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単眼カメラ入力によるヒトのジェスチャ追跡
～人体モデルを用いた３次元ジェスチャ復元～
我如古博之．山城毅…渡久地實*＊
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Abstract

ManymethodsfbrtrackingofThree-Dimensiona1humangestureshavebeenproposedbyusingmulti‐
viewscheme・However,atthepresentstatethesemethodsh郷ｅｂｅｅｎｖｅｒｙｆｍｆｒｏｍｔｈｅｓｔａｇｅｏｆｐｒａ仁tical
applicationduetoitshigh-cost，ThispaperdescribesanewmethodofThree-Dimensionalhuman
gesturefiPomimagesequencetakenwithOcellamPCCDcamera・Thistrackingsystemiscomposedbased
onstatisticalinfbrenceandThree-Dimensionalhumanmodel,amdtheOccIusionproblemissolvedby

bottom-upandtop-dowmapproaCh８．WedemonstaraLedthetrackingSystemofhumangestures．
KeyWOrds：Itacking,OpticalFlow,Bay巳s，theorem,Occlusion,ＣＣＤｃａｍｅｒａ

1．まえがき

コンピュータの応用領域は,数値計算や人工知能から音

声や画像などのマルチメディア情報の処理へ様々な分野に

拡大しつつあり，脱工業社会促進を目的とした３次産業用
ロボット業界にも及んできている．特に,高齢化社会に伴
い,医療機関・福祉分野のリハビリテーション用ロボット
の重要性が指摘されはじめ,今後多いに活躍が期待される
[11121．
自律ロボット実現のためには,ヒューマンインターフェー
スにおけるヒトのジェスチャ追跡・認識の要求が多いヒ

トのジェスチャ追跡を実現するには,被験者の位置,姿勢，

動作に関する身振り情報が反映させることが重要であり，

ターフェース機器を用いて視覚や聴覚,触覚などの人間が
知覚できる情報として再現する技術であり，現在のマルチ

メディア社会で最も注目される技術として今後さらなる飛

躍が期待される．しかし,非剛体でかつ柔軟な動作をする

ヒトの身振り情報を認識する技術は,汎用性に乏しい取り
込み環境や不自然なシーン拘束を考慮した環境下で実現

されているものの,未だ確固たる解析は成されてないこ
れらは,大型汎用機やミニコンを中心とした予算の豊富な
研究機関に限られ,一般家庭や公共施設に普及させるには，
高コスト・設置スペース等など様々な問題が挙げられ実用
化には至っていない

これまでのヒトのジェスチャ追跡手法として,主にマッ

チング手法がある[9],[10）この手法では,ヒトのジェス
チャは複雑なため,標準パターンとしての身振り情報量が

従来,これらの情報はデータグロープや特殊デバイス等の
装着型身振りインターフェースにより獲得されてきた[31,

膨大となり，かつ辞書に存在しない未知パターンが入力さ
れた場合,認識不可能となる．また不特定多数のヒトのジェ

負担をかけずに身振り情報を獲得することは困難であり，
それらシステムを不特定多数の被験者が利用することは

できない又,装着物自体の購入コストや衛生面での問題

本研究では,より自然な取り込み環境と低コスト.少な
いシーン拘束条件を重視し,従来,多注視点取り込み環境
でのみ実現した奥行き認識を,固定単眼カメラで撮影され

コンピュータビジョンとコンピュータグラフィックスの両

跡システムを提案する．

面から外観することにより，ヒトのジェスチャ追跡を実現
する研究がさかんに行われている[61,[7Ｍ8ＩＶＲ環境と
は,コンピュータ内に構築された仮想的な空間を各種イン

元人体モデル『HumanBasedModeUと統計を行い,ボ

[41,(5).装着型身振りインターフェースの場合,被験者に

も生ずる．そこで,ＶＲ(Vert秘aJReOljty)環境において，
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スチャに十分対処することは困難である．

た時系列画像中にＶＲ環境を形成した新しいジェスチヤ追

本手法は,一般的なジェスチャに適応させるために,３次

トムアップ的処理とオクルージョン(自己隠蔽)発生時に
は，トップダウン的処理を併用させることで，よりロバス
トなジェスチャ追跡を実現させた．なお,３次元ＣＧモデ

ルによりジェスチャ復元を行う．

なお,将来的には，ヒトのジェスチャを真似するロボッ

トの操作を想定している．これより，リハビリ治療効果と
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同時に心理的な弊害を軽減させるアミューズメント的パ

rightann

フォーマンス要素を兼ね備えた,アミューズメントロボッ

HMP(1,t）
（head）

13

トとして活用できる．

２．３次元人体モデル『HumanBasedModel』
画像中のヒトのジェスチャ追跡を実現するために,３次
元人体モデル『HumanBasedModel；ＨＢＭ」を生成する

lefinrm
HMPm.１
(6,t）

(7,t）

HＭＰＣ,t）

（mmk）

(Fig.１)．ＨＢＭは,頭部,胴部,上腕部,下腕部から成り
立っており，各体節は３次元要素の多面体(ソリッドモデ
ル)で構成される．又,ジェスチャ部位に相当する肩,肘，

ＨＭＰＧ,t）

掌にそれぞれ３自由度を設けているため,２次元平面上で

ＨＭＰ(8,0

ご蔓Hih旦益iiiR皇

３次元情報を繊細に表現することができる．

唾⑳亟竝;￣ぶゆ廼些②
Fig.２．PointsoftheHumanModel＆Partofits

３．時間差分画像法
画像内におけるヒトのジェスチャ領域を検出する方法と

して,画像内の動領域を検出する代表的な手法である時間

差分画像法を用いる[11]､時間差分画像法とは,フレーム
間の差分を検出することにより，画像中の静止領域(主に
背景領域)と動領域を分割する手法である.式(1)に時間
差分画像法による動領域判別式を示す．

Dいり,t）
Fig.１．３－DimensionalHumanModeI：ＨＢＭ

２．１ＨＢＭの初期フレーム照合

ヒトは,個人によって体型が異なり，汎用性のあるヒト
のジェスチャ追跡を実現するのに，ヒトの正確なモデルを
一意的に決定することは困難であるが,オフライン処理の

特性を活かすことにより比較的容易にこの問題を解決する
ことができる．対処法として,初期フレーム画像内のヒト
の各関節点の初期位置をマウスマーキングにより照合処理

を施す.マウスマーキングの利点は，ヒトの体型に依存す
ることがなく，又，ヒトに特別な姿勢を要求せず,常に安
定した初期体節点位置を決定することができる．なお，ヒ
トのジェスチャは自由度が高く，完全な動き情報を得るこ

とは困難であるが,時間軸方向に滑らかに変化するものと
仮定すると,複雑な関節物体は単純な関節物体と見倣すこ
とができる．このため,予め正確な人体の関節位置を把握

することで,正確な体節線分を検出することが容易となり，

後に述べる体節点決定法・自己隠蔽対策・平面ジェスチャ
認識・奥行きジェスチャ認識の際に重要な前処理となる．

Fig.２に体節点位置(HjlfP(jV０，t)｝と体節点探索領域
(HAIPA(jV０，t)｝を示す．ここで,ＮＣは,人体モデルを
カテゴリ(NC＝頭部,胴部,左肩,左肘,左掌,右肩,右肘,右
掌)別に数値化(NC＝1～8)したものである．

D仇y,t）

△F(ｗ）

ＩＦ(第》ＦＭ_,)，

(鵲:i;Ｍ鯏鬘…

(1)

ここで,ｚ,ｙは２次元空間座標,ｔは時間座標,Ｄ(z,9,t）
を動領域,Ｆいり,t)を入力画像である．式(1)において，

D(野,y,#)がある閾値Thより大きければ,動領域と判定し，
閾値Ｔｈは一定値とする．

時間差分画像法により各領域の輝度変化特性から動領
域を検出することができる．

４．Optica1F1owの検出(一般化勾配法）
Optica｣Flowとは,画像中の被写体内における各点(z,U）

の動きの方向と速度量をベクトル化したものである．画

像中の動領域を検出しヒトのジェスチャを追跡するため，
本手法では,時間差分画像法による検出された動領域内の

OpticalFlowを検出する．これより，画像中に存在する動
領域のみOpticalFlow演算処理されるので,１フレームあ
たりの処理速度が高速となり，さらに動領域内の運動特性
を認識することができる．これまで,OpticalFIow検出法
が多々提案されているが,比較的計算量が少なく実時間処
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理に適した時空間フィルタリングに基づいた一般化勾配法

[121によりOptica』ＦＩｏｗの検出を行う．

ここで,ヮ１，Ｃ２(Ｄ,＞び2)は分散を示す.なお,フィルタ

サイズは,動きが大きければそれに応じて大きくする必要
があるため,本システムでは,動きに対し可変するように

４．１時空間フィルタリング法

入力画像Ｆ(z,U,t)に対し時空間フィルタを適応するこ
とで画像の強調(Enhancement)を行う．
まず,時間軸方向に対し微分可能性を保証するため,入
力画像Ｆ(ｚ,肌ｫ）にスムージングフィルタをかける（ス
ムージング効果).スムージングフィルタ処理後の画像を
TF(２Ｗ,t)とすると,ＴＦ(z,9,t)は以下の漸化式(2)で求
まる．

TF(露,U,t）

4９

α＊Ｆ(駆刈,t)＋(１－α)＊ＴＦ(釘,y,t－１）
（２）

設定を行う．実時間処理を考慮するため,フイルタサイズ
範囲は,３～２５とする．

式(5)より,Optica1Flow拘束式(6)が得られる．

[|鯛:(:ｵ:|:11$|:鯛Ｈ|:#:}'１

（６）

(＊：畳み込み積分,添字：偏微分）

拘束式(6)により,OpticalFlow成分{(ｕ(ｪ,y),u(ｚ,y)｝

が式(7)のように検出される．

ここで,α(0.8～0.9)はスムージング定数である．

画像中のある着目点(Z,9,t)の時刻ｔの輝度をＦ(x,y,t）
とし,その着目点(ｚ,U)が時刻t+dtにそれぞれ(dx,｡y）

翅仇9,#）

(ｈ＊Ｆｈ(，＊Ｆ)ｆ－(9＊Ｐｂ(ｈ＊Ｆｈ
(9＊Ｆ)露(ん*Ｆルー(，＊Ｆｈ(ん*Ｆｈ

F仏y,t）＝Ｆ("＋dｴ,y十.J,ｵ＋(ｉｔ）（３）

ひ(z,y,t）

(，＊ＦＬ(ｈ＊Ｆ)ｔ－(h＊Ｐ上(9＊Ｆル
(9＊Ｆﾙ(ｈ＊Ｆルー(，＊Ｆ〃(ｈ＊Ｆｈ

に移動し,輝度変化がないと仮定すると、勾配法の拘束式
(3)が成立する．

(7)

式(3)をテーラ展開し,｡x,dybdtの２次以上の項は微小
であるため切捨てる．両辺をｄｔで割り，。t→Ｏとすると，
式(4)が成立する．
5．ヒトのジエスチヤ追跡システム

唖(､,y,ｵ)＊勉＋１Ｗ，,y,t形⑪＋Ｂ(⑳,y,t）＝ｏ
（４）

ここで,ｕはｘ方向の速度成分,ｖはｙ方向の速度成分，

添字は偏微分を示す.式(4)は,２つの未知数(u,v)を含む
ため解くことは不可能であるが,２種の異なった空間フィ

ルタをかけ,２枚の画像を生成することで式(4)を解く．こ
こで用いる空間フィルタは以下の条件を満たすフィルタと
する．

１．勾配法での画像の微分可能性を保証する連続性．
２．勾配法のテーラ展開で高次項切り捨て処置による高
次項の影響の抑制．
３．２つの拘束式が独立．

条件(1),(2)を満たすためには,フィルタにスムージング
効果があればよいまた,条件(3)を満たすためには,フィ

ルタに方向寄与効果があればよい.以上により空間フィル

タは式(5)に示すような特徴をもつフィルタとなる．

ｈ(野,v）

１１

，いり）

一般にヒトのジェスチャは，不規則な動きを示すため，

様々なジェスチャが観測される.その様々なジェスチャ間
の関係の中には自明な関係から未知の関係が存在してい

る.そこで,過去のジェスチャ情報をもとに,現(時刻t)フ
レームにおけるジェスチャを予測する．

本手法では,単眼カメラ取り込み画像に対し,統計推論

に基づきジェスチャ予測領域の検出を行う．この予測領域

内において,体節点決定法により最も体節点に相応しい点

を決定し,逐次ジェスチヤ追跡を実現する．また,ボトム
アップ的処理とトップダウン的処理を併用することで,オ
クルージョン(自己隠蔽)問題を解消する．
５．１統計推論に基づくジエスチヤ追跡の原理

統計推論に基づくヒトのジェスチャ追跡の原理として,１

ドットに着目した場合の追跡処理手順について示す.直前

フレームのある点(Ｍｔ－１)のみで現フレームの点(2Ｗ,t）

への移動が一意に決定できないので,過去フレーム情報と
して３フレーム分を利用する．まず,１ドットの動き情報

会[歳郵(-$((告ｗｗ))］

ｘ方向に分散が大きくかつ微分された
gaussianfilter

は,各フレーム毎に２次モーメント｛u(z,9,t),Uいり,t)｝

としたOpticalF1owが得られているため,ｚ,ｙ方向に対す

る３フレーム分の平均値ならび分散値から現フレームの

烏[赤…(-;((蓋)'十(黄)蟄))｜
ｙ方向に分散が大きくかつ微分された

動きを推定することができる．これより，直前フレームの

gaussiamIilter

的な追跡処理を行う．

（５）

点(Ｍｔ－１)が現フレームの("ｗ,ｔ)に移動する可能性の

ある領域を確率的に求め,統計推論に基づきボトムアップ
Fig.３に１ドットによる追跡処理までの流れを示す．
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Fig.３．TTaddngSystembyone-dot

5.2ポトムアップ的処理によるジエスチヤ領域椎定法

３章，４章の処理により検出された動領域内のOp

ticalFlow分布（u(麺,J,ｔＭ(毎,y,t)）より，直前（時刻
t-1）フレームにおける運動体節領域内の点（(j,八t－
１)ｅＤ(i,ハォ)｜Ｖ(u(ｍ,y),u(",y)))が,現フレームにお

いてどの位置に移動するか,すなわち体節点推定領域の検
出を行う．

5.2.1ジエスチヤ領域の推定

まず,体節領域内において,直前フレームの点(Ｍｔ－１）
が,現フレームの点(⑳,y'2)に移動する領域上の速度分布
推定を行う．ここで,麹(y)方向の速度分布を平均ﾉﾑﾙﾂﾞ)，

分散｡:(｡;)となる正規分布と仮定する．

ヒトのジェスチャ追跡を行う際,探索領域を全画像とす
ると，リアルタイム処理は実現不可能である．そこで,時

間差分画像法により運動領域を限定することで探索数の削
減ができる．一般的に時間差分画像法により運動領域を検
出することが可能であるが,運動領域内の点が何に属する

のか特定することができないそこで,本手法では,運動
領域内のOpticalF1owを検出することで,各体節領域の

Fig.４．TypicalOpticaIFIow

ヒトのジェスチャは,自由度が高いため非常に複雑であ
るが,微小時間では平行運動と回転運動との融合で近似す

ることができる．以下にジェスチャ平行運動パラメータ決
定法とジェスチャ回転運動パラメータ決定法について述
べる．

5.2.2ジエスチヤ平行運動パラメータ決定法

現フレームにおけるジェスチャ運動推定領域内の点

(jVo,z,，,t）は,過去３フレーム分の運動情報からなる
運動パラメータ決定式(9)より算出する．
ジェスチャ平行運動パラメータ決定式：

E隣(jVo,t）

フレームのおける体節探索領域内の運動情報とする．各体

節点探索領域{HjfPA(JVC))内の代表フローの分布図を
Fig.４に示す．

霊(t)+;±剛…'）
．８１,十;±｡:(Ｍ-,′）
，($)+;±TFww-,'）
．８W+;±｡;(jw-,'）
ｐノー１

配:(jvo,t）

ｐノー１

本質的性質を解明する．

まず,体節点探索領域{ＨMPA(JVC)｝内におけるｚ,ｙ
方向のOpticalF１．Ｗの代表フロー(TF(Ⅳ。,t)}ならび分
散フロー{ぴ(１V・’0｝を式(8)により算出する．これをｔ

蝋

EMjV０，t）

E･;(ＮＣ,t）

ｐノー１

ｐノー１

(9)

琉球大学工学部紀要第57号，1999年

ここで,ＥＭｊＶ０，t),Ｅ似y(jV０，t)は,直前フレームのあ
る点(‘,ｊ,t－１)が,現フレームにおいて点いり,ｔ)に移動し

たと仮定したときの推定移動点,Ｅｏ:(１Ｖ０，ｔ)伽;(１V。,t）
は,現フレームにおける体節点探索領域内の推定分散を示

す.又,o8vは,各体節点探索領域に設けた固有分散値を

5１

スチヤ推定領域確率モデルＲ'{(jVo,z,y,Ｍｔ)|(ｚ,9,t)Ｅ
ＨＭＰＡ(jVo,#))は,式(11)に従うと仮定する．
Pb{(Ⅳ｡､麺,v,i,j,！)帷,v,t)EHjIfPA(Ⅳ｡,t)｝

示す．

Ｍｎｴ(Ⅳ｡）Ｍﾕｴ(Ⅳ。）

＝ＺＥ誘訶詞忘忌;T1w忌丙ァ

5.2.3ジェスチヤ回転運動パラメータ決定法

。＝Ｍｆ"(jvo)ゴーＭｄ価ＵＶＣ）

ジェスチャ回転運動の判断基準として,式(8)における

…１－;{(鶚;fA砦ﾃﾞｭ)2+(鵠制綜i;』)2}］

OpticalFlowデータ分布の散らばり度を示す分散フロー

(ロ3,び;)に着目し,体節点探索領域内の分散フローがある

（11）

閾値以上になった場合,体節点探索領域内のジェスチャは

回転運動と認識する．現フレームにおけるジェスチャ運

動推定領域内の点{鯵(ＮＣ,ｔＭ(１V０，t)｝は,アフィン変換
(AfEnetramslation)を用いた運動情報からなる運動パラ
メータ決定式(１０)より算出する．回転角度0は,体節点探

索領域内のOPhm露,ORnin間の相対角度より得られる．体

ここで，１Mｍ(IVO),Ｍｑｚ(jVO）は，体節点探索領域
(HjlIPA(jVo,t)}内の範囲を示す．
Fig.６は,式(11)から得られたヒトの右下腕体節点領域
内のジェスチャ推定領域の分布図を示したものである．

節点探索領域{HjMPA(Ｎ･))内のジェスチヤ回転運動決

EslimationArea化ｎａｍｅ）

定図をFig.５に示す．

InmADWo,醜

ジェスチャ回転運動パラメータ決定式：

nTi副nccVzullue
●

［ 銑ＭＩ::汁[鰯 訓に(小［
ＥＣ:OVO,ｵ）

＝ぴろ,,＋ぴ:(jv．,#）

Ｅ⑦;(jvo,#）

＝。;γ＋･;(Ⅳ０，ｔ）

麺(t）
v(8)

EsiimzuHonMCanValue

八

(１０）

'１〔5mtionJF

二
￣

￣

￣

￣

＝

④

陽

Ｙ

１
、

UMimjnl函Ａ田BalUamO）

ccValue

扇:{'麓。／:。…･鰯(…）
Fig.６．EstimationofMovingArea

5.2.5ジエスチヤ加速・減速対処法

ヒトの一連のジェスチャが,時間軸方向に対し常に等速

運動をすると仮定すると,推定移動点を容易に求められる．

しかし,一般的なジェスチャにおいて等速運動条件を常に

満たすのは至難の技でありかつ不自然である．そこで,速
度変動に伴い自動可変サンプリング間隔を付加する．前後
フレーム間において対応した体節点探索領域内の代表フ
Fig.５．ＪｕｄｇｍｅｎｔｏｆＲｏｔａｉｏｎｇｅｓｔｕｒｅ

ローの大小比較を行い,サンプリング間隔を可変する．

式(12)に加速・減速判定式を示す．

(｡,j,t－１)が,現フレームで点いり,ｔ)に移動するジェ

（

↑

パラメータより確率分布を考慮すると，直前フレームの点

SQmplmg(ＮＣ,t）

？

以上のジェスチャ運動パラメータ決定法から得られた

４邨一⑥凸

5.2.4ジエスチヤ推定領域確率モデル

ifTF(Nqt)ｚＴＦ(NC〃1)then
otherwise

u2）
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5.2.6事後確率(追跡領域)決定法
本手法は,入力パターンをカテゴリ別にジェスチャ追跡

を実現させるため,現フレームにおける母集団(入力未知
パターン:Optica1Flow)が検出される以前の母数に対す
る知識を事前確率分布として表す．それより，データが

得られた後の知識の変化をベイズの定理より事後確率分

布Ｂ{(１V。,z,y,t)EZWPA(JVC,t)|V(工,y,ｔ)）を検出し，
確率の高い点をクラス別に追跡する(追跡領域）式(13）
にベイズの定理に基づく事後確率決定式を示す．

Pj{(Ⅳ｡,nＷ,t)ＥＨＭＰＡ(Ⅳ｡,t)）
Ｍロェ(jV｡）」Ｗ士(１V｡）

＝Ｚ工乃((ｊｖ｡｡…-1)EmvPA(jvo､`)）
。＝Ｍｄ価(Ⅳ｡)j＝Ｍｉ加(Ⅳ｡）

ｘPb{(Ⅳ｡,ｴ,V,i,j,t)|(ｑＷ,t)ＥＨＭＰＡ(/Vo,t)｝
（17）

5.2.81{(｣Vo,ｑＷ,t)ＥJWPA(Ⅳ｡,t)|V(毎Ｗ,t)}の導出過程
現フレームにおけるジェスチャ推定領域内のフローベク

Pb((〃・'1Ｗ,t)ＥＨ皿PA(ＮＣ,t)１Ｖ(垂,ｼ､t)｝

(13）

ここで,l{(１V。,z,y,#)EZWPA(ＮＣ,t)|ｖ(ｚ,D,t))は，
現フレームにおける体節点探索領域（ＨMPA(１V０，t)｝
内の推定Optica1FIow(ＥＶＥ｛u(鯵,ｼ,t),びぃy,t)})の

生起分布を正規分布と仮定した場合の条件付き確率，
P((jVo,z,y,ｔ）ＥＨＭＰＡ(１V。,t)｝は，現フレームにお

ける体節点探索領域内の事前確率,Ｐ(V(１V。,趣,y,t))は，
(ＮＣ,z､v,t)ＥｍｌＩＰＡ(JVC,t)に関する全確率(cOnstant）
を示す.よって,各成分は以下の式(14),(15),(16)で表せる．

トルの推定値ならび推定分散値[131をもつ正規分布とし
て,尤度【((Ⅳ０，亟,y,t)ＥＨＭＰＡ(jV０，ｔ)1V(垂,y,t)｝を導
出する.ここで,ｚ方向のフローベクトル(秘(､,y,t)）とｙ
方向のフローベクトル(UOw,t)}は,明らかに独立である
ので,尤度！((jVo,z,y,t)EHjMPA(jV０，t)|V(z,ｙ,t)}は，
l((ＮＣ,麺,9,t)ＥＨＭＰＡ(jVo,[)1V(蓮,V,t)）
＝Ｌ{江(ｪ,V1t)|(韮,W,t)ＥＨＭＰＡ(ＮＣ,！)｝
ｘＬ{びぃV,t)鵬Ｗ)ＥＨ肱PA(Ⅳ｡,t)｝

となる.すなわち,式(18)になる．
l((Ⅳ｡,z,Ｗ)ＥＨＭＰＡ(jVo1t)１V(ｚＷ,！)｝

＝ⅡＬ(画v(…)'(…)EHMPA(〃･10｝

l{(jVo,勿,Ｗ)EHMPAlV(垂,p,t)｝

ＥＶＥｕいぴ,o脾(=,ｿ,l）

＝ⅡＬ{回v(…)'(…)e"MPA(Ⅳ｡,`)）

（18）

ＥｖＥｕい,ﾂﾞ,T”(ｴ,v,f）

（14）

５．３事後確率(追跡領域)内の体節点候補領域抽出
Fig.７は,フレーム間におけるヒトの右下腕部の事前確

P((jVo,韮,v,！)ＥＨＭＰＡ(ＮＣ,t)）
＝Ｐｊ((ＮＣ,錘,y,t)ＥＨ皿PA(Ⅳ｡,t)）（15）

率分布と事後確率(追跡領域)分布の様子を示す.
これより，事後確率(追跡領域)分布のある閾値を体節
点候補領域(Ｂ70%領域)とした受容領域とし,それ以外の
閾値はすべて棄却領域とする．

Pt((NOエヅ,L)ＥＨＭＰＡ(N０，t)1Ｖ(ｘＪ,t)Ｉ

P{WVo,Z,W,t)｝

Ｚ!((｣v…,`)EjwPA'叱翻､`)）

ｘＰ((Ⅳ｡,麺,y,t)ＥＨＭＰＡ(Ⅳ｡,t)）（16）

5.2.7月{(１V。,鯵,y,t)ＥＨＭＰＡ(jVo,t)}の導出過程

まず,直前フレームの点(Ｍオー1)が,現フレームの点
(Z,U,t)に移動する生起確率２９{(jVo,z,y,Ｍｔ)帷,y,t)Ｅ
Ｈ〃pA(Ⅳ０，t)｝を正規分布と仮定し求める(5.1.4参照
)．この生起確率Ｐより現フレームの点(､,9,t)がカテ
ゴリ（Ⅳ０，t)に属する確率を事前確率Ｂｉ{(jVo,鰺,y,t)E

HjlIPA(ＮＣ,t)｝として導出する．直前フレームの体節点
探索領域を推定位置に移動させ,その領域から画像上での

距離が遠くなるほど確率は線形的に小さくなるように事前

確率は与えられる.式(17)に事前確率の導出式を示す。

鷲
－:……↑:｡P…L…に21…’
･･･ＤＤ０８ｔ－｣ｆＬａｎｅ

Ｆｉｇ．７．IYackingofHumanGesture
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５．４体節点決定法(HMPdeｵect…）
体節点候補領域(Pt70%領域)から,以下に示す体節点決
定処理により体節点ＥＭＰ(jVo,t)の決定を行う．
5.4.1体節点決定処理手順

1体節点候補領域内の重心点を求める(｡(jVo,z,9,t))．

２．体節点候補領域を重心を中心に４分割(Ａ７ｅｑ:Ａ＝１
～4)する{TA(１V０，Ａ,2Ｗ)}、

３．各領域内の重心と体節点候補領域(TA(JVC,Ａ,z,y)）
とのユークリッド距離(EuclideqnDjStq几Ce)を,式
（19)より求め,各領域内で最長となる点(計４点)を
選択する(ED(jVo,Ａ’2Ｗ)}．

5３

ず存在し,抽出できなかった体節点に関してもその推定位
置近傍にOpticalFlowが存在する場合,推定位置から最
近点となる点を体節点と決定する．

5.5.1体節点の推定処理手順

オクルージョンにより，体節点が抽出できない場合,そ
の体節点についてＨＢＭを用いた幾何学的拘束と直前フ

レームまでのジェスチャ追跡により，体節点推定を行う．

Fig.９にオクルージョンの生じた場合の体節点推定手|煩

を示す．

E､(Ⅳ０，Ａ,z,J）

＝ＭＧｚ{ＩＩＴＡ(Ｎ０，Ａ,鯵,y)－６(jVoz,y,t)||）
（19）

４.ＥＤ(JVM,z'9)(Ａ＝１～4)内で現体節線分と対応

０
」Ｌ
、／

Step:１

tcp2

した前体節線分とのユークリッド距離が最小となる

点を現フレームの体節点と決定する{ＨⅢP(jVo,ピル
Fig.８に現フレームにおける右肘点{HjMP(7,ｵ)}およ
び右掌点{Hjl`P(8,t)}の決定の様子を示す．

Step:４
Step:５
十:OcclusionA1℃ａ
■：Ｇ(NC,x,y’0
Fig.９．ＨＭＰ(NC,t)DetectionftomOclusionArea

三Jlil二111;E=－坪
Ａ”DＢ

１A…４

1.過去フレームまでのジェスチャ追跡法(ボトムアップ
的処理)で体節点位置候補の推定(Step:1)．

2．直前フレームからの運動情報より一定範囲を体節点

候補領域とする(Step:2)．

3.ＨＢＭによる拘束条件を満たす領域を体節点可動領

域とする(Step:3)．
4.1,2,3の条件を満たす領域を走査し,その領域にＯｐ‐

ticalFlowが存在する場合,体節点位置候補と最も近

い点を体節点と決定(Step:4)．

5．OpticalF1owが存在しない場合,1,2,3を満たす領域

の重心点Ｇ(』V0,,,9Ｍ)を体節点と決定(Step:5)．

６．１～５のＳｔｅｐで体節点が１の推定位置を体節点と決
定(Step:1)．
Fig.８．HMPdetection(caseofPalmpoint＆elbowpoint）

５．５トップダウン的処理によるオクルージョン(自己隠
蔽)対処法
オクルージョン(自己隠蔽)が生じた場合,ボトムアップ

的処理による体節点決定法の信頼性は低下する．しかし，
トップダウン的処理を適応すれば,大まかな体節点は推定
できる．また,その推定点近傍にOpticalFlowの候補が必

6．単眼カメラによる３次元ジエスチヤ認識手法

単眼カメラによる３次元ジェスチヤ認識手法を実現する

ために,平面(２次元)座標系から空間(３次元)座標系を形

成する．単眼カメラによる取り込み情報は,２次元であり，

２次元情報から３次元情報を得るには,仮想的に奥行き軸
方向成分を設ける必要がある．そこで,カメラ視点に対す

る直交座標系(z軸)を平面座標系に与え,空間座標系を形

成する．これより，平面ジェスチャと奥行きジェスチャを

5４我如古・山城・渡久地：単眼カメラ入力によるヒトのジェスチャ追跡～人体モデルを用いた３次元ジェスチャ復元～

融合し,３次元ジェスチヤ認識を行い,ＨＢＭに認識データ
を送り，display上でジェスチャ復元を行う．
Fig.１０に本システムの設定空間座標系を示す．

と掌点座標(ＰＱｌｍＰｏｍｔ)とのなす角02で表現できる．こ
の認識パラメータ(8,,02)は,３次元人体モデルにおいて

対応した体節点をＺ軸方向に回転するパラメータとなる．

これより，平面ジェスチャ認識を行う．なお,Ｚ軸方向は反

時計周りを＋とする．

ｎｌＰｎｌＴ

Ｃ

ハ

Ｘ

nIIⅡＥ

■［

（ＨＭＰ(7,t)）
Fig.１０．３－DimemsionalCoordimatesSystem

Fig.１１にＨＢＭの設定ローカル空間座標系を示す．
なお,初期フレーム照合の際に,被験者の初期体節線分

Fig.１２．REcognitionofP1aneGesture

6.2奥行きジエスチヤ認識法(Fig.13）

{右上腕：Ｌ(1,0),右下腕：Ｌ(2,0),左上腕：Ｌ(3,0),左下
腕:Ｌ(4,0)}検出を行い,奥行きジエスチヤ認識の体節線

Ｙ

分情報に利用する．

Ｚ

に嗜茎

Ｘ

￣

心

UpperAngle

Z

Fig､１１．LocaISpaceCoordinatesSystemHBM

=鑿=零
四

鋼

Fig.１３．RecogiLiomofDepthGestu唾(Ver.'）

６．１平面ジエスチヤ認識法(Fig.12）
一般にヒトが一連のジェスチャを行う際,肩位置はさほ
ど大きな変化を示さないため,本手法では,肩点をローカ
ル座標系の原点とする.すなわち,平面ジェスチャは,肩位

置を中心とした回転運動と近似することができる．すると，
平面ジェスチャ認識パラメータは,ジェスチャ追跡システ

ムより得られた現フレームの体節点{Ｈ皿P(jVo,t)}の相

対位置関係より得られる．ここで,上腕部のジェスチャは，

肩点座標(ShoMerPomｵ)と肘点座標(ElbomPoj伽t)との
なす角0,,下腕部のジェスチャは,肘点座標(EﾙomPoj"t）

まず，方向寄与度を求めるために，フレームの体節点

{ＨＭＰ(JVC,z,y,t)）と対応した直前フレームの体節点
(ＨＭＰ(１V。,z,y,t－１))間のベクトルを求め，垂，W方向の
ベクトル成分間の比較を行い,長いベクトル成分に属した
軸方向(z,ｙ軸方向いずれか)に対し回転優先権を与える
ことで,奥行きジェスチャにおける回転軸方向を決定する

ことができる.これを⑩(N､t)とする．なお,ベクトル成分
が等しい場合(45゜)のみ,両(Ｘ,Ｙ)軸方向に回転させる

Fig.１４に回転軸方向優先権を与える￣例を示す.
Fig．
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ＨＭＰ(Ⅳ｡,工剣ｸﾞｳﾚﾕ）

辱亟（Ｌｘ
ＨＭＰ(ＮＣ,里y,t）
caBeofPrioritJOr）

5５

7．シミュレーション実験

７．１取り込み環境

本手法の有効性を検証するため,動画像処理装置として
Gateu'`WG6/GP6Serjes(G6-400,4001fHz,128〃B)，

撮影装置としてso”Ｈ(mdycom(CCD-TR3)の各１台
を用いた．

撮影された動画像系列を１フレーム（フレームレー
ト＝１/30[secD毎にjlIPEG/ＴＶチューナボード経由

で動画像処理装置に取り込み，専用動画像再生ファイル

Ｙ

(AVI(AudjoVMeoI"te『IeaUe)Fjle)に保存する.撮影装

置からの出力画像をＡ－Ｄ変換して得られる画像サイズは，
257＊177,1画素２５６階調のＲＧＢカラー画像である．
７．２拘束条件
本手法の取り込みジェスチャの拘束条件を以下に示す．
１．画像中の被験者は１人とする．
SideAngle
Fig.１４．TheaxisofRctaionPriority．

次に,式(20)より,体節点決定法(5.4参照)によって抽

出された現フレームの体節線分右上腕,右下腕,左上腕,左

下腕{L(Ⅳ,t)：(ｊＶ＝１～4)｝と対応した初期体節線分と
のスケーリング(正規化)を行う．これより,体節線分の変

化量を抽出する．

２．一連のジェスチャは,時間軸方向に対し比較的滑らか
とする．

３.初期状態において,被験者の各体節線分を忠実に検
出するため，初期フレーム内の各体節部は,カメラ視
点に対し垂直とし,これを初期体節線分とする．
４．ヒトのジェスチャにおいて,負の方向に体するジェス
チャは不自然であるため,一連のジェスチャは,初期
状態から負の方向に対しては行わないものとする．

以上の拘束条件を付加し,シミュレーション実験を行った．
７．３シミュレーション実験

LSC･比(１V,t）

L(１V,t）
L1(JVD）

(１V＝1～4）（20）

スケーリング後の体節線分{LscaJe(Ⅳ,ｔ)(jV＝1～4)｝
に対し式(21)により，‘（ラジアン)変換を施し,各方向
zz(い)に回転する移動パラメータ｛1Ｍ秒,塗)}を求める.
Fig.15に⑪(ラジアン)変換グラフを示す．

実験は室内で行い,画像中では,被験者以外の移動物体
はないものとする．カメラの視野は被験者のジェスチヤが，
適切に入るように設定した．また,照明は室内の天井に設
置されている蛍光灯のみを用いた．

Fig.１６に,被験者が両腕を頭上で。(ＯＫサイン)の意

志表示のジェスチャを行った際の本手法により検出された

OpticalFlow出力結果を示す.(A)はあるフレームの入力
画像,(B)はその入力画像に対するOptica』FIow検出結果
を示す．

の

ｊｊ・

蝋較針や

濾蝉驚〆、

Out）
（N=I～勺

Fig.１５．RadianTYansrationgraph

妙(１V,t）＝器…(-;(f淵)，｝（２１）
認識パラメータ{(妙(jV,t)}は,３次元人体モデルにおい
て対応した体節点をＹ(ｘ)軸方向に回転するパラメータ

となり，これにより，奥行きジェスチャ認識を行う．なお，
ｘ,Ｙ軸方向は反時計周りを＋とする．

(A).OIiginalImage

(B).Opticalmow

Ｆｉｇ．１６．ResultofOpticaIFIowextractio、
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[ｎａｍｅ＝５】

[flame＝３］

[flame＝８］

[flame＝６］

【name＝１１］

[name＝９】

[name＝１４］

[ｎａｍｅ＝１２］

［flame＝１７］

(Ａ).TrackingResult

［flame＝１５］
(B).ＨＢＭ

Fig.１７．ExperimentaIR“ultaYbdRcconstructiomofhumallges‐
ｔＵｒｅｂｙＨｕｍａｎＢａｓｅｄＭｏｄｅＩ

本手法をヒトの一般的なジェスチャ(バイバイ,ＯＫサイ
ン等)について検証したが,以下のジェスチャについても

実験を試みた．

(Ａ).TraCkingResult

(Ｂ).ＨＢＭ

Fig.１８．ExperimentaIREsultandReconstructionofhumanges‐
ｔｕｒｅｂｙＨＢＭ(casewithOclIusion）

8．むすび
リハビリ用アミューズメントロボット開発の試みとし

て,動画像中のヒトのジェスチャを統計推論に基づく，ボ

トムアップ的処理とトップダウン的処理を併用することで

リハビリ用アミューズメントロボット開発において,心
理的安楽を与えるヒトのジェスチャとして,第一に踊りが挙
げられる．そこで,沖縄の祝いの座で踊られているカチャー

逐次追跡を行った．また,３次元人体モデルにより奥行き
ジェスチャ情報を認識することで,単眼カメラ取り込みに

Fig.１７において,３フレーム毎のシミュレーション結果

の伝統祝い踊りであるカチヤーシーについてシミュレー

シー(女踊り)のジェスチャについて追跡実験を行った．

を示す.（A)は入力画像中のヒトのジェスチャにおいて，
○は頭点,胴点,肩点,●は掌点,■は肘点の追跡結果を示
し,(B)は,追跡結果をＣＧアニメーションで描いたＨＢＭ

によるジェスチャ復元結果を示す.(B)におけるＨＢＭは，

入力画像中のヒトのカチャーシーをほぼリアルタイムでか
つ忠実なジェスチャを復元していることがわかる．

Fig.１８は,ジェスチヤにオクルージョンが発生した場合

のシミュレーション結果を示す.[name=6}において,掌
点により肩点が隠蔽をした場合でも,次フレーム以降にお
いて追跡を再開していることがわかる．

よるヒトの３次元ジェスチャ追跡システムを提案した．

本システムを用いて,バイバイ，ＯＫサインの他に沖縄

ション実験を行い,その有効性を示した．また,衣服や背

景に依存することなくヒトのジェスチャ追跡を実現できる
ことを確認した．

本手法は，専用ハードウェアなしでもオフラインリ

アルタイム処理（１フレーム当たりの処理速度=平均
0.34[sec/nameDによるジェスチャ追跡処理が可能であり，
実時間ベースでジェスチャ復元を実現することができた．

また,拘束条件を満たせば,低コストにより家庭用コン

ピュータで本手法を実現することができる．

今後の課題としては,３次元人体モデルの初期フレーム
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照合の自動化が挙げられる．体型が既知である場合は，自
動化が行えるが,不特定多数の場合,自動化が行えない．自
動化の方法として,複数のフレームにおいて３次元人体モ

１４］RErenshteyn,PLaskov,R・Fbulds,L・Messing,andGSte｢n：

節線分を取得することが挙げられる．しかし，この方法で

（D-II)Vbl・J81-D-IINo101p.p､2385-2493(1998)．
l61VJPavIovic,RSharma,andＴ・Ｓ・Hualmg：
‘`Visualinterpretaionofhandgesturesfbrhuman･computerin-

デルと追跡対象者を照合しその結果から各体節点ならび体

は,手間がかかるうえ精度にも問題が生じると思われる．
また,運動パラメータとして検出するOpticalFIowは，

平面上の見かけの速度場を示すため,カメラ視点軸と平行

なジェスチャを行う際,OpticalFIow検出ができなくなる．
その結果,単眼カメラによる奥行きジェスチャ認識が不可
能となり，追跡ができなくなる．
以上の問題点について今後検討し，より複雑なジェス
チヤにも対処可能な高精度３次元人体モデルの導入につ
いても検討を加える予定である．
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