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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラによって対象人物を撮像した画像から、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャ
を認識するための装置であって、
　前記撮像画像から生成した前記対象人物の輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、前記対
象人物の実空間上における顔位置と手先位置を検出する顔・手先位置検出手段と、
　前記顔位置と手先位置から、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係及び前記
顔位置を基準とした際の前記手先位置の変動を検出し、その検出結果と、顔位置と手先位
置との相対的な位置関係及び顔位置を基準とした際の手先位置の変動に対応するポスチャ
又はジェスチャを記したポスチャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、
前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識するポスチャ・ジェスチャ認識手段と、を
備え、
　前記ポスチャ・ジェスチャ認識手段は、前記相対的な位置関係について、前記対象人物
の手が入る大きさの判定領域を設定し、前記手の面積と前記判定領域の面積とを比較する
ことにより、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係が類似しているポスチャ又
はジェスチャを区別することを特徴とするジェスチャ認識装置。
【請求項２】
　前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係は、高さ及び前記カメラからの距離を
比較することより検出することを特徴とする請求項１に記載のジェスチャ認識装置。
【請求項３】
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　前記ポスチャ・ジェスチャ認識手段は、パターンマッチング法を用いて前記対象人物の
ポスチャ又はジェスチャを認識することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のジェ
スチャ認識装置。
【請求項４】
　カメラによって対象人物を撮像した画像から、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャ
を認識するための方法であって、
　前記画像から生成した前記対象人物の輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、前記対象人
物の実空間上における顔位置と手先位置を顔・手先位置検出手段により検出する顔・手先
位置検出ステップと、
　前記顔位置と手先位置から、ポスチャ・ジェスチャ認識手段により、前記顔位置と前記
手先位置との相対的な位置関係及び前記顔位置を基準とした際の前記手先位置の変動を検
出し、その検出結果と、顔位置と手先位置との相対的な位置関係及び顔位置を基準とした
際の手先位置の変動に対応するポスチャ又はジェスチャを記したポスチャデータ又はジェ
スチャデータとを比較することにより、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識す
るポスチャ・ジェスチャ認識ステップと、を含み、
　前記ポスチャ・ジェスチャ認識ステップは、前記ポスチャ・ジェスチャ認識手段により
、前記相対的な位置関係について、前記対象人物の手が入る大きさの判定領域を設定し、
前記手の面積と前記判定領域の面積とを比較することにより、前記顔位置と前記手先位置
との相対的な位置関係が類似しているポスチャ又はジェスチャを区別することを特徴とす
るジェスチャ認識方法。
【請求項５】
　カメラによって対象人物を撮像した画像から、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャ
を認識するために、コンピュータを、
　前記画像から生成した前記対象人物の輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、前記対象人
物の実空間上における顔位置と手先位置を検出する顔・手先位置検出手段、
　前記顔位置と手先位置から、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係及び前記
顔位置を基準とした際の前記手先位置の変動を検出し、その検出結果と、顔位置と手先位
置との相対的な位置関係及び顔位置を基準とした際の手先位置の変動に対応するポスチャ
又はジェスチャを記したポスチャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、
前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識するポスチャ・ジェスチャ認識手段、とし
て機能させ、
　前記ポスチャ・ジェスチャ認識手段は、前記相対的な位置関係について、前記対象人物
の手が入る大きさの判定領域を設定し、前記手の面積と前記判定領域の面積とを比較する
ことにより、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係が類似しているポスチャ又
はジェスチャを区別することを特徴とするジェスチャ認識プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カメラによって対象人物を撮像した画像から、対象人物のポスチャ（姿勢）又
はジェスチャ（動作）を認識するための装置、方法及びプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、カメラによって対象人物を撮像した画像から、対象人物の動きの特徴を示す点（特
徴点）を検出し、その特徴点に基づいて対象人物のジェスチャを推定するジェスチャ認識
手法が数多く提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２０００－１４９０２５号公報（第３－６頁、第１図）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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しかし、従来のジェスチャ認識手法では、対象人物のジェスチャを認識する際に、前記特
徴点を一々検出する必要があるため、ポスチャ認識処理又はジェスチャ認識処理に要する
計算量が多くなるという問題があった。
【０００５】
本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、ポスチャ認識処理又はジェ
スチャ認識処理に要する計算量を減らすことのできるジェスチャ認識装置を提供すること
を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載のジェスチャ認識装置は、カメラによって対象人物を撮像した画像から
、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識するための装置であって、前記撮像画像
から生成した前記対象人物の輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、前記対象人物の実空間
上における顔位置と手先位置を検出する顔・手先位置検出手段と、前記顔位置と手先位置
から、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係及び前記顔位置を基準とした際の
前記手先位置の変動を検出し、その検出結果と、顔位置と手先位置との相対的な位置関係
及び顔位置を基準とした際の手先位置の変動に対応するポスチャ又はジェスチャを記した
ポスチャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、前記対象人物のポスチャ
又はジェスチャを認識するポスチャ・ジェスチャ認識手段と、を備え、前記ポスチャ・ジ
ェスチャ認識手段は、前記相対的な位置関係について、前記対象人物の手が入る大きさの
判定領域を設定し、前記手の面積と前記判定領域の面積とを比較することにより、前記顔
位置と前記手先位置との相対的な位置関係が類似しているポスチャ又はジェスチャを区別
することを特徴とする。
【０００７】
この装置は、まず、顔・手先位置検出手段によって、画像から生成した対象人物の輪郭情
報と肌色領域情報に基づいて、対象人物の実空間上における顔位置と手先位置とを検出す
る。次に、ポスチャ・ジェスチャ認識手段によって、「顔位置及び手先位置から、顔位置
と手先位置との相対的な位置関係」及び「顔位置を基準とした際の手先位置の変動」を検
出する。そして、その検出結果と、「顔位置と手先位置との相対的な位置関係」及び「顔
位置を基準とした際の手先位置の変動」に対応するポスチャ又はジェスチャを記したポス
チャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、対象人物のポスチャ又はジェ
スチャを認識する。
【０００８】
なお、ポスチャ・ジェスチャ認識手段が調べる「顔位置と手先位置との相対的な位置関係
」とは、具体的には、「顔位置及び手先位置の高さ」及び「顔位置及び手先位置のカメラ
からの距離」のことである（請求項２）。このように構成すると、「顔位置の高さ」と「
手先位置の高さ」との比較、及び「顔位置のカメラからの距離」と「手先位置のカメラか
らの距離」との比較により、「顔位置と手先位置との相対的な位置関係」を容易に検出す
ることができる。また、ポスチャ・ジェスチャ認識手段は、「画像上における顔位置及び
手先位置の水平方向のずれ」を調べることにより、「顔位置と手先位置との相対的な位置
関係」を検出することもできる。
【０００９】
また、ポスチャ・ジェスチャ認識手段は、対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識する
際に、パターンマッチング法を用いることもできる（請求項３）。このように構成すると
、「顔位置と手先位置との相対的な位置関係」と「顔位置を基準とした際の手先位置の変
動」とからなる「入力パターン」を、予め記憶しておいたポスチャデータ又はジェスチャ
データと重ね合わせて、最も似ているパターンを探すことにより、対象人物のポスチャ又
はジェスチャを容易に認識することができる。
【００１０】
　また、ポスチャ・ジェスチャ認識手段は、対象人物の手が入る大きさの判定領域を設定
し、手の面積と判定領域の面積とを比較することにより、顔位置と手先位置との相対的な
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位置関係が類似しているポスチャ又はジェスチャを区別することができる（請求項１）。
このように構成すると、例えば、共に手先位置の高さが顔位置の高さよりも低く、カメラ
から手先位置までの距離がカメラから顔位置までの距離よりも短いため、互いに区別しづ
らい、「ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」というポスチャ（図９（ｄ）参照）と、「ＣＯＭＥＨＥＲ
Ｅ」というジェスチャ（図１０（ｃ）参照）とを区別することが可能となる。具体的には
、手先の面積が判定領域である判定円の面積の１／２よりも大きい場合は「ＣＯＭＥＨＥ
ＲＥ」であると判定し、手先の面積が判定円の面積の１／２以下である場合は「ＨＡＮＤ
ＳＨＡＫＥ」であると判定することにより、両者を区別する。
【００１１】
　請求項４に記載のジェスチャ認識方法は、カメラによって対象人物を撮像した画像から
、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識するための方法であって、前記画像から
生成した前記対象人物の輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、前記対象人物の実空間上に
おける顔位置と手先位置を顔・手先位置検出手段により検出する顔・手先位置検出ステッ
プと、前記顔位置と手先位置から、ポスチャ・ジェスチャ認識手段により、前記顔位置と
前記手先位置との相対的な位置関係及び前記顔位置を基準とした際の前記手先位置の変動
を検出し、その検出結果と、顔位置と手先位置との相対的な位置関係及び顔位置を基準と
した際の手先位置の変動に対応するポスチャ又はジェスチャを記したポスチャデータ又は
ジェスチャデータとを比較することにより、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認
識するポスチャ・ジェスチャ認識ステップと、を含み、前記ポスチャ・ジェスチャ認識ス
テップは、前記ポスチャ・ジェスチャ認識手段により、前記相対的な位置関係について、
前記対象人物の手が入る大きさの判定領域を設定し、前記手の面積と前記判定領域の面積
とを比較することにより、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係が類似してい
るポスチャ又はジェスチャを区別することを特徴とする。
【００１２】
この方法は、まず、顔・手先位置検出ステップにおいて、画像から生成した対象人物の輪
郭情報と肌色領域情報とに基づいて、対象人物の実空間上における顔位置と手先位置とを
検出する。次に、ポスチャ・ジェスチャ認識ステップにおいて、「顔位置及び手先位置か
ら顔位置と手先位置との相対的な位置関係」及び「顔位置を基準とした際の手先位置の変
動」検出する。そして、その検出結果と、「顔位置と手先位置との相対的な位置関係」及
び「顔位置を基準とした際の手先位置の変動」に対応するポスチャ又はジェスチャを記し
たポスチャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、対象人物のポスチャ又
はジェスチャを認識する。
【００１３】
　請求項５に記載のジェスチャ認識プログラムは、カメラによって対象人物を撮像した画
像から、前記対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識するために、コンピュータを、前
記画像から生成した前記対象人物の輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、前記対象人物の
実空間上における顔位置と手先位置を検出する顔・手先位置検出手段、前記顔位置と手先
位置から、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係及び前記顔位置を基準とした
際の前記手先位置の変動を検出し、その検出結果と、顔位置と手先位置との相対的な位置
関係及び顔位置を基準とした際の手先位置の変動に対応するポスチャ又はジェスチャを記
したポスチャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、前記対象人物のポス
チャ又はジェスチャを認識するポスチャ・ジェスチャ認識手段、として機能させ、前記ポ
スチャ・ジェスチャ認識手段は、前記相対的な位置関係について、前記対象人物の手が入
る大きさの判定領域を設定し、前記手の面積と前記判定領域の面積とを比較することによ
り、前記顔位置と前記手先位置との相対的な位置関係が類似しているポスチャ又はジェス
チャを区別するようにすることを特徴とする。
【００１４】
このプログラムは、まず、顔・手先位置検出手段によって、画像から生成した対象人物の
輪郭情報と肌色領域情報に基づいて、対象人物の実空間上における顔位置と手先位置を検
出する。次に、ポスチャ・ジェスチャ認識手段によって、「顔位置及び手先位置から顔位
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置と手先位置との相対的な位置関係」及び「顔位置を基準とした際の手先位置の変動」を
検出する。そして、その検出結果と、「顔位置と手先位置との相対的な位置関係」及び「
顔位置を基準とした際の手先位置の変動」に対応するポスチャ又はジェスチャを記したポ
スチャデータ又はジェスチャデータとを比較することにより、対象人物のポスチャ又はジ
ェスチャを認識する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、適宜図面を参照して詳細に説明する。ここでは、ま
ず、本発明に係るジェスチャ認識装置を含むジェスチャ認識システムの構成について図１
～図１９を参照して説明し、その後、ジェスチャ認識システムの動作について図２０及び
図２１を参照して説明する。
【００１６】
（ジェスチャ認識システムＡの構成）
まず、本発明に係るジェスチャ認識装置４を含むジェスチャ認識システムＡの全体構成に
ついて図１を参照して説明する。図１はジェスチャ認識システムＡの全体構成を示すブロ
ック図である。
【００１７】
図１に示すように、ジェスチャ認識システムＡは、図示しない対象人物を撮像する２台の
カメラ１（１ａ，１ｂ）と、カメラ１で撮像された画像（撮像画像）を解析して各種情報
を生成する撮像画像解析装置２と、撮像画像解析装置２で生成された各種情報に基づいて
対象人物の輪郭を抽出する輪郭抽出装置３と、撮像画像解析装置２で生成された各種情報
と、輪郭抽出装置３で抽出された対象人物の輪郭（輪郭情報）に基づいて、対象人物のポ
スチャ（姿勢）又はジェスチャ（動作）を認識するジェスチャ認識装置４とから構成され
ている。以下、カメラ１、撮像画像解析装置２、輪郭抽出装置３、ジェスチャ認識装置４
について、順に説明する。
【００１８】
（カメラ１）
カメラ１（１ａ，１ｂ）はカラーＣＣＤカメラであり、右カメラ１ａと左カメラ１ｂは、
左右に距離Ｂだけ離れて並設されている。ここでは、右カメラ１ａを基準カメラとしてい
る。カメラ１ａ，１ｂで撮像された画像（撮像画像）は、フレーム毎に図示しないフレー
ムグラバに記憶された後、撮像画像解析装置２に同期して入力される。
【００１９】
なお、カメラ１ａ，１ｂで撮像した画像（撮像画像）は、図示しない補正機器によりキャ
リブレーション処理とレクティフィケーション処理を行い、画像補正した後に撮像画像解
析装置２に入力される。
【００２０】
（撮像画像解析装置２）
撮像画像解析装置２は、カメラ１ａ，１ｂから入力された画像（撮像画像）を解析して、
「距離情報」、「動き情報」、「エッジ情報」、「肌色領域情報」を生成する装置である
（図１参照）。
【００２１】
図２は、図１に示したジェスチャ認識システムＡに含まれる撮像画像解析装置２と輪郭抽
出装置３の構成を示すブロック図である。図２に示すように、撮像画像解析装置２は、「
距離情報」を生成する距離情報生成部２１と、「動き情報」を生成する動き情報生成部２
２と、「エッジ情報」を生成するエッジ情報生成部２３と、「肌色領域情報」を生成する
肌色領域情報生成部２４とから構成されている。
【００２２】
（距離情報生成部２１）
距離情報生成部２１は、同時刻にカメラ１ａ，１ｂで撮像された２枚の撮像画像の視差に
基づいて、各画素についてカメラ１からの距離を検出する。具体的には、基準カメラであ
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るカメラ１ａで撮像された第１の撮像画像と、カメラ１ｂで撮像された第２の撮像画像と
からブロック相関法を用いて視差を求め、その視差から三角法を用いて、カメラ１から「
各画素に撮像された物」までの距離を求める。そして、求めた距離を第１の撮像画像の各
画素に対応付けて、距離を画素値で表現した距離画像Ｄ１（図３（ａ）参照）を生成する
。この距離画像Ｄ１が距離情報となる。図３（ａ）の例では、同一の距離に対象人物Ｃが
存在している。
【００２３】
なお、ブロック相関法とは、第１の撮像画像と第２の撮像画像とで特定の大きさの同一ブ
ロック（例えば８×３画素）を比較し、第１の撮像画像と第２の撮像画像とでブロック内
の被写体が何画素分ずれているかを調べることにより視差を検出する方法である。
【００２４】
（動き情報生成部２２）
動き情報生成部２２は、基準カメラであるカメラ１ａで時系列に撮像した「時刻ｔ」にお
ける「撮像画像（ｔ）」と、「時刻ｔ＋Δｔ」における「撮像画像（ｔ＋Δｔ）」との差
分に基づいて、対象人物の動きを検出する。具体的には、「撮像画像（ｔ）」と「撮像画
像（ｔ＋Δｔ）」との差分をとり、各画素の変位を調べる。そして、調べた変位に基づい
て変位ベクトルを求め、求めた変位ベクトルを画素値で表わした差分画像Ｄ２（図３（ｂ
）参照）を生成する。この差分画像Ｄ２が動き情報となる。図３（ｂ）の例では、対象人
物Ｃの左腕に動きが検出されている。
【００２５】
（エッジ情報生成部２３）
エッジ情報生成部２３は、基準カメラであるカメラ１ａで撮像された画像（撮像画像）に
おける各画素の濃淡情報又は色情報に基づいて、その撮像画像内に存在するエッジを抽出
したエッジ画像を生成する。具体的には、撮像画像における各画素の輝度に基づいて、輝
度が大きく変化する部分をエッジとして検出し、そのエッジのみからなるエッジ画像Ｄ３
（図３（ｃ）参照）を生成する。このエッジ画像Ｄ３がエッジ情報となる。
【００２６】
エッジの検出は、例えばＳｏｂｅｌオペレータを画素毎に乗算し、行又は列単位で、隣の
線分と所定の差がある線分をエッジ（横エッジ又は縦エッジ）として検出する。なお、Ｓ
ｏｂｅｌオペレータとは、ある画素の近傍領域の画素に対して重み係数を持つ係数行例の
ことである。
【００２７】
（肌色領域情報生成部２４）
肌色領域情報生成部２４は、基準カメラであるカメラ１ａで撮像された画像（撮像画像）
から、その撮像画像内に存在する対象人物の肌色領域を抽出する。具体的には、撮像画像
における全画素のＲＧＢ値を、色相、明度、彩度からなるＨＬＳ空間に変換し、色相、明
度、彩度が予め設定された閾値の範囲内にある画素を肌色領域として抽出する（図３（ｄ
）参照）。図３（ｄ）の例では、対象人物Ｃの顔が肌色領域Ｒ１として抽出され、手が肌
色領域Ｒ２として抽出されている。この肌色領域Ｒ１，Ｒ２が肌色領域情報となる。
【００２８】
撮像画像解析装置２で生成された「距離情報（距離画像Ｄ１）」、「動き情報（差分画像
Ｄ２）」、「エッジ情報（エッジ画像Ｄ３）」は、輪郭抽出装置３に入力される。また、
撮像画像解析装置２で生成された「距離情報（距離画像Ｄ１）」と「肌色領域情報（肌色
領域Ｒ１，Ｒ２）」は、ジェスチャ認識装置４に入力される。
【００２９】
（輪郭抽出装置３）
輪郭抽出装置３は、撮像画像解析装置２で生成された「距離情報（距離画像Ｄ１）」、「
動き情報（差分画像Ｄ２）」、「エッジ情報（エッジ画像Ｄ３）」に基づいて、対象人物
の輪郭を抽出する装置である（図１参照）。
【００３０】
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図２に示すように、輪郭抽出装置３は、対象人物が存在する距離である「対象距離」を設
定する対象距離設定部３１と、「対象距離」に基づいた「対象距離画像」を生成する対象
距離画像生成部３２と、「対象距離画像内」における「対象領域」を設定する対象領域設
定部３３と、「対象領域内」から「対象人物の輪郭」を抽出する輪郭抽出部３４とから構
成されている。
【００３１】
（対象距離設定部３１）
対象距離設定部３１は、撮像画像解析装置２で生成された距離画像Ｄ１（図３（ａ）参照
）と、差分画像Ｄ２（図３（ｂ）参照）とに基づいて、対象人物が存在する距離である「
対象距離」を設定する。具体的には、距離画像Ｄ１における同一の画素値を有する画素を
一群（画素群）として、差分画像Ｄ２における前記画素群の画素値を累計する。そして、
画素値の累計値が所定値よりも大きい、かつ、カメラ１に最も近い距離にある領域に、最
も動き量の多い移動物体、即ち対象人物が存在しているとみなし、その距離を対象距離と
する（図４（ａ）参照）。図４（ａ）の例では、対象距離は２．２ｍに設定されている。
対象距離設定部３１で設定された対象距離は、対象距離画像生成部３２に入力される。
【００３２】
（対象距離画像生成部３２）
対象距離画像生成部３２は、撮像画像解析装置２で生成された距離画像Ｄ１（図３（ａ）
参照）を参照し、対象距離設定部３１で設定された対象距離±αｍに存在する画素に対応
する画素をエッジ画像Ｄ３（図３（ｃ）参照）から抽出した「対象距離画像」を生成する
。具体的には、距離画像Ｄ１における対象距離設定部３１から入力された対象距離±αｍ
に対応する画素を求める。そして、求められた画素のみをエッジ情報生成部２３で生成さ
れたエッジ画像Ｄ３から抽出し、対象距離画像Ｄ４（図４（ｂ）参照）を生成する。した
がって、対象距離画像Ｄ４は、対象距離に存在する対象人物をエッジで表現した画像にな
る。対象距離画像生成部３２で生成された対象距離画像Ｄ４は、対象領域設定部３３と輪
郭抽出部３４に入力される。
【００３３】
（対象領域設定部３３）
対象領域設定部３３は、対象距離画像生成部３２で生成された対象距離画像Ｄ４（図３（
ｂ）参照）内における「対象領域」を設定する。具体的には、対象距離画像Ｄ４の縦方向
の画素値を累計したヒストグラムＨを生成し、ヒストグラムＨにおける度数が最大となる
位置を、対象人物Ｃの水平方向における中心位置として特定する（図５（ａ）参照）。そ
して、特定された中心位置の左右に特定の大きさ（例えば０．５ｍ）の範囲を対象領域Ｔ
として設定する（図５（ｂ）参照）。なお、対象領域Ｔの縦方向の範囲は、特定の大きさ
（例えば２ｍ）に設定される。また、対象領域Ｔを設定する際は、カメラ１のチルト角や
高さ等のカメラパラメータを参照して、対象領域Ｔの設定範囲を補正する。対象領域設定
部３３で設定された対象領域Ｔは、輪郭抽出部３４に入力される。
【００３４】
（輪郭抽出部３４）
　輪郭抽出部３４は、対象距離画像生成部３２で生成された対象距離画像Ｄ４（図４（ｂ
）参照）において、対象領域設定部３３で設定された対象領域Ｔ内から対象人物Ｃの輪郭
Ｏを抽出する（図５（ｃ）参照）。具体的には、対象人物Ｃの輪郭Ｏを抽出する際は、「
Ｓｎａｋｅｓ」と呼ばれる閉曲線からなる動的輪郭モデルを用いた手法（以下、「スネー
ク手法」という）を用いる。なお、スネーク手法とは、動的輪郭モデルである「Ｓｎａｋ
ｅｓ」を、予め定義されたエネルギ関数が最小となるように収縮変形させることにより、
対象物の輪郭を抽出する手法である。輪郭抽出部３４で抽出された対象人物Ｃの輪郭Ｏは
、「輪郭情報」としてジェスチャ認識装置４に入力される（図１参照）。
【００３５】
ジェスチャ認識装置４は、撮像画像解析装置２で生成された「距離情報」及び「肌色領域
情報」と、輪郭抽出装置３で生成された「輪郭情報」とに基づいて、対象人物のポスチャ
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又はジェスチャを認識し、その認識結果を出力する装置である（図１参照）。
【００３６】
図６は、図１に示したジェスチャ認識システムＡに含まれるジェスチャ認識装置４の構成
を示すブロック図である。図６に示すように、ジェスチャ認識装置４は、対象人物Ｃの実
空間上における顔位置と手先位置を検出する顔・手先位置検出手段４１と、顔・手先位置
検出手段４１によって検出された顔位置と手先位置に基づいて、対象人物のポスチャ又は
ジェスチャを認識するポスチャ・ジェスチャ認識手段４２とを備えている。
【００３７】
顔・手先位置検出手段４１は、実空間上における対象人物の「頭頂部の位置（頭頂部位置
）」を検出する頭位置検出部４１Ａと、対象人物の「顔の位置（顔位置）」を検出する顔
位置検出部４１Ｂと、対象人物の「手の位置（手位置）」を検出する手位置検出部４１Ｃ
と、対象人物の「手先の位置（手先位置）」を検出する手先位置検出部４１Ｄとから構成
されている。なお、ここでいう「手」とは、腕（ａｒｍ）と手（Ｈａｎｄ）とからなる部
位のことであり、「手先」とは、手（Ｈａｎｄ）の指先のことである。
【００３８】
（頭位置検出部４１Ａ）
頭位置検出部４１Ａは、輪郭抽出装置３で生成された輪郭情報に基づいて、対象人物Ｃの
「頭頂部位置」を検出する。頭頂部位置の検出方法について図７（ａ）を参照して説明す
ると、まず、輪郭Ｏで囲まれた領域における重心Ｇを求める（１）。次に、頭頂部位置を
探索するための領域（頭頂部位置探索領域）Ｆ１を設定する（２）。頭頂部位置探索領域
Ｆ１の横幅（Ｘ軸方向の幅）は、重心ＧのＸ座標を中心にして、予め設定されている人間
の平均肩幅Ｗとなるようにする。なお、人間の平均肩幅Ｗは、撮像画像解析装置２で生成
された距離情報を参照して設定される。また、頭頂部位置探索領域Ｆ１の縦幅（Ｙ軸方向
の幅）は、輪郭Ｏを覆うことができるような幅に設定される。そして、頭頂部位置探索領
域Ｆ１内における輪郭Ｏの上端点を、頭頂部位置ｍ１とする（３）。頭位置検出部４１Ａ
で検出された頭頂部位置ｍ１は、顔位置検出部４１Ｂに入力される。
【００３９】
（顔位置検出部４１Ｂ）
顔位置検出部４１Ｂは、頭位置検出部４１Ａで検出された頭頂部位置ｍ１と、撮像画像解
析装置２で生成された肌色領域情報とに基づいて、対象人物Ｃの「顔位置」を検出する。
顔位置の検出方法について図７（ｂ）を参照して説明すると、まず、顔位置を探索するた
めの領域（顔位置探索領域）Ｆ２を設定する（４）。顔位置探索領域Ｆ２の範囲は、頭頂
部位置ｍ１を基準にして、予め設定されている「おおよそ人間の頭部を覆う大きさ」とな
るようにする。なお、顔位置探索領域Ｆ２の範囲は、撮像画像解析装置２で生成された距
離情報を参照して設定される。
【００４０】
次に、顔位置探索領域Ｆ２内における肌色領域Ｒ１の重心を、画像上における顔位置ｍ２
とする（５）。肌色領域Ｒ１については、撮像画像解析装置２で生成された肌色領域情報
を参照する。そして、画像上における顔位置ｍ２（Ｘｆ，Ｙｆ）から、撮像画像解析装置
２で生成された距離情報を参照して、実空間上における顔位置ｍ２ｔ（Ｘｆｔ，Ｙｆｔ，
Ｚｆｔ）を求める。
【００４１】
顔位置検出部４１Ｂで検出された「画像上における顔位置ｍ２」は、手位置検出部４１Ｃ
と手先位置検出部４１Ｄに入力される。また、顔位置検出部４１Ｂで検出された「実空間
上における顔位置ｍ２ｔ」は、図示しない記憶手段に記憶され、ポスチャ・ジェスチャ認
識手段４２のポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂ（図６参照）において対象人物Ｃのポス
チャ又はジェスチャを認識する際に使用される。
【００４２】
（手位置検出部４１Ｃ）
手位置検出部４１Ｃは、撮像画像解析装置２で生成された肌色領域情報と、輪郭抽出装置
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３で生成された輪郭情報とに基づいて、対象人物Ｃの「手位置」を検出する。なお、ここ
では、肌色領域情報は、顔位置ｍ２周辺を除いた領域の情報を用いる。手位置の検出方法
について図８（ａ）を参照して説明すると、まず、手位置を探索するための領域（手位置
探索領域）Ｆ３（Ｆ３Ｒ，Ｆ３Ｌ）を設定する（６）。手位置探索領域Ｆ３は、顔位置検
出部４１Ｂで検出された顔位置ｍ２を基準にして、予め設定されている「手が届く範囲（
左右の手の届く範囲）」となるようにする。なお、手位置探索領域Ｆ３の大きさは、撮像
画像解析装置２で生成された距離情報を参照して設定される。
【００４３】
次に、手位置探索領域Ｆ３内における肌色領域Ｒ２の重心を、画像上における手位置ｍ３
とする（７）。肌色領域Ｒ２については、撮像画像解析装置２で生成された肌色領域情報
を参照する。なお、ここでは、肌色領域情報は、顔位置ｍ２周辺を除いた領域の情報を用
いる。図８（ａ）の例では、肌色領域は手位置探索領域Ｆ３（Ｌ）においてのみ存在して
いるので、手位置ｍ３は手位置探索領域Ｆ３（Ｌ）においてのみ検出される。また、図８
（ａ）の例では、対象人物は長袖の服を着ており、手首より先しか露出していないので、
手（ＨＡＮＤ）の位置が手位置ｍ３となる。手位置検出部４１Ｃで検出された「画像上に
おける手位置ｍ３」は、手先位置検出部４１Ｄに入力される。
【００４４】
（手先位置検出部４１Ｄ）
手先位置検出部４１Ｄは、顔位置検出部４１Ｂで検出された顔位置ｍ２と、手位置検出部
４１Ｃで検出された手位置ｍ３とに基づいて、対象人物Ｃの「手先位置」を検出する。手
先位置の検出方法について図８（ｂ）を参照して説明すると、まず、手位置探索領域Ｆ３
Ｌ内において、手先位置を探索するための領域（手先位置探索範囲）Ｆ４を設定する（８
）。手先位置探索範囲Ｆ４は、手位置ｍ３を中心にして、予め設定されている「おおよそ
手を覆う大きさ」となるようにする。なお、手先位置探索範囲Ｆ４の範囲は、撮像画像解
析装置２で生成された距離情報を参照して設定される。
【００４５】
続いて、手先位置探索範囲Ｆ４における肌色領域Ｒ２の上下左右の端点ｍ４ａ～ｍ４ｄを
検出する（９）。肌色領域Ｒ２については、撮像画像解析装置２で生成された肌色領域情
報を参照する。そして、上下端点間（ｍ４ａ、ｍ４ｂ間）の垂直方向距離ｄ１と、左右端
点間（ｍ４ｃ、ｍ４ｄ間）の水平方向距離ｄ２とを比較し、距離が長い方を手が伸びてい
る方向と判断する（１０）。図８（ｂ）の例では、垂直方向距離ｄ１の方が水平方向距離
ｄ２よりも距離が長いので、手先は上下方向に伸びていると判断される。
【００４６】
次に、画像上における顔位置ｍ２と、画像上における手位置ｍ３との位置関係に基づいて
、上下端点ｍ４ａ，ｍ４ｂのどちら（もしくは左右端点ｍ４ｃ，ｍ４ｄのどちらか）が手
先位置であるかを判断する。具体的には、手位置ｍ３が顔位置ｍ２から遠い場合は、手は
伸びているとみなし、顔位置ｍ２から遠い方の端点を手先位置（画像上における手先位置
）ｍ４と判断する。逆に、手位置ｍ３が顔位置ｍ２に近い場合は、肘を曲げているとみな
し、顔位置ｍ２に近い方の端点を手先位置ｍ４と判断する。図８（ｂ）の例では、手位置
ｍ３が顔位置ｍ２から遠く、上端点ｍ４ａが下端点ｍ４ｂよりも顔位置ｍ２から遠いので
、上端点ｍ４ａが手先位置ｍ４であると判断する（１１）。
【００４７】
そして、画像上における手先位置ｍ４（Ｘｈ，Ｙｈ）から、撮像画像解析装置２で生成さ
れた距離情報を参照して、実空間上における手先位置ｍ４ｔ（Ｘｈｔ，Ｙｈｔ，Ｚｈｔ）
を求める。手先位置検出部４１Ｄで検出された「実空間上における手先位置ｍ４ｔ」は、
図示しない記憶手段に記憶され、ポスチャ・ジェスチャ認識手段４２のポスチャ・ジェス
チャ認識部４２Ｂ（図６参照）において対象人物Ｃのポスチャ又はジェスチャを認識する
際に使用される。
【００４８】
（ポスチャ・ジェスチャ認識手段４２）
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ポスチャ・ジェスチャ認識手段４２は、ポスチャデータ及びジェスチャデータを記憶する
ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部４２Ａと、顔・手先位置検出手段４１によって検出さ
れた「実空間上における顔位置ｍ２ｔ」及び「実空間上における手先位置ｍ４ｔ」に基づ
いて、対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識するポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂ
とから構成されている（図６参照）。
【００４９】
（ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部４２Ａ）
　ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部４２Ａは、ポスチャデータＰ１～Ｐ６（図９参照）
とジェスチャデータＪ１～Ｊ４（図１０参照）を記憶している。ポスチャデータＰ１～Ｐ
６とジェスチャデータＪ１～Ｊ４は、「実空間上における顔位置と手先位置との相対的な
位置関係」及び「顔位置を基準とした際の手先位置の変動」に対応するポスチャ又はジェ
スチャを記したデータである。なお、「顔位置と手先位置との相対的な位置関係」とは、
具体的には、「顔位置及び手先位置の高さ」と、「顔位置及び手先位置のカメラ１からの
距離」とのことである。また、ポスチャ・ジェスチャ認識手段４２は、「画像上における
顔位置及び手先位置の水平方向のずれ」を調べることにより、「顔位置と手先位置との相
対的な位置関係」を検出することもできる。ポスチャデータＰ１～Ｐ６とジェスチャデー
タＪ１～Ｊ４は、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂにおいて対象人物のポスチャ又はジ
ェスチャを認識する際に使用される。
【００５０】
ポスチャデータＰ１～Ｐ６について図９を参照して説明すると、図９（ａ）に示す「ポス
チャＰ１：ＦＡＣＥ　ＳＩＤＥ」は「こんにちは」、図９（ｂ）に示す「ポスチャＰ２：
ＨＩＧＨ　ＨＡＮＤ」は「追従開始」、図９（ｃ）に示す「ポスチャＰ３：ＳＴＯＰ」は
「止まれ」、図９（ｄ）に示す「ポスチャＰ４：ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」は「握手」、図９
（ｅ）に示す「ポスチャＰ５：ＳＩＤＥ　ＨＡＮＤ」は「手の方向を見よ」、図９（ｆ）
に示す「ポスチャＰ６：ＬＯＷ　ＨＡＮＤ」は「手の方向に曲がれ」を意味するポスチャ
である。
【００５１】
また、ジェスチャＪ１～Ｊ４について図１０を参照して説明すると、図１０（ａ）に示す
「ジェスチャＪ１：ＨＡＮＤ　ＳＷＩＮＧ」は「注意せよ」、図１０（ｂ）に示す「ジェ
スチャＪ２：ＢＹＥ　ＢＹＥ」は「さようなら」、図１０（ｃ）に示す「ジェスチャＪ３
：ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」は「接近せよ」、図１０（ｄ）に示す「ジェスチャＪ４：ＨＡＮ
Ｄ　ＣＩＲＣＬＩＮＧ」は「旋回せよ」を意味するジェスチャである。
【００５２】
なお、本実施の形態では、ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部４２Ａ（図６参照）は、ポ
スチャデータＰ１～Ｐ６（図９参照）とジェスチャデータＪ１～Ｊ４（図１０参照）を記
憶しているが、ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部４２Ａに記憶させるポスチャデータと
ジェスチャデータは任意に設定することができる。また、各ポスチャと各ジェスチャの意
味も任意に設定することができる。
【００５３】
ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂは、顔・手先位置検出手段４１によって検出された「
実空間上における顔位置ｍ２ｔ」及び「実空間上における手先位置ｍ４ｔ」から、「顔位
置ｍ２ｔと手先位置ｍ４ｔとの相対的な位置関係」及び「顔位置ｍ２ｔを基準とした際の
手先位置ｍ４ｔの変動」を検出し、その検出結果と、ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部
４２Ａに記憶されているポスチャデータＰ１～Ｐ６（図９参照）又はジェスチャデータＪ
１～Ｊ４（図１０参照）とを比較することにより、対象人物のポスチャ又はジェスチャを
認識する。なお、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの認識結果は履歴として保存され
る。
【００５４】
次に、図１１～図１４に示すフローチャートを参照して、ポスチャ・ジェスチャ認識部４
２Ｂにおけるポスチャ又はジェスチャの認識方法について詳しく説明する。ここでは、ま
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ず、図１１に示すフローチャートを参照してポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理
の概略について説明し、その後、図１２に示すフローチャートを参照して図１１に示した
フローチャートにおける「ステップＳ１：ポスチャ認識処理」について説明し、図１３及
び図１４に示すフローチャートを参照して図１１に示したフローチャートにおける「ステ
ップＳ４：ポスチャ・ジェスチャ認識処理」について説明する。
【００５５】
（ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の概略）
図１１は、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の概略を説明するためのフローチ
ャートである。図１１に示すフローチャートを参照して、まず、ステップＳ１では、ポス
チャＰ１～Ｐ４（図９参照）の認識を試みる。続いて、ステップＳ２では、ステップＳ１
においてポスチャを認識できたかどうかを判断する。ここで、ポスチャを認識できたと判
断された場合はステップＳ３に進み、ポスチャを認識できなかったと判断された場合はス
テップＳ４に進む。そして、ステップＳ３では、ステップＳ１において認識されたポスチ
ャを認識結果として出力し、処理を終了する。
【００５６】
ステップＳ４では、ポスチャＰ５，Ｐ６（図９参照）又はジェスチャＪ１～Ｊ４（図１０
参照）の認識を試みる。次に、ステップＳ５では、ステップＳ４においてポスチャ又はジ
ェスチャを認識できたかどうかを判断する。ここで、ポスチャ又はジェスチャを認識でき
たと判断された場合はステップＳ６に進み、ポスチャ又はジェスチャを認識できなかった
と判断された場合はステップＳ８に進む。
【００５７】
ステップＳ６では、過去の所定数のフレーム（例えば１０フレーム）において、同一のポ
スチャ又はジェスチャを所定回数（例えば５回）以上認識できたかどうかを判断する。こ
こで、同一のポスチャ又はジェスチャを所定回数以上認識できたと判断された場合はステ
ップＳ７に進み、同一のポスチャ又はジェスチャを所定回数以上認識できなかったと判断
された場合はステップＳ８に進む。
【００５８】
そして、ステップＳ７では、ステップＳ４において認識されたポスチャ又はジェスチャを
認識結果として出力し、処理を終了する。また、ステップＳ８では、ポスチャ又はジェス
チャを認識できなかった、即ち認識不能であると出力し、処理を終了する。
【００５９】
（ステップＳ１：ポスチャ認識処理）
図１２は、図１１に示したフローチャートにおける「ステップＳ１：ポスチャ認識処理」
について説明するためのフローチャートである。図１２に示すフローチャートを参照して
、まず、ステップＳ１１では、顔・手先位置検出手段４１から対象人物の実空間上におけ
る顔位置ｍ２ｔ及び手先位置ｍ４ｔ（以降、「入力情報」という）が入力される。続いて
、ステップＳ１２では、顔位置ｍ２ｔ及び手先位置ｍ４ｔに基づいて、カメラ１から手先
までの距離（以降、「手先距離」という）と、カメラ１から顔までの距離（以降、「顔距
離」という）とを比較し、手先距離と顔距離とがほぼ同じであるかどうか、つまり手先距
離と顔距離との差が所定値以下であるかどうかを判断する。ここで、両者がほぼ同じ距離
であると判断された場合はステップＳ１３に進み、両者がほぼ同じではないと判断された
場合はステップＳ１８に進む。
【００６０】
ステップＳ１３では、手先の高さ（以降、「手先高さ」という）と、顔の高さ（以降、「
顔高さ」という）とを比較し、手先高さと顔高さとがほぼ同じであるかどうか、つまり手
先高さと顔高さとの差が所定値以下であるかどうかを判断する。ここで、両者がほぼ同じ
であると判断された場合はステップＳ１４に進み、両者がほぼ同じではないと判断された
場合はステップＳ１５に進む。ステップＳ１４では、入力情報に対応するポスチャは、「
ポスチャＰ１：ＦＡＣＥ　ＳＩＤＥ」（図９（ａ）参照）であるという認識結果を出力し
、処理を終了する。
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【００６１】
ステップＳ１５では、手先高さと顔高さとを比較し、手先高さが顔高さよりも高いかどう
かを判断する。ここで、手先高さが顔高さよりも高いと判断された場合はステップＳ１６
に進み、手先高さが顔高さよりも高くはないと判断された場合はステップＳ１７に進む。
そして、ステップＳ１６では、入力情報に対応するポスチャは、「ポスチャＰ２：ＨＩＧ
Ｈ　ＨＡＮＤ」（図９（ｂ）参照）であるという認識結果を出力し、処理を終了する。ま
た、ステップＳ１７では、入力情報に対応するポスチャは「無し」という認識結果を出力
し、処理を終了する。
【００６２】
ステップＳ１８では、手先高さと顔高さとを比較し、手先高さと顔高さとがほぼ同じであ
るかどうか、つまり手先高さと顔高さとの差が所定値以下であるかどうかを判断する。こ
こで、両者がほぼ同じであると判断された場合はステップＳ１９に進み、両者がほぼ同じ
ではないと判断された場合はステップＳ２０に進む。そして、ステップＳ１９では、入力
情報に対応するポスチャは、「ポスチャＰ３：ＳＴＯＰ」（図９（ｃ）参照）であるとい
う認識結果を出力し、処理を終了する。
【００６３】
ステップＳ２０では、手先高さと顔高さとを比較し、手先高さが顔高さよりも低いかどう
かを判断する。ここで、手先高さが顔高さよりも低くはないと判断された場合はステップ
Ｓ２１に進み、手先高さが顔高さよりも高いと判断された場合はステップＳ２２に進む。
そして、ステップＳ２１では、入力情報に対応するポスチャは「ポスチャＰ４：ＨＡＮＤ
ＳＨＡＫＥ」（図９（ｄ）参照）であるという認識結果を出力し、処理を終了する。また
、ステップＳ２２では、入力情報に対応するポスチャは「無し」という認識結果を出力し
、処理を終了する。
【００６４】
（ステップＳ４：ポスチャ・ジェスチャ認識処理）
図１３は、図１１に示したフローチャートにおける「ステップＳ４：ポスチャ・ジェスチ
ャ認識処理」について説明するための第１のフローチャートである。図１３に示すフロー
チャートを参照して、まず、ステップＳ３１では、入力情報（対象人物の実空間上におけ
る顔位置ｍ２ｔ及び手先位置ｍ４ｔ）が入力される。続いて、ステップＳ３２では、顔位
置ｍ２ｔを基準とした場合の手先位置ｍ４ｔの標準偏差を求め、求めた標準偏差に基づい
て、手の動きの有無を判断する。具体的には、手先位置ｍ４ｔの標準偏差が所定値以下の
場合は手の動きが無いと判断し、所定値よりも大きい場合は手の動きが有ると判断する。
ここで、手の動きが無いと判断された場合はステップＳ３３に進み、手の動きが有ると判
断された場合はステップＳ３６に進む。
【００６５】
ステップＳ３３では、手先高さが顔高さのすぐ下であるかどうかを判断する。ここで、手
先高さが顔高さのすぐ下であると判断された場合はステップＳ３４に進み、手先高さが顔
高さのすぐ下ではないと判断された場合はステップＳ３５に進む。そして、ステップＳ３
４では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ポスチャＰ５：ＳＩＤＥ　Ｈ
ＡＮＤ」（図９（ｅ）参照）であるという認識結果を出力し、処理を終了する。また、ス
テップＳ３５では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ポスチャＰ６：Ｌ
ＯＷ　ＨＡＮＤ」（図９（ｆ）参照）であるという認識結果を出力し、処理を終了する。
【００６６】
ステップＳ３６では、手先高さと顔高さとを比較し、手先高さが顔高さよりも高いかどう
かを判断する。ここで、手先高さが顔高さよりも高いと判断された場合はステップＳ３７
に進み、手先高さが顔高さよりも高くはないと判断された場合はステップＳ４１（図１４
参照）に進む。そして、ステップＳ３７では、手先距離と顔距離とを比較し、手先距離と
顔距離とがほぼ同じであるかどうか、つまり手先距離と顔距離との差が所定値以下である
かどうかを判断する。ここで、両者がほぼ同じであると判断された場合はステップＳ３８
に進み、両者がほぼ同じではないと判断された場合はステップＳ４０に進む。
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【００６７】
ステップＳ３８では、手先が左右に振れているかどうかを判断する。ここで、２フレーム
間における左右方向のずれから、手先が左右に振れていると判断された場合はステップＳ
３９に進み、手先が左右に振れていないと判断された場合はステップＳ４０に進む。そし
て、ステップＳ３９では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ジェスチャ
Ｊ１：ＨＡＮＤ　ＳＷＩＮＧ」（図１０（ａ）参照）であるという認識結果を出力し、処
理を終了する。また、ステップＳ４１では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャ
は「無し」という認識結果を出力して処理を終了する。
【００６８】
図１４は、図１１に示したフローチャートにおける「ステップＳ４：ポスチャ・ジェスチ
ャ認識処理」について説明するための第２のフローチャートである。図１４に示すフロー
チャートを参照して、ステップＳ４１では、手先距離と顔距離とを比較し、手先距離が顔
距離よりも短いかどうかを判断する。ここで、手先距離が顔距離よりも短いと判断された
場合はステップＳ４２に進み、手先距離が顔距離よりも短くはないと判断された場合はス
テップＳ４７に進む。
【００６９】
ステップＳ４２では、手先が左右に振れているかどうかを判断する。ここで、２フレーム
間における左右方向のずれから、手先が左右に振れていると判断された場合はステップＳ
４３に進み、手先が左右に振れていないと判断された場合はステップＳ４４に進む。そし
て、ステップＳ４３では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ジェスチャ
Ｊ２：ＢＹＥ　ＢＹＥ」（図１０（ｂ）参照）であるという認識結果を出力し、処理を終
了する。
【００７０】
ステップＳ４４では、手先が上下に振れているかどうかを判断する。ここで、２フレーム
間における上下方向のずれから、手先が上下に振れていると判断された場合はステップＳ
４５に進み、手先が上下に振れていないと判断された場合はステップＳ４６に進む。そし
て、ステップＳ４５では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ジェスチャ
Ｊ３：ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」（図１０（ｃ）参照）であるという認識結果を出力し、処理
を終了する。また、ステップＳ４６では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは
「無し」という認識結果を出力して処理を終了する。
【００７１】
ステップＳ４７では、手先距離と顔距離とを比較し、手先距離と顔距離とがほぼ同じであ
るかどうか、つまり手先距離と顔距離との差が所定値以下であるかどうかを判断する。こ
こで、両者がほぼ同じであると判断された場合はステップＳ４８に進み、両者がほぼ同じ
ではないと判断された場合はステップＳ５０に進む。ステップＳ４８では、手先が左右に
振れているかどうかを判断する。ここで、手先が左右に振れていると判断された場合はス
テップＳ４９に進み、手先が左右に振れていないと判断された場合はステップＳ５０に進
む。
【００７２】
そして、ステップＳ４９では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ジェス
チャＪ４：ＨＡＮＤ　ＣＩＲＣＬＩＮＧ」（図１０（ｄ）参照）であるという認識結果を
出力し、処理を終了する。また、ステップＳ５０では、入力情報に対応するポスチャ又は
ジェスチャは「無し」という認識結果を出力して処理を終了する。
【００７３】
　以上のようにして、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂは、顔・手先位置検出手段４１
から入力された入力情報（対象人物の実空間上における顔位置ｍ２ｔ及び手先位置ｍ４ｔ
）から、「顔位置ｍ２ｔと手先位置ｍ４ｔとの相対的な位置関係」及び「顔位置ｍ２ｔを
基準とした際の手先位置ｍ４ｔの変動」を検出し、その検出結果と、ポスチャ・ジェスチ
ャデータ記憶部４２Ａに記憶されたポスチャＰ１～Ｐ６（図９参照）及びジェスチャデー
タＪ１～Ｊ４（図１０参照）とを比較することにより、対象人物のポスチャ又はジェスチ
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ャを認識することができる。
【００７４】
なお、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでは前記した方法以外にも、次の変形例１及び
変形例２の方法によっても対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識することができる。
以下、図１５～図１７を参照して「ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例
１」について説明し、図１８及び図１９を参照して「ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂ
での処理の変形例２」について説明する。
【００７５】
（ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例１）
　変形例１では、対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識する際に、パターンマッチン
グ法を用いている。図１５は、「ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例１
」について説明するためのフローチャートである。図１５に示すフローチャートを参照し
て、まず、ステップＳ６１では、ポスチャ又はジェスチャの認識を試みる。このとき、ポ
スチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂは、顔・手先位置検出手段４１から入力された入力情報
（対象人物の実空間上における顔位置ｍ２ｔ及び手先位置ｍ４ｔ）と「顔位置ｍ２ｔを基
準とした際の手先位置ｍ４ｔの変動」とからなる「入力パターン」を、ポスチャ・ジェス
チャデータ記憶部４２Ａに記憶されているポスチャＰ１１～Ｐ１６（図１６参照）又はジ
ェスチャデータＪ１１～Ｊ１４（図１７参照）と重ね合わせて、最も似ているパターンを
探すことにより、対象人物のポスチャ又はジェスチャを認識する。なお、ポスチャ・ジェ
スチャデータ記憶部４２Ａには、予めパターンマッチング用のポスチャデータＰ１１～Ｐ
１６（図１６参照）とジェスチャデータＪ１１～Ｊ１４（図１７参照）とを記憶させてお
く。
【００７６】
続いて、ステップＳ６２では、ステップＳ６１においてポスチャ又はジェスチャを認識で
きたかどうかを判断する。ここで、ポスチャ又はジェスチャを認識できたと判断された場
合はステップＳ６３に進み、ポスチャ又はジェスチャを認識できなかったと判断された場
合はステップＳ６５に進む。
【００７７】
ステップＳ６３では、過去の所定数のフレーム（例えば１０フレーム）において、同一の
ポスチャ又はジェスチャを所定回数（例えば５回）以上認識できたかどうかを判断する。
ここで、同一のポスチャ又はジェスチャを所定回数以上認識できたと判断された場合はス
テップＳ６４に進み、同一のポスチャ又はジェスチャを所定回数以上認識できなかったと
判断された場合はステップＳ６５に進む。
【００７８】
そして、ステップＳ６４では、ステップＳ６１において認識されたポスチャ又はジェスチ
ャを認識結果として出力し、処理を終了する。また、ステップＳ６５では、ポスチャ又は
ジェスチャを認識することができなかった、即ち認識不能であると出力し、処理を終了す
る。
【００７９】
　以上のようにして、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂは、パターンマッチング法を用
いて、顔・手先位置検出手段４１から入力された入力情報と「顔位置ｍ２ｔを基準とした
際の手先位置ｍ４ｔの変動」とからなる「入力パターン」を、ポスチャ・ジェスチャデー
タ記憶部４２Ａに記憶されたポスチャＰ１１～Ｐ１６（図１６参照）及びジェスチャデー
タＪ１１～Ｊ１４（図１７参照）とパターンマッチングさせることにより、対象人物のポ
スチャ又はジェスチャを認識することができる。
【００８０】
（ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例２）
変形例２では、対象人物の手先が入る大きさの判定円Ｅを設定し、手先の面積と判定円の
面積とを比較することにより、顔位置ｍ２ｔと手先位置ｍ４ｔとの相対的な位置関係が類
似している「ポスチャＰ４：ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」（図９（ｄ）参照）と「ジェスチャＪ
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３：ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」（図１０（ｃ）参照）とを区別している。なお、「ポスチャＰ
４：ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」と「ジェスチャＪ３：ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」は、共に手先位置
の高さが顔位置の高さよりも低く、カメラから手先位置までの距離がカメラから顔位置ま
での距離よりも短いため、互いに区別しづらい。
【００８１】
図１８は、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例２について説明するため
のフローチャートである。図１８に示すフローチャートを参照して、まず、ステップＳ７
１では、手位置ｍ３を中心とする判定円（判定領域）Ｅを設定する（図１９参照）。判定
円Ｅの大きさは、判定円Ｅ内に手が入るような大きさに設定される。なお、判定円Ｅの大
きさ（直径）は、撮像画像解析装置２で生成された距離情報を参照して設定される。図１
９の例では、判定円Ｅの直径は２０ｃｍに設定されている。
【００８２】
続いて、ステップＳ７２では、判定円Ｅ内における肌色領域Ｒ２の面積Ｓｈが判定円Ｅの
面積Ｓの１／２以上かどうかを判断する。なお、肌色領域Ｒ２については、撮像画像解析
装置２で生成された肌色領域情報を参照する。ここで、肌色領域Ｒ２の面積Ｓｈが判定円
Ｅの面積Ｓの１／２以上と判断された場合（図１９（ｂ）参照）はステップＳ７３に進み
、肌色領域Ｒ２の面積Ｓｈが判定円Ｅの面積Ｓの１／２以上ではない、即ち１／２よりも
小さいと判断された場合（図１９（ｃ）参照）はステップＳ７４に進む。
【００８３】
ステップＳ７３では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「ジェスチャＪ３
：ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」（図１０（ｃ）参照）であるという判定結果を出力し、処理を終
了する。また、ステップＳ７３では、入力情報に対応するポスチャ又はジェスチャは、「
ポスチャＰ４：ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」（図９（ｄ）参照）であるという判定結果を出力し
、処理を終了する。
【００８４】
以上のようにして、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂは、対象人物の手先が入る大きさ
の判定円Ｅを設定し、判定円Ｅ内における肌色領域Ｒ２の面積Ｓｈと判定円Ｅの面積とを
比較し、手先の面積が判定円の面積の１／２よりも大きい場合は「ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」
であると判定し、手先の面積が判定円の面積の１／２以下である場合は「ＨＡＮＤＳＨＡ
ＫＥ」であると判定することにより、「ジェスチャＪ３：ＣＯＭＥ　ＨＥＲＥ」と「ポス
チャＰ４：ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」とを区別することができる。
【００８５】
（ジェスチャ認識システムＡの動作）
次に、ジェスチャ認識システムＡの動作について図１に示すジェスチャ認識システムＡの
全体構成を示すブロック図と、図２０及び図２１に示すフローチャートを参照して説明す
る。図２０は、ジェスチャ認識システムＡの動作における「撮像画像解析ステップ」と「
輪郭抽出ステップ」を説明するために示すフローチャートであり、図２１は、ジェスチャ
認識システムＡの動作における「顔・手先位置検出ステップ」と「ポスチャ・ジェスチャ
認識ステップ」を説明するために示すフローチャートである。
【００８６】
＜撮像画像解析ステップ＞
図２０に示すフローチャートを参照して、撮像画像解析装置２では、カメラ１ａ，１ｂか
ら撮像画像が入力されると（ステップＳ１０１）、距離情報生成部２１において、撮像画
像から距離情報である距離画像Ｄ１（図３（ａ）参照）を生成し（ステップＳ１０２）、
動き情報生成部２２において、撮像画像から動き情報である差分画像Ｄ２（図３（ｂ）参
照）を生成する（ステップＳ１０３）。また、エッジ情報生成部２３において、撮像画像
からエッジ情報であるエッジ画像Ｄ３（図３（ｃ）参照）を生成し（ステップＳ１０４）
、肌色領域情報生成部２４において、撮像画像から肌色領域情報である肌色領域Ｒ１，Ｒ
２（図３（ｄ）参照）を抽出する（ステップＳ１０５）。
【００８７】
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＜輪郭抽出ステップ＞
引き続き図２０に示すフローチャートを参照して、輪郭抽出装置３では、まず、対象距離
設定部３１において、ステップＳ１０２とステップＳ１０３で生成された距離画像Ｄ１と
差分画像Ｄ２から、対象人物が存在する距離である対象距離を設定する（ステップＳ１０
６）。続いて、対象距離画像生成部３２において、ステップＳ１０４で生成されたエッジ
画像Ｄ３からステップＳ１０６で設定された対象距離に存在する画素を抽出した対象距離
画像Ｄ４（図４（ｂ）参照）を生成する（ステップＳ１０７）。
【００８８】
次に、対象領域設定部３３において、ステップＳ１０７で生成された対象距離画像Ｄ４内
における対象領域Ｔ（図５（ｂ）参照）を設定する（ステップＳ１０８）。そして、輪郭
抽出部３４において、ステップＳ１０８で設定された対象領域Ｔ内から、対象人物Ｃの輪
郭Ｏ（図５（ｃ）参照）を抽出する（ステップＳ１０９）。
【００８９】
＜顔・手先位置検出ステップ＞
図２１に示すフローチャートを参照して、ジェスチャ認識装置４の顔・手先位置検出手段
４１では、まず、頭位置検出部４１Ａにおいて、ステップＳ１０９で生成された輪郭情報
に基づいて、対象人物Ｃの頭頂部位置ｍ１（図７（ａ）参照）を検出する（ステップＳ１
１０）。
【００９０】
続いて、顔位置検出部４１Ｂにおいて、ステップＳ１１０で検出された頭頂部位置ｍ１と
、ステップＳ１０５で生成された肌色領域情報とに基づいて、「画像上における顔位置ｍ
２」（図７（ｂ）参照）を検出し、検出された「画像上における顔位置ｍ２（Ｘｆ，Ｙｆ
）」から、ステップＳ１０２で生成された距離情報を参照して、「実空間上における顔位
置ｍ２ｔ（Ｘｆｔ，Ｙｆｔ，Ｚｆｔ）」を求める（ステップＳ１１１）。
【００９１】
次に、手位置検出部４１Ｃにおいて、ステップＳ１１１で検出された「画像上における顔
位置ｍ２」から、「画像上における手位置ｍ３」（図８（ａ）参照）を検出する（ステッ
プＳ１１２）。
【００９２】
そして、手先位置検出部４１Ｄにおいて、顔位置検出部４１Ｂで検出された「画像上にお
ける顔位置ｍ２」と、手位置検出部４１Ｃで検出された手位置ｍ３とに基づいて、「画像
上における手先位置ｍ４」（図８（ｂ）参照）を検出し、検出された「画像上における手
先位置ｍ４（Ｘｈ，Ｙｈ）」から、ステップＳ１０２で生成された距離情報を参照して、
「実空間上における手先位置ｍ４ｔ（Ｘｈｔ，Ｙｈｔ，Ｚｈｔ）」を求める（ステップＳ
１１３）。
【００９３】
＜ポスチャ・ジェスチャ認識ステップ＞
　引き続き図１８に示すフローチャートを参照して、ジェスチャ認識装置４のポスチャ・
ジェスチャ認識手段４２では、ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂにおいて、ステップＳ
１１１及びステップＳ１１３で求められた「実空間上における顔位置ｍ２ｔ（Ｘｆｔ，Ｙ
ｆｔ，Ｚｆｔ）」と「実空間上における手先位置ｍ４ｔ（Ｘｈｔ，Ｙｈｔ，Ｚｈｔ）」と
から、「顔位置ｍ２ｔと手先位置ｍ４ｔとの相対的な位置関係」及び「顔位置ｍ２ｔを基
準とした際の手先位置ｍ４ｔの変動」を検出し、その検出結果と、ポスチャ・ジェスチャ
データ記憶部４２Ａに記憶されたポスチャＰ１～Ｐ６（図９参照）及びジェスチャデータ
Ｊ１～Ｊ４（図１０参照）とを比較することにより、対象人物のポスチャ又はジェスチャ
を認識する（ステップＳ１１４）。ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂにおけるポスチャ
又はジェスチャの認識方法の詳細については、前記したのでここでは省略する。
【００９４】
以上、ジェスチャ認識システムＡについて説明したが、このジェスチャ認識システムＡに
含まれるジェスチャ認識装置４は、コンピュータにおいて各手段を各機能プログラムとし
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て実現することも可能であり、各機能プログラムを結合してジェスチャ認識プログラムと
して動作させることも可能である。
【００９５】
また、このジェスチャ認識システムＡは、例えば自律ロボットに適用することができる。
その場合、自律ロボットは、例えば人が手を差し出すとそのポスチャ「ポスチャＰ４：Ｈ
ＡＮＤＳＨＡＫＥ」（図９（ｄ）参照）と認識することや、人が手を振るとそのジェスチ
ャを「ジェスチャＪ１：ＨＡＮＤ　ＳＷＩＮＧ」（図１０（ａ）参照）と認識することが
可能となる。
【００９６】
なお、ポスチャやジェスチャによる指示は、音声による指示と比べて、周囲の騒音により
左右されない、音声が届かないような状況でも指示が可能である、言葉では表現が難しい
（又は冗長になる）指示を簡潔に行うことができる、という利点がある。
【００９７】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によれば、対象人物のジェスチャを認識する際に、
特徴点（対象人物の動きの特徴を示す点）を一々検出する必要が無いため、ポスチャ認識
処理又はジェスチャ認識処理に要する計算量を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ジェスチャ認識システムＡの全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示したジェスチャ認識システムＡに含まれる撮像画像解析装置２と輪郭抽
出装置３の構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は距離画像Ｄ１、（ｂ）は差分画像Ｄ２、（ｃ）はエッジ画像Ｄ３、（ｄ
）は肌色領域Ｒ１，Ｒ２を示す図である。
【図４】対象距離を設定する方法を説明するための図である。
【図５】対象領域Ｔを設定する方法と、対象領域Ｔ内から対象人物Ｃの輪郭Ｏを抽出する
方法を説明するための図である。
【図６】図１に示したジェスチャ認識システムＡに含まれるジェスチャ認識装置４の構成
を示すブロック図である。
【図７】（ａ）は頭頂部位置ｍ１の検出方法を説明するための図であり、（ｂ）は顔位置
ｍ２の検出方法を説明するための図である。
【図８】（ａ）は手位置ｍ３の検出方法を説明するための図であり、（ｂ）は手先位置ｍ
４の検出方法を説明するための図である。
【図９】ポスチャデータＰ１～Ｐ６を示す図である。
【図１０】ジェスチャデータＪ１～Ｊ４を示す図である。
【図１１】ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の概略を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１２】図１１に示したフローチャートにおける「ステップＳ１：ポスチャ認識処理」
について説明するためのフローチャートである。
【図１３】図１１に示したフローチャートにおける「ステップＳ４：ポスチャ・ジェスチ
ャ認識処理」について説明するための第１のフローチャートである。
【図１４】図１１に示したフローチャートにおける「ステップＳ４：ポスチャ・ジェスチ
ャ認識処理」について説明するための第２のフローチャートである。
【図１５】ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例１について説明するため
のフローチャートである。
【図１６】ポスチャデータＰ１１～Ｐ１６を示す図である。
【図１７】ジェスチャデータＪ１１～Ｊ１４を示す図である。
【図１８】ポスチャ・ジェスチャ認識部４２Ｂでの処理の変形例２について説明するため
のフローチャートである。
【図１９】（ａ）は判定円Ｅの設定方法を説明するための図である。また、（ｂ）は肌色
領域Ｒ２の面積Ｓｈが判定円Ｅの面積Ｓの１／２よりも大きい場合を示す図であり、（ｃ
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）は肌色領域Ｒ２の面積Ｓｈが判定円Ｅの面積Ｓの１／２以下である場合を示す図である
。
【図２０】ジェスチャ認識システムＡの動作における「撮像画像解析ステップ」と「輪郭
抽出ステップ」を説明するために示すフローチャートである。
【図２１】ジェスチャ認識システムＡの動作における「顔・手先位置検出ステップ」と「
ポスチャ・ジェスチャ認識ステップ」を説明するために示すフローチャートである。
【符号の説明】
Ａ ジェスチャ認識システム
１ カメラ
２ 撮像画像解析装置
３ 輪郭抽出装置
４ ジェスチャ認識装置
４１ 顔・手先位置検出手段
４１Ａ 頭位置検出部
４１Ｂ 顔位置検出部
４１Ｃ 手位置検出部
４１Ｄ 手先位置検出部
４２ ポスチャ・ジェスチャ認識手段
４２Ａ ポスチャ・ジェスチャデータ記憶部
４２Ｂ ポスチャ・ジェスチャ認識部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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