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Abstract: In this paper we propose a method of estimating finger position and pose for gesture-based interaction. In order to
realize non-contact, natural hand/finger gesture interfaces in simple implementation, the system needs to continuously estimate
the states of a fast-moving finger by using only a single camera. In this paper, we propose a tracking method based on a
finger deformation model for estimating translational and rotational movements and the degree of finger bending. This method
achieves calculation at 256 fps and allows intuitive operation by using the estimated 3D pose of a bent finger.

1 緒言

近年，自然で簡便な操作を達成できる方法として，身体動
作により機器を直接操作するユーザーインタフェース (UI)
が盛んに開発されている. 中でも手指の姿勢・動きを用いた
UI に対する期待は高く，特にユーザビリティや実装の簡便
さを理由に単眼のカメラを用いた画像ベースの推定手法が
数多く検討されている [2].
特に，小型機器とのインタラクションへの応用に主眼を置
き，必要な推定精度・処理速度を達成したシステムが実際に
構築されている [6]. このシステムでは，機器の前面にかざ
した一本の指先を用いた操作を想定しており，各ユーザー
の指画像をテンプレートとしてマッチングを行い，様々な
環境，個人に対しても必要な精度での位置推定を行ってい
る. また，動画像の連続性を利用することで高速な処理速度
を達成している.
本研究ではこのような操作を発展させるために，各関節
の運動による指の位置をロバストに捉えるとともに，指の
屈曲状態を連続量として推定することを目的とする.
そこで，奥行き方向の物体の変化に対応できないという
テンプレートマッチングの制約を軽減し，指の屈曲による
画像の変形を許容した推定を可能とすることを目的に，変
形モデルを用いたトラッキング手法を提案する. 本手法で
は指変形モデルとして，Cootesらにより提案された Active
Appearance Model(AAM)[1]を導入する. AAM では予め指
の姿勢の変化と画像の変化の相関を学習したモデルを作成
しておき，使用時には，撮像された画像において，モデルパ
ラメータをユーザーに合わせて更新することで指先トラッ
キングを行う. さらに，ここから得たモデルパラメータから
位置推定ならびに指の屈曲状態を推定することを提案する.
屈曲状態は，指の画像変形を表すパラメータと屈曲状態の
相関を予め回帰分析することで，モデルパラメータから推
定する．

Fig.1 Operation byusing a finger.

本手法を用いることで，高速に運動する手指の運動を機
器の操作へ対応付けることが可能となると考えられる．具
体的な入力方法として，Fig. 1のように指先の移動による
カーソル移動や座標指定，また指の屈曲状態を用いた選択
動作や物をつかむ操作を行うジェスチャインタラクション
が可能になると考えられる.

2 関連研究

ジェスチャインタラクションのための手指の位置・姿勢
推定に関しては、数多くの研究がなされている. 特に，手指
の姿勢推定に関して，3Dモデルベースと 2D見えベースの
二つの一般的なアプローチが存在している.

3Dモデルベースは，様々な手指の三次元構造モデルを画
像に投影し，入力画像と一致する姿勢パラメータを高い自
由度で推定するような手法である. Wuらの手法 [7] では，
手指の関節モデルで画像を作成し，モンテカルロ法を用い
て 15[Hz]のトラッキングを行なっている．

2D見えベースは，三次元構造モデルを介さず，画像の見
え方を直接用いてデータベースの画像を検索し，対応付けら
れた指姿勢を用いて推定する方法である. Hoshinoらの手法
[3] では，予め撮影した手指姿勢の 4,500枚の画像と，同時
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にデータグローブで計測した指関節姿勢を対応付けたデー
タベースにより，入力画像と一致するデータを検索し推定
している.
本研究ではこれらの手法に対して，2Dの画像の見え方の
モデルのみを用いて手指をトラッキングすることで位置推
定を行い，モデルパラメータから姿勢推定を行うトラッキ
ングベースの手法を提案する.
中でも，今回の指変形モデルに用いた AAM は，Cootes
らにより提案され，以来様々な拡張手法の提案，応用例が
報告されている. 特に，従来では顔や医療画像への適用が多
く，大きく見え方が変わる顔画像，様々な個人の顔画像に対
してのトラッキング例は数多いが，指画像へのトラッキン
グ，姿勢推定に応用した例は確認されていない.
さらに，高次の解釈として，Ishikawaらは得られた顔のモ
デルパラメータから，回帰分析を用いることで顔姿勢，視線
を推定している [4]. また，Matthewsらは高速な非線形最適
化手法による収束計算との組み合わせも提案しており [5]，
必要な応答速度での実時間処理が期待できる.
したがって，指のトラッキングに AAM を用いることで，
既に応用例として性質が確認されている計算時間の削減，見
えの大きな変化や個人間の変化にロバストなトラッキング，
パラメータからの姿勢推定などを達成できると考えられる.
本稿ではこの AAM による変形モデルが指画像へのトラッ
キング，姿勢推定に応用可能かどうかの初期検討を行う.

3 変形モデルによるトラッキング

提案するシステムでは，ユーザーの各指の並進位置，回
転，スケールの変化の推定，屈曲姿勢の度合いを連続的に推
定し，機器の操作に対応付けることを目的としている．
まず事前準備として，適切な教師データとなるように様々
な環境の変化，個人の変化を含んだ画像を用意し，AAM を
用いて指変形モデルを作成する．
取得した動画における各フレームの処理には，Fig. 2に示
す一連の処理を行う．

1. 前フレームの指の位置・姿勢情報を初期位置とし，反復
計算による参照画像と入力画像のフィッティング.

2. フィッティング結果のモデルにおける並進・回転・ス
ケールの情報から，正規化した指の位置を推定．

3. 変形を表すパラメータから屈曲姿勢を推定．

3.1 変形モデルの作成
まずこのシステムの事前計算である，変形モデルの作成
について説明する．本手法では AAM に基づき，教師デー
タとして特徴点を配置した画像群を用意し，各特徴点の座
標を並べたベクトルを s，これを全ての学習サンプルについ
て平均した s0 を平均形状とする．さらに，s0 からの偏差を
主成分分析して得た第 i主成分ベクトル si とすると，次式
を得る．

s = s0 +
m∑

i=1

pisi (1)
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Fig.2 Overview of the finger input system.

係数 pi は第 i主成分の重みであり，後に Fig. 4に示す形状
の平均からの主成分偏差を重み pi を変化させることで形状
の変化を表すことができる．したがって，これをベクトル
化した p = [p1 p2 · · · pm]T を形状パラメータとする．
そして次に，対象の見えを平均形状 s0 の内部の画素値と
して定義し，座標 x ∈ s0 で定義されるピクセル上の画素値
ベクトル A(x) で表す．さらに形状の変化と同様に，平均
の画素値ベクトル A0(x)と，その偏差を主成分分析して得
た第 i主成分ベクトルAi(x)を用いて，次式を得る．

A(x) = A0(x) +
l∑

i=1

λiAi(x) (2)

ここで，係数 λi は第 i主成分の重みであり，Fig. 4に示す
平均からの主成分偏差を重み λi を変化させることで見えの
変化を表すことができる．同様に，λ = [λ1 λ2 · · · λl]T を
見えパラメータとして見え方の変化を表す．以上から，統計
的に起こりやすい変形を形状パラメータ p，見えパラメー
タ λとして次元数を下げて表現する．
さらに，教師データを位置・回転方向に正規化した上でモ
デルを作成し，モデルの変形とアフィン変換を別パラメータ
として扱いフィッティングを行う．このアフィンパラメー
タを q = [k cos θ − 1 k sin θ tx ty]T と表す．k はスケー
ル，θ は回転角，(tx，ty)は並進をそれぞれ表すパラメータ
である．
3.2 変形モデルを用いたトラッキングアルゴリズム
変形モデルを用いてトラッキングを行うアルゴリズムに
ついて説明する．まずシステムにて予め設定した位置周辺
でフィッティングを行い，以降は前フレームの位置・形状か
らパラメータを更新することで，少ない計算量と誤推定の
減少が期待できる．
ここで毎フレームの収束について，Matthewらにより提
案された Inverse Compositional Image Alignment[5]を用い
て以下の評価式を ∆p, ∆q について最小化する．以下に概
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Fig.3 Exampleof the training images.

要を示す．∑
x∈s0

[I(N(W(x;p);q)) − A0(N(W(x;∆p); ∆q))]2 (3)

式 (3)において，xは形状の内部ピクセル座標，I(x)，A0(x)
は x におけるそれぞれ入力画像，モデル平均画像の画素値
ベクトル，W(x;p)，N(x;q) は，p，q を用いて x を平均
形状に写像する関数である．入力画像を平均形状 s0,モデル
平均画像を ∆p,∆qで変形させた形状において反復計算し，
λ はモデルと入力画像の誤差のを最小化するよう最後に計
算することで，予め既知の平均画素値の勾配や平均形状の
ヤコビアンを用いて非線形最適化を行い，計算量を削減さ
せている．
3.3 ジェスチャインタラクションへの応用

UI への応用として考えたとき，アフィン変換のパラメー
タ q より，変形のパラメータとは独立して指先の並進・回
転を推定することができる．
また，指の屈曲は各関節が連動した運動であり，低い次元
のパラメータで統計的に表せる可能性があると考えられる．
そこで今回は，主成分分析した形状パラメータと教師デー
タの姿勢との相関に対し線形回帰を行い，指の屈曲度合い
を表すパラメータ β ∈ [0，1](以後屈曲パラメータと呼ぶ)と
して表す．複数の画像データに対して，画像中の指形状を
表すパラメータからなるベクトル p = [p1 p2 · · · pm]T と予
めラベルを付けた屈曲パラメータ βl を用意し，回帰分析に
より回帰ベクトル r = [r1 r2 · · · rm]を得る．

4 実験

4.1 モデルデータの作成
実験として，提案した AAM による指画像の変形モデル
作成と収束精度の評価を行った．また，トラッキング手法
を動画像に適用し,指画像のトラッキングが可能なことを検
証した．

CASIO EXILIM EX-F1を使って,一人の人差し指を伸ば
した状態から屈曲させていく動画を解像度 640× 360 [pix],
フレームレート 29 [fps]で撮影し,動画開始から 50枚のフ
レーム画像を学習データとして用いた．これらの画像群に
対し Fig. 3に示すように,指の輪郭上に特徴点 31点を手動
で配置し，これを教師データ，または収束の真値とした．ま
た，1-100フレームの画像における真値から得た，フレーム
間での各特徴点の平均変位は 1.3774[pix]となった．
そしてこの学習データ群を基に, 固有値の累積寄与率が

97.5%以上になるよう shape parameterを 4次元,appearance
parameterを 13次元,アフィン変換を表すパラメータ 4次元

Fig.4 Variation with the parameters of the built model.

Fig.5 Comparisonof fitting error.

としてモデルを作成した．
4.2 収束精度の評価

AAM を指画像に応用できるか定量的な評価を行うため
に，作成した変形モデルを用いて，教師データ，教師データ
外の画像への収束精度を評価した．また，初期値にフレーム
間差分に相当する摂動を与え，収束結果の傾向を評価した．
収束の初期パラメータは，従来の AAM のフィッティン
グ評価方法 [5] と同様に，手動で配置した真値の特徴点座
標からガウス分布 N(µ, σ2)を形状パラメータ，並進のパラ
メータに加えて摂動させた．このとき，ガウス分布の平均
値 µ を変化させることでトラッキング時のフレーム間差分
による特徴点の変位と見なし，差分変位と収束誤差の定量
評価を行った．

σ は一定であり，形状パラメータの各要素に対しては，
各基底の固有値を σ と置き，並進のパラメータに対しては
σ = 1 と置いた．また，各特徴点の平均の摂動量が µ[pix]
となるように，形状パラメータと並進のパラメータの x 座
標，y座標に加えるガウス分布の平均値を正規化した．そし
て，10回の反復計算の収束結果における特徴点座標と真値
の特徴点座標の誤差を，全特徴点の二乗平均平方根 (RMS)
を算出することで評価した．

µの値を 0.1から 2.0まで変化させ，教師データ内の画像
50枚，教師データ外の画像 50枚（教師データに用いたフ
レーム以降に連続する 50フレーム）への収束計算をそれぞ
れ 20回ずつ行い，計 1000回の試行結果において平均した
誤差の比較を Fig. 5に示す．
この結果より，摂動量に対して誤差の結果は教師データ
と教師データ外への適用で同じ傾向を示し，それぞれの差
は最大 0.4[pix]以内とサブピクセル単位となった．これよ
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り，教師データ外の画像にも収束精度は十分であると考え
られる．
4.3 トラッキングの検証実験
さらに，4.1節にて作成したモデルを用いて，同じ動画に
対して 3節で示した手法にてトラッキングを行った．初期
フレームでの位置は人差し指の中心になるように設定し，初
期パラメータは平均値で与えた．Fig. 6の下段に結果を示
す．赤の曲線はモデルの輪郭，内部の画像はモデルにおけ
る画素値を重ね合わせている．各フレームでの収束計算に
かかった平均時間は 3.904[msec]であった．このことから，
現状で 256[fps] ほどの処理速度であり，実システムでもイ
ンタラクションに必要な応答速度が達成できる可能性があ
ると考えられる．

Fig. 6の下段に示すように，初期位置での収束から学習
データ間のフレームも補間してトラッキングでき，以降の
学習データに存在しない指の屈曲姿勢・並進・回転もトラッ
キングできていることが確認できた．また，収束結果と真
値の特徴点座標の平均誤差は 1.9990[pix]となった．
4.4 屈曲パラメータの推定実験

3.3節にて述べた屈曲推定について，屈曲パラメータが推
定可能かを検証した．同じ動画中の指を曲げている最中の
シーンのみを用い，10-38フレームの偶数番号の画像を教師
データとして，モデルの作成と回帰分析を行い，回帰ベクト
ル r を得た．この時の屈曲パラメータのラベルは，時系列
における最初の，指が伸びきっている画像を 0，時系列にお
ける最後の，指が曲がりきっている画像を 1と置き，その間
の学習データのラベルは，データ数で 1 を等分した間隔に
て変化させた値を用いた．

Fig. 6の上段に屈曲パラメータのフレームに関する変化
と，下段にトラッキング時の画像，右上端に屈曲パラメータ
から作成した指を横から見たイメージ図を示す．この結果
より，画像中の指の屈曲に伴って β が 0から 1へ変化する
様子が確認できた．

5 結言

本研究では，高速に運動する手指を用いたジェスチャ入
力に必要な推定精度，処理速度を達成する手指姿勢推定手
法を検討した．指先の変形を統計的に扱うモデルを用いて
画像に対してトラッキングを行う手法を提案し，指の屈曲，
並進・回転・スケーリングにも対応したトラッキングが可能
なことを検証した．また，得たパラメータから指の屈曲度
合いを連続量として表せることを示した．
今後の課題として，様々な条件での評価とそれらにロバ
ストな収束手法の提案，実システムでの有用性検証が挙げ
られる．
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