θ = −90◦ において，3 次元姿勢の検出率が低下する原因

行った理由は，3.3.2 項に述べた指先の 3 次元姿勢の検出

は，ラインレーザの照射角度の調整が不十分であり，レー

手法で指先以外の物体の姿勢検出が可能か検証するためで

ザの反射光がカメラで撮影されなかったためと推測される．

ある．模型を用いて計測実験を行う際は，手指の方位角 θ

模型を用いたことが精度低下の原因であれば，θ = −90◦ 以

は模型の向きを変えることで再現し，仰角 φ の変化は，傾

外の測定環境においても精度が低下するはずである．しか

斜角の異なる模型を製作することで再現した．実際の指と

し，実際にはそのようになっておらず，照射されるライン

同様に方位角と仰角を設定し，各状態において 20 秒間の

レーザの角度に問題があった可能性が高い．具体的には，

計測を 2 回繰り返した．図 10 は実験の様子である．

ラインレーザの照射角度に問題があり，模型に貼り付けら

3.4.2 実験結果

れた台紙に照射されたレーザの反射光がカメラで撮影され

実験の結果を図 11 に示した．左列は実際の指，右列は

ず，結果として式 (1) における距離推定画像のブロブのマッ

模型を用いた計測結果である．上段のグラフは，3 次元姿

チングに失敗する場合などが考えられる．図 11 の中段と

勢の検出率である．本項における指先の検出とは，Z-touch

下段の図はそれぞれ，横軸に方位角 θ をとり，検出された

が指先の位置を検出し，さらに式 (1) により，指先の姿勢を

手指の 3 次元姿勢の方位角 θ，傾斜角 φ のそれぞれの平均

検出したことを意味する．検出率は，Z-touch が指先を検

値を示したグラフである．エラーバーは標準偏差を示す．

図 11 Z-touch の姿勢検出結果．左列は実際の指，右列は指先の模型で実験した結果．上か
ら，指先姿勢検出率，指先方位角検出結果，指先傾斜角検出結果

Fig. 11 Result of posture detection by Z-touch. Left column; result of real finger,
right column result of finger-model. From top row to down, Detection ratio of
posture, result of azimuth detection, result of latitude detection.
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図 12 RegionSplit：手指の姿勢に応じた操作領域の自動分割

Fig. 12 RegionSplit: autonomous user region split, using detected posture of hands.

中段のグラフより，指先が操作面に対して鉛直に近い姿勢
にあるとき，つまり傾斜角 φ が 0◦ に近いとき，指先方位
角の精度が低下することが分かる．しかし φ ≥ 15◦ である
とき，検出誤差が低くなることが分かる．下段のグラフよ
り，傾斜角の検出は標準偏差が大きく不安定である．しか
し，検出される角度の平均値の大小関係は真値と同じ関係

図 13 DepthCurve：手指姿勢を用いたベジェ曲線操作

を維持している．傾斜角検出が不安定となる原因は，図 2

Fig. 13 DepthCurve: Bezier curve handle manipulation using

に示したように照射されるレーザ光が光面に対して垂直な

finger posture.

方向に対して拡散するためであると考えられる．光面と垂
直な方向にラインレーザが拡散した場合，複数のレーザ平
面画像に描画される箇所が生じる．その箇所は 3.3.1 項の
条件より距離推定が行われず，指先姿勢の検出が不安定に
なると予想される．

4. アプリケーション例
3 次元マルチタッチでは指先の 3 次元姿勢を基に推定さ

図 14 DepthCurve における指先の座標 F (xf , yf ) とハンドル座標

H(xh , yh ) の関係
Fig. 14 Relation of finger postion F (xf , yf ) and handle

れたユーザの状態を用いたコンテンツの表示や，指先の傾

position H(xh , yh ) on DepthCurve.

きの変化などを用いた描画アプリケーションの曲線操作を

4.2 DepthCurve：手指姿勢を用いたベジェ曲線操作

実現できる．本研究では，操作面近傍における 3 次元指先
姿勢を用いたインタラクションを検証するために 2 つのア
プリケーションを開発した．

4.1 RegionSplit：手指の姿勢に応じた操作領域の自動
分割

RegionSplit（図 12）はテーブルトップコンピュータに

DepthCurve（図 13）は指先の傾きを利用してベジェ曲線
のハンドルの座標を編集操作するアプリケーションである．
ベジェ曲線のハンドルの座標 H(xh , yh ) の関係（図 14）は
式 (2) により表される．ここで θ は指先の向き，φ は操作
面に対する指先の角度，F (xf , yf ) は指先の座標である．

H(xh , yh ) = F (xf , yf ) − l tan φ(sin θ, cos θ), l > 0.

おいて，ユーザの操作する位置に合わせてコンテンツを表

(2)

示するためのアプリケーションである．ユーザの位置を指
先の 3 次元姿勢から推定し，ユーザの操作領域を自動的に
設定し，コントロールエリア内のコンテンツをユーザの操
作位置に合わせて描画する向きを変更するアプリケーショ
ンである．大型のテーブルトップコンピュータを多人数で
共有した際には，それぞれのユーザの位置に合わせてコン
テンツの描画方向を調整する必要がある．しかし，大量の
コンテンツの描画方向を変更する場合，従来のマルチタッ
チの RST 操作では，個々のコンテンツに対して，向きを
変える操作を何度も行う必要がある．しかし，RegionSplit
ではユーザの手指が同時に操作面に触れるだけで，一瞬で
コンテンツの描画方向を調整することができる．

5. 議論
5.1 指先の傾き検出の限界
提案した Z-touch では操作面の枠部に設置されたライン
レーザが手指を照射することにより，指先の角度の検出を
行った．提案手法では 3.4.2 項のように指先の傾斜角が小
さくなるとき，手指の 3 次元姿勢の検出が不安定になる．
これは，指先が操作面に対して鉛直になるときラインレー
ザからの反射光を撮影することができないためで，この問
題をハードウェアの改良で解決することはできない．しか
し，ユーザが指先の姿勢を操作面に対して鉛直にする必要
がないようにアプリケーションを設計すれば，この問題を
回避することができる．
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5.2 高さ方向に対する解像度の向上

5.5 応用アプリケーション

本論文では 200 fps の高速カメラを用いたが，十分な動

私たちは，3 次元マルチタッチにおける指先の姿勢の利

作速度を実現するためには複層レーザは 3 層が限界であっ

用方法には “指先の姿勢を用いた複数パラメータの同時入

た．高速撮影可能なカメラを用いてレーザ層を増加させる

力” と “ユーザの操作位置に応じたコンテンツ表示” の 2 つ

ことで，手指の高さ方向に対する検出解像度を向上させる

の方向性があると考えている．“指先の姿勢を用いた複数

ことができる．さらに，高速カメラの画像解像度をさらに

パラメータの同時入力” は，現実世界と同様のユーザの手

高いものに交換すれば，操作平面方向に対する解像度も向

指の繊細な動作を基にしたインタラクションを実現する．

上させることができる．

具体的には，指先の姿勢（傾き，向き）などをキーとしてア
プリケーションで用いられる複数のパラメータを同時に入

5.3 照射されるラインレーザのオクルージョンの発生

力することをいう．例として，DepthCurve で実現された

本手法では，操作面の枠部に設置されたラインレーザが

指先の触れている座標を基点とした 2 次元ベクトルの入力

操作面の手指を照射するが，複数の手指が操作面付近にあ

（図 16）があげられる．DepthCurve は 2 次元平面画像編

るとき，図 15 のように，手指の位置関係によっては赤外

集におけるベジェ曲線操作を対象としているが，将来的に

光レーザが手指に照射されず指先の位置，姿勢の検出に失

は 3 次元コンピュータグラフィックスモデルの編集におけ

敗することがある．この限界は，枠部からラインレーザを

る制御パラメータの操作（図 17）などに発展させ，ユーザ

照射する限り避けることができない．これと同様の理由

に現実世界と同様の操作感をマルチタッチでも提供できる

で，指先と手のひらの両方を操作面に貼り付けたような状
態では，指の付け根にあたる部分や手首の部分までレーザ
光が照射されず，手指が触れている箇所の輪郭部の検出が
不安定になる．これらのオクルージョンは，枠部に設置す
る複層ラインレーザの個数を増やすことで軽減することが
できるが，完全に回避することはできない．

5.4 FTIR 方式の指先近接検出の併用に関する検討
先に述べたように，提案手法ではオクルージョンによ
り，手指の接触動作が検出できないことがある．操作面の

図 16 3 次元マルチタッチにおける 2 次元ベクトル入力

Fig. 16 Input method of 2D vector on 3D multi-touch.

枠部からラインレーザを照射する本手法ではオクルージョ
ンを完全に回避することはできない．そこで，提案手法を
発展させ複層ラインレーザモジュールに加えて，FTIR 方
式の指先近接検出で用いられる光源を併用する方式を検
討している．この方式では，枠部からの光源照射ではオク
ルージョンが発生する場合でも，手指の接触動作と近接動
作を検出できる．具体的には，複層レーザと FTIR 方式の
光源をそれぞれ照射するタイミングと高速カメラのシャッ
タシグナルを同期させることにより，Z-touch で用いられ
ている 3 次元マルチタッチの手法と，FTIR 方式のマルチ

図 17 仮想 3 次元物体操作アプリケーションのコンセプト

タッチで用いられる手指検出の手法を併用することが可能

Fig. 17 Concept image of 3D computer graphics model editing
application.

である．

図 15 Z-touch におけるオクルージョンの発生：画面右上の小指が検出されていない

Fig. 15 Occlusion on Z-touch: the little finger on the upper-right is not detected.
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る方法として，指先の姿勢による入力と指先姿勢を用いた
ユーザの位置検出を組み合わせることが考えられる．たと
えば，ユーザが指先を自然に動かして操作できるように，
検出されたユーザの位置に応じて操作範囲を調節する手法
などがあげられる．
図 18 指先姿勢から手の位置，さらにユーザの位置を推定する様子

Fig. 18 Estimating position of the user from detected hand
postures.

6. まとめ
本研究では，マルチタッチの機能を阻害することなく，
さらに操作面付近における指先の位置，向きおよび傾きを
認識する機能を補完する 3 次元マルチタッチ，Z-touch を
提案し，実装を行った．Z-touch は操作面の枠部に設置さ
れた 3 層のラインレーザの照射と高速カメラの撮影を同期
させることにより，操作面近傍における手指，または物体

図 19 指先の姿勢変化を用いたサブメニュー操作のコンセプト図

と操作面との距離を 5 段階で推定する．さらに，推定され

Fig. 19 Concept image of sub-menu manipulation using

た距離を基に，操作面付近における手指の位置と 3 次元姿

posture of finger on map viewer.

勢の推定を行う．提案手法では，指先が操作面の表面付近
にあれば，操作面に触れていない場合でも指先の位置，段
階的な高さ，向き，傾きを検出することが可能である．ま
た，Z-touch の指先の 3 次元姿勢検出手法の検出率と検出
精度の精度評価を行うために，実際の指と指先を模した模
型を用いて 3 次元姿勢を検出する実験を行った．この結
果，指先の傾斜角が小さいときに，検出率と検出精度が低

図 20 指先姿勢から手の位置，さらにユーザの位置を推定したサブ
メニュー表示のコンセプト図

Fig. 20 Concept image of sub-menu, using estimated position
of the user from detected hand postures.

下することを示した．

3 次元マルチタッチでは，検出される指先姿勢を用いて，
任意の位置における複数パラメータの同時入力，検出され
た指先姿勢からのユーザ位置推定という，従来のマルチ

と期待できる．“ユーザの操作位置に応じたコンテンツ表

タッチでは実現できない 2 つのインタラクションを実現で

示” とはユーザの操作位置に合わせて，操作メニューやコ

きる．このインタラクションの有効性を確認するために，

ンテンツの表示位置を調節することである．3 次元マルチ

DepthCurve，RegionSplit の 2 つの Z-touch のアプリケー

タッチの指先の姿勢検出精度が向上すれば，検出された指

ションを開発した．DepthCurve は指先の姿勢によってベ

先の 3 次元姿勢の類似度から手の位置と姿勢を検出し，検

ジェ曲線のハンドルの座標を操作し，曲線編集を行うアプ

出された手の位置を基にさらにユーザの位置を推定するこ

リケーションである．RegionSplit は検出された指先の姿

とが可能になる（図 18）
．ユーザの操作位置を検出するこ

勢を基にユーザの位置を推定し，操作領域を自動的に設定

とができれば，ユーザを識別しメニューを変化させること

するアプリケーションである．そして最後に，Z-touch で

などが考えられる（図 19）．RegionSplit では指先の姿勢

開発されたアプケーションから指先姿勢を用いたインタラ

より推定されるユーザの位置に応じて，操作領域を分割し

クションを利用する 3 次元マルチタッチのアプリケーショ

コンテンツ表示を変化させた．これを発展させれば，図 19

ンの展開について述べた．

のようなマウスの右クリックメニューのような “同じ手の

2 本の指先がディスプレイに触れたときに表示されるサブ
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