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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下のステップを含むコンピュータ実装方法：
　コンピュータ装置のユーザの手の画像の時系列を得るステップであって、前記手が、手
の追跡を可能にするパターンに構造化された光で投射されるステップ、ただし、前記構造
化された光のパターンは、第１方向の連続的特徴及び第２方向の非連続的特徴を含む、
　前記第１方向に沿って手から反射される光の強度プロファイルの変化に基づいて、前記
連続的特徴のセグメント化を検出するステップ、
　手の少なくとも一部による連続的特徴のセグメント化によって生じる連続的特徴のセグ
メントの少なくとも１つのクラスタを、前記構造化された光のパターンにおいて識別し、
そして前記連続的特徴のセグメントの少なくとも１つのクラスタを追跡することによって
、前記画像を使用して手の動きを追跡するステップ、
　コンピュータ装置のディスプレイに、手を表わす第１画像と、コンピュータ装置上で実
行されるコンピュータアプリケーションのオブジェクトを表わす第２画像とを提示するス
テップ、
　手の追跡された動きに呼応して第１画像を動かすステップ、
　コンピュータ装置のディプレイ上の第２画像に対する第１画像によって表わされる第１
画像と第２画像の間の相互作用を検知するステップ、及び
　検知された相互作用に基づいてコンピュータアプリケーションの機能性を呼び出すステ
ップ。
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【請求項２】
　前記第１方向の連続的特徴は、互いに実質的に平行に配列された複数の縞を含み、前記
第２方向は、前記第１方向に対して垂直である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記手の動きを追跡するステップは、二次元ビデオデータを使用することを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記構造化された光のパターンは、手の指及び手の掌によるパターンの歪みに基づいて
、二次元ビデオデータにおける手の指及び手の掌の動きを追跡することを可能にする、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記手の動きを追跡するステップは、少なくとも１つの追跡されたクラスタ内の前記連
続的特徴のセグメントの数の変化を検知することによって、手の少なくとも一部の深度移
動を識別することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記構造化された光のパターンは、グリッドパターンを含み、前記方法は、グリッドパ
ターンを有する構造化された光を手に投射することによって手の動きにおける予め定めら
れたジェスチャを検知することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　以下のものを含む装置：
　コンピュータ装置のユーザの手に、手の追跡を可能にするパターンに構造化された光を
投射するように構成された投光器、ただし、前記構造化された光のパターンは、第１方向
の連続的特徴及び第２方向の非連続的特徴を含む、
　構造化された光のパターンで投射された手の画像を取得することによって、手の画像の
時系列を取得するように構成されたカメラ、
　前記カメラに関連付けられた手追跡器であって、前記第１方向に沿って手から反射され
る光の強度プロファイルの変化に基づいて、前記連続的特徴のセグメント化を検出するよ
うに構成された手追跡器、ただし、前記手追跡器は、手の少なくとも一部による連続的特
徴のセグメント化によって生じる連続的特徴のセグメントの少なくとも１つのクラスタを
、前記構造化された光のパターンにおいて識別し、そして前記連続的特徴のセグメントの
少なくとも１つのクラスタを追跡することによって、前記画像を使用して手の動きを追跡
するようにさらに構成されている、
　前記手追跡器に関連付けられた画像提示器であって、コンピュータ装置のディスプレイ
に、手を表わす第１画像と、コンピュータ装置上で実行されるコンピュータアプリケーシ
ョンのオブジェクトを表わす第２画像とを提示するように構成された画像提示器、及び
　前記画像提示器に関連付けられたコンピュータ制御器であって、手の追跡された動きに
呼応して第１画像を動かすように構成され、さらにコンピュータ装置のディプレイ上の第
２画像に対する第１画像によって表わされる第１画像と第２画像の間の相互作用を検知し
、検知された相互作用に基づいてコンピュータアプリケーションの機能性を呼び出すよう
に構成されたコンピュータ制御器。
【請求項８】
　前記第１方向の連続的特徴は、互いに実質的に平行に配列された複数の縞を含み、前記
第２方向は、前記第１方向に対して垂直である、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記手追跡器は、手の動きを追跡するために、二次元ビデオデータを使用するようにさ
らに構成されている、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記構造化された光のパターンは、二次元ビデオデータにおける手の指の動きを追跡す
ることを可能にする、請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
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　前記構造化された光のパターンは、手の指及び手の掌によるパターンの歪みに基づいて
、二次元ビデオデータにおける手の指及び手の掌の動きを追跡することを可能にする、請
求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　前記手追跡器は、少なくとも１つの追跡されたクラスタ内の前記連続的特徴のセグメン
トの数の変化を検知することによって、手の少なくとも一部の深度移動を識別するように
さらに構成されている、請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　前記カメラは、構造化された光のパターンで投射された手の画像を取得することによっ
て第１画像を取得するようにさらに構成されている、請求項７に記載の装置。
【請求項１４】
　前記投光器はコンピュータ装置から遠隔位置にある、請求項７に記載の装置。
【請求項１５】
　前記カメラはコンピュータ装置から遠隔位置にある、請求項７に記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置は、前記手追跡器に関連付けられ、かつグリッドパターンを有する構造化され
た光を手に投射することによって、追跡された手の動きの中で予め定められたジェスチャ
を検知するように構成されたジェスチャ認識器をさらに含み、前記コンピュータ制御器は
、検知されたジェスチャに対し予め定められた方法でコンピュータ装置を制御するように
さらに構成されている、請求項７に記載の装置。
【請求項１７】
　前記画像提示器は、予め定められたジェスチャを検知すると、第１画像を予め定められ
た位置に位置合せするように；又は予め定められたジェスチャを検知すると、第１画像の
サイズを変更するように；又は予め定められたジェスチャを検知すると、第２画像のサイ
ズを変更するようにさらに構成されている、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記コンピュータ制御器は、携帯電話機の一部であるか、又は自動車に据え付けられる
装置の一部であるか、又は楽器の一部である、請求項７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記手追跡器は、コンピュータ装置から遠隔位置にある、請求項７に記載の装置。
【請求項２０】
　以下のステップを実行するためのコンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ可
読媒体：
　コンピュータ装置のユーザの手の画像の時系列を得るステップであって、前記手が、手
の追跡を可能にするパターンに構造化された光で投射されるステップ、ただし、前記構造
化された光のパターンは、第１方向の連続的特徴及び第２方向の非連続的特徴を含む、
　前記第１方向に沿って手から反射される光の強度プロファイルの変化に基づいて、前記
連続的特徴のセグメント化を検出するステップ、
　手の少なくとも一部による連続的特徴のセグメント化によって生じる連続的特徴のセグ
メントの少なくとも１つのクラスタを、前記構造化された光のパターンにおいて識別し、
そして前記連続的特徴のセグメントの少なくとも１つのクラスタを追跡することによって
、前記画像を使用して手の動きを追跡するステップ、
　コンピュータ装置のディスプレイに、手を表わす第１画像と、コンピュータ装置上で実
行されるコンピュータアプリケーションのオブジェクトを表わす第２画像とを提示するス
テップ、
　手の追跡された動きに呼応して第１画像を動かすステップ、
　コンピュータ装置のディプレイ上の第２画像に対する第１画像によって表わされる第１
画像と第２画像の間の相互作用を検知するステップ、及び
　検知された相互作用に基づいてコンピュータアプリケーションの機能性を呼び出すステ
ップ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ装置の制御に関し、さらに詳しくは、しかし排他的にではなく
、コンピュータ装置の遠隔制御のためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、コンピュータ装置の遠隔制御に使用される多種多様の方法が存在する。
【０００３】
　現在使用されている方法の幾つかは、コンピュータユーザが、ユーザの腕または脚のよ
うな１つ以上の身体部分を使用して、予め定められたジェスチャによりコンピュータ装置
を制御することを可能にする。
【０００４】
　現在使用されている方法では、ジェスチャの離散的セットが定義される。ひとたびユー
ザの身体部分が予め定められた位置に整列したように見えると、ジェスチャが検知される
。その結果、コンピュータ装置が予め定められた機能を実行する。
【０００５】
　現在の方法では、各ジェスチャは、ひとたび検知されると、特定のジェスチャに対して
予め定められたコンピュータ動作を起動させる。現在の方法は典型的に、初期設定段階を
含む。設定段階で、ジェスチャの離散的セットおよびセットにおける特定の各ジェスチャ
に対するコンピュータ機能が定義される。
【０００６】
　ジェスチャは、現在使用されている種々の方法を介して検知することができる。
【０００７】
　例えば、現在の方法の幾つかは、デジタル・ビデオ・ストリームからの通常の画像解析
を含む。ビデオ画像を解析して、優勢な身体部分の位置および姿勢を検知する。身体部分
が予め定められた位置に位置合せされていると、予め定められた機能がコンピュータ装置
によって実行される。
【０００８】
　通常の画像解析方法では、身体部分の検知は、ビデオ画像の各画素の解析によって実行
される。画素は、当該画素の色値と当該画素に近接する他の画素の色値との間で行なわれ
る比較によって解析される。すなわち、通常の画像解析方法は、身体部分と背景物体との
間の色の有意差に依存する。
【０００９】
　現在使用されている他の方法は、計算量が過大になる三次元深度マップの計算に基づく
。
【００１０】
　深度マップとは、深度カメラの前に位置する物体の部分までの距離を各画素に保持する
画像である。
【００１１】
　三次元深度マップにより、ユーザの手の位置を抽出することは、手が典型的にはユーザ
の身体の残部の前に位置するので、比較的容易であることが判明するであろう。したがっ
て、特定の距離を越える距離に位置する三次元マップの部分は放棄してもよい。
【００１２】
　深度マップは種々の方法を用いて計算することができる。例えば立体視法では、２つ以
上のカメラを使用してユーザの身体の画像を取得する。カメラから取得された物体の画像
を比較かつ解析して、ユーザの身体の表面上の各点の深さ位置の三次元データを生成し、
こうして深度マップを作成する。
【００１３】
　陰影からの形状復元（ｓｈａｐｅ　ｆｒｏｍ　ｓｈａｄｉｎｇ）法では、ユーザの身体
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は幾つかの方向から照明される。
【００１４】
　身体の影を比較かつ解析して、ユーザの身体の表面上の各点の位置の三次元データを生
成し、こうして深度マップを作成する。
【発明の概要】
【００１５】
　本発明の第１態様では、コンピュータ装置の遠隔手制御のための装置であって、コンピ
ュータ装置のユーザの手の動きを追跡するように構成された手追跡器と、手追跡器に関連
付けられ、手を表わす第１画像および第２画像をユーザに提示し、かつ追跡された動きに
従って第１画像を動かすように構成された画像提示器と、画像提示器に関連付けられ、第
１画像と第２画像との間の相互作用に応じてコンピュータ装置を制御するように構成され
、それによって、第１画像および第２画像を相互作用させるように手を動かすことにより
、ユーザがコンピュータ装置を制御することを可能にするコンピュータ制御器とを備えた
装置を提供する。
【００１６】
　本発明の第２態様では、コンピュータ装置の遠隔手制御のためのコンピュータ実装方法
であって、コンピュータ装置が実行するようにプログラムされたステップを含み、該ステ
ップがコンピュータ装置のユーザの手の動きを追跡するステップと、手を表わす第１画像
および第２画像をユーザに提示し、かつ追跡された動きに呼応して第１画像を動かすステ
ップと、第１画像と第２画像との間の相互作用に従ってコンピュータ装置を制御し、それ
によって、第１画像および第２画像を相互作用させるように手を動かすことにより、ユー
ザがコンピュータ装置を制御することを可能にするステップとを含む、方法を提供する。
【００１７】
　本発明の第３態様では、コンピュータ装置の遠隔手制御のためのステップを実行するた
めのコンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ可読媒体であって、該ステップが
コンピュータ装置のユーザの手の動きを追跡するステップと、手を表わす第１画像および
第２画像をユーザに提示し、かつ追跡された動きに呼応して第１画像を動かすステップと
、第１画像と第２画像との間の相互作用に従ってコンピュータ装置を制御し、それによっ
て、第１画像および第２画像を相互作用させるように手を動かすことにより、ユーザがコ
ンピュータ装置を制御することを可能にするステップとを含む、コンピュータ可読媒体を
提供する。
　具体的には、本願発明によれば、以下の（１）～（３４）の構成が提供される。
（１）コンピュータ装置の遠隔手制御のための装置であって、
　コンピュータ装置のユーザの手の動きを追跡するように構成された手追跡器と、
　前記手追跡器に関連付けられ、手を表わす第１画像および第２画像をユーザに提示し、
かつ追跡された動きに従って第１画像を動かすように構成された画像提示器と、
　前記画像提示器に関連付けられ、第１画像と第２画像との間の相互作用に応じてコンピ
ュータ装置を制御するように構成され、それによって、第１画像および第２画像を前記相
互作用させるように手を動かすことにより、ユーザがコンピュータ装置を制御することを
可能にするコンピュータ制御器と
を備えた装置。
（２）前記手追跡器はさらに、手の動きを追跡するために、二次元ビデオデータを使用す
るように構成される、（１）に記載の装置。
（３）前記手追跡器はさらに、手に投射される光パターンの連続的特徴のセグメント化を
検知することによって動きを追跡するように構成され、光パターンは、第１方向の前記連
続的特徴、および第１方向に対し実質的に垂直な方向の非連続的特徴を有する、（１）に
記載の装置。
（４）光パターンは、互いに実質的に平行に配列された複数の縞を含み、前記手追跡器は
さらに、光パターンにおいて、手のそれぞれの指による縞のセグメント化によって生じる
縞セグメントの少なくとも１つのクラスタを識別し、指による縞のセグメント化によって
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生じる縞セグメントのクラスタを追跡することによって指の動きを追跡するように構成さ
れる、（３）に記載の装置。
（５）前記手追跡器はさらに、追跡されたクラスタ内の縞のセグメントの数の変化を検知
することによって、指の深度移動を識別するように構成される、（４）に記載の装置。
（６）光パターンは、互いに実質的に平行に配列された複数の縞を含み、前記手追跡器は
さらに、光パターンにおいて、手の掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメン
トの少なくとも１つのクラスタを識別し、掌による縞のセグメント化によって生じる縞セ
グメントのクラスタを追跡することによって手の動きを追跡するように構成される、（３
）に記載の装置。
（７）前記手追跡器はさらに、手に投射される光パターンの連続的特徴に沿ったノーテー
ションの位置のずれを検知することによって動きを追跡するように構成される、（１）に
記載の装置。
（８）第１方向に連続的特徴を有し、かつ第１方向に対し実質的に垂直な方向に非連続的
特徴を有する光パターンを手の上に投射するように構成された投光器と、
　前記手追跡器に関連付けられ、光パターンを投射された手の画像を取得することにより
第一画像を取得するように構成されたカメラと
を備えた、（１）に記載の装置。
（９）前記投光器はコンピュータ装置から遠隔位置にある、（８）に記載の装置。
（１０）前記カメラはコンピュータ装置から遠隔位置にある、（８）に記載の装置。
（１１）前記投光器は、光ビームを放出するように構成された光源と、
　光パターンを生成するために、光ビームを修正するように構成された微細構造素子と
を備えた、（８）に記載の装置。
（１２）前記微細構造素子はさらに、光ビームを、光ビームに沿って変化する断面強度プ
ロファイルを有する光ビームに変換するように構成される、（１１）に記載の装置。
（１３）前記手追跡器に関連付けられ、追跡された手の動きの中で予め定められたジェス
チャを検知するように構成されたジェスチャ認識器をさらに含み、前記コンピュータ制御
器はさらに、検知されたジェスチャに対し予め定められた方法でコンピュータ装置を制御
するように構成される、（１）に記載の装置。
（１４）前記画像提示器はさらに、予め定められたジェスチャを検知すると、第１画像を
予め定められた位置に位置合せするように構成される、（１３）に記載の装置。
（１５）前記画像提示器はさらに、予め定められたジェスチャを検知すると、第１画像の
サイズを変更するように構成される、（１３）に記載の装置。
（１６）前記画像提示器はさらに、予め定められたジェスチャを検知すると、第２画像の
サイズを変更するように構成される、（１３）に記載の装置。
（１７）前記コンピュータ制御器は、携帯電話機の一部である、（１）に記載の装置。
（１８）前記コンピュータ制御器は、自動車に据え付けられる装置の一部である、（１）
に記載の装置。
（１９）前記コンピュータ制御器は、楽器の一部である、（１）に記載の装置。
（２０）前記手追跡器は、コンピュータ装置から遠隔位置にある、（１）に記載の装置。
（２１）第２画像は、コンピュータ入力装置を表わす、（１）に記載の装置。
（２２）コンピュータ装置の遠隔手制御のためのコンピュータ実装方法であって、コンピ
ュータ装置が実行するようにプログラムされたステップを含み、該ステップが
　ａ）コンピュータ装置のユーザの手の動きを追跡するステップと、
　ｂ）手を表わす第１画像および第２画像をユーザに提示し、かつ追跡された動きに呼応
して第１画像を動かすステップと、
　ｃ）第１画像と第２画像との間の相互作用に従ってコンピュータ装置を制御し、それに
よって、第１画像および第２画像を相互作用させるように手を動かすことにより、ユーザ
がコンピュータ装置を制御することを可能にするステップと
を含む、方法
（２３）手の動きの前記追跡は、二次元ビデオデータを用いて実行される、（２２）に記
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載の方法。
（２４）手の動きの前記追跡はさらに、手に投射された光パターンの連続的特徴のセグメ
ント化を検知することを含み、光パターンは、第１方向に前記連続的特徴を有し、第１方
向に対して実質的に垂直な方向に非連続的特徴を有する、（２２）に記載の方法。
（２５）光パターンは、互いに実質的に平行に配列された複数の縞を含み、方法はさらに
、光パターンにおいて、手のそれぞれの指による縞のセグメント化によって生じる縞セグ
メントの少なくとも１つのクラスタを識別し、指による縞のセグメント化によって生じる
縞セグメントのクラスタを追跡することによって指の動きを追跡することを含む、（２４
）に記載の方法。
（２６）追跡されたクラスタ内の縞のセグメントの数の変化を検知することによって、指
の深度移動を識別することをさらに含む、（２５）に記載の方法。
（２７）光パターンは、互いに実質的に平行に配列された複数の縞を含み、方法はさらに
、光パターンにおいて、手の掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントの少
なくとも１つのクラスタを識別し、掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメン
トのクラスタを追跡することによって手の動きを追跡することを含む、（２４）に記載の
方法。
（２８）手の動きの前記追跡は、手に投射された光パターンの連続的特徴に沿ったノーテ
ーションの位置のずれを検知することをさらに含む、（２２）に記載の方法。
（２９）追跡された手の動きの中で、予め定められたジェスチャを検知し、検知されたジ
ェスチャに対して予め定められた方法でコンピュータ装置を制御することをさらに含む、
（２２）に記載の方法。
（３０）予め定められたジェスチャが検知されると、第１画像を予め定められた位置に位
置合せすることをさらに含む、（２９）に記載の方法。
（３１）予め定められたジェスチャが検知されると、第１画像のサイズを変更することを
さらに含む、（２９）に記載の方法。
（３２）予め定められたジェスチャが検知されると、第２画像のサイズを変更することを
さらに含む、（２９）に記載の方法。
（３３）第２画像は、コンピュータ入力装置を表わす、（２２）に記載の方法。
（３４）コンピュータ装置の遠隔手制御のためのステップを実行するためのコンピュータ
実行可能命令を格納するコンピュータ可読媒体であって、該ステップが
　ａ）コンピュータ装置のユーザの手の動きを追跡するステップと、
　ｂ）手を表わす第１画像および第２画像をユーザに提示し、かつ追跡された動きに呼応
して第１画像を動かすステップと、
　ｃ）第１画像と第２画像との間の相互作用に従ってコンピュータ装置を制御し、それに
よって、第１画像および第２画像を相互作用させるように手を動かすことにより、ユーザ
がコンピュータ装置を制御することを可能にするステップと
を含む、コンピュータ可読媒体。
【００１８】
　別途定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術的用語および／または科学
的用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を有
する。本明細書で与えられる材料、方法および実施例は例示にすぎず、限定であることは
意図されない。
【００１９】
　本発明の方法およびシステムを実行することは、特定の選択されたタスクまたはステッ
プを、手動操作で、自動的にまたはそれらを組み合わせて実行または完了することを含ん
でいる。さらに、本発明の方法およびシステムの好ましい実施形態の実際の機器や装置に
よって、いくつもの選択されたステップを、ハードウェアによって、またはソフトウェア
によって、ファームウェアのオペレーティングシステムまたはそれらの組合せで実行でき
る。
【００２０】
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　例えば、ハードウェアとして、本発明の選択されたステップは、チップまたは回路とし
て実施されることができる。ソフトウェアとして、本発明の選択されたステップは、コン
ピュータが適切なオペレーティングシステムを使って実行する複数のソフトウェアの命令
として実施されることができる。いかなる場合においても、本発明の方法およびシステム
の選択されたステップは、データプロセッサ、例えば複数の命令を実行する計算プラット
フォームで実行されるものとして記載されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本明細書では本発明のいくつかの実施形態を単に例示し図面を参照して説明する。特に
詳細に図面を参照して、示されている詳細が例示として本発明の好ましい実施態様を例示
考察することだけを目的としており、本発明の原理や概念の側面の最も有用でかつ容易に
理解される説明であると考えられるものを提供するために提示していることを強調するも
のである。図面について行う説明によって本発明のいくつもの形態を実施する方法は当業
者には明らかになるであろう。
【００２２】
【図１】図１は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御のため
の装置を模式的に示すブロック図である。
【００２３】
【図２】図２は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御のため
の方法を示すフローチャートである。
【００２４】
【図３】図３は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御のステ
ップを実行するためのコンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ可読媒体を模式
的に示すブロック図である。
【００２５】
【図４】図４は、本発明の例示的実施形態に係る、光パターンを投射された手を示す模式
図である。
【００２６】
【図５】図５は、本発明の例示的実施形態に係る、強度ノーテーションを有する光パター
ンを投射された手を示す模式図である。
【００２７】
【図６】図６は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータキーボードの画像を用い
るコンピュータ装置の遠隔手制御を模式的に示すブロック図である。
【００２８】
【図７】図７は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御のため
の第１ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【００２９】
【図８】図８は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御のため
の第２ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【００３０】
【図９】図９は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御のため
の第３ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【００３１】
【図１０】図１０は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御の
ための第４ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【００３２】
【図１１】図１１は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置の遠隔手制御の
ためのシステムを模式的に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
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　本発明の実施形態は、コンピュータ装置の遠隔手制御のため装置および方法を含む。
【００３４】
　本発明の例示的実施形態では、コンピュータ装置のユーザの手の動きが連続的に追跡さ
れる。
【００３５】
　ユーザに対し、手を表わす第１画像、および第２画像が提示される。
【００３６】
　第１画像は、スクリーン上に提示されるユーザの手の完全かつ正確な動画像とすること
ができる。代替的に、第１画像はむしろ、手の指先の位置を表わす５つのカーソルから構
成される。第１画像はまた、以下でさらに詳述するように、第２画像に対する指（すなわ
ち人差し指から小指までの指、親指、または両方）の位置についてのユーザ情報をもたら
す、いずれかの他の視覚的外観とすることもできる。
【００３７】
　ユーザがその手（またはその人差し指から小指までの指もしくは親指だけ）を動かすと
、第１画像は追跡された動きに呼応して動く。すなわち、第１画像の動きはユーザの手の
動きと相関する。ユーザがその手を左に動かすと、第１画像は左に動く。ユーザがその指
の１本を屈曲すると、第１画像も指を屈曲する（またはそれに応じて指の先の位置を表わ
すカーソルを動かす）などする。
【００３８】
　任意選択的に、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブページ
のような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（Ｇ
ＵＩ）である。
【００３９】
　コンピュータ装置は、あたかも第１画像がユーザ自身の手であり、かつ第２画像が、タ
ッチスクリーンにユーザ自身の指をタッチすることによって、ユーザがＧＵＩのメニュー
、ボタン等と対話することを可能にするタッチスクリーンに提示されるＧＵＩであるかの
ように、第１画像と第２画像との間の相互作用に従って制御される。
【００４０】
　すなわち、第１画像および第２画像を相互作用させるために、ユーザの手または指を動
かすことによって、ユーザはコンピュータ装置を制御することが可能になる。
【００４１】
　任意選択的に、第２画像はむしろ、コンピュータ入力装置（例えば、当業界で公知の通
り、コンピュータキーボード、コンピュータマウス、ジョイスティック等）を表わす画像
である。
【００４２】
　コンピュータ装置は、あたかも画像内の手がユーザ自身の手であり、かつ第２画像が、
コンピュータ装置に接続された、任意の標準的周辺コンピュータ装置（例えばキーボード
、ジョイスティック等）のような実際のコンピュータ入力装置であるかのように、第１画
像と第２画像との間の相互作用に従って制御される。ユーザはこのようにして、第１画像
および第２画像を相互作用させるようにユーザの手を動かすことによって、コンピュータ
装置を制御することが可能になる。
【００４３】
　したがって、ユーザの手の動きによるコンピュータ装置の遠隔制御は、（特定のジェス
チャを定義することもできるが）特定のジェスチャの予め定められたセットに限定された
インタフェースというよりむしろ連続ユーザインタフェースに基づく。
こともできるが）。
【００４４】
　一実施例では、ユーザがその手を動かすと、第１画像がコンピュータキーボードの画像
上で動き、ユーザがその指をタイピング動作するように動かすと、以下でさらに詳述する
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通り、コンピュータ装置は、あたかもユーザが実際のキーボードを用いてタイピングした
かのように応答する。
【００４５】
　本発明の例示的実施形態に係る装置および方法の原理および動作は、図面および関連す
る説明を参照することによって、理解を深めることができる。
【００４６】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳しく説明する前に、本発明は、その適用におい
て、下記の説明に示されるか、または図面において例示される構成要素の構成および配置
の細部に必ずしも限定されないことを理解しなければならない。
【００４７】
　本発明は他の実施形態が可能であり、あるいは様々なやり方で実施もしくは実行するこ
とができる。また、本書で使用する表現および専門用語は説明を目的とするものであって
、限定とみなすべきではないことを理解されたい。
【００４８】
　ここで図１を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置
の遠隔手制御のための装置を模式的に示すブロック図である。
【００４９】
　装置１０００はコンピュータ装置上に実装することができ、コンピュータ装置はデスク
トップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、携帯電話機等である。装置１０００は
また、コンピュータ装置に接続可能な装置、例えばコンピュータ装置と連絡するコンピュ
ータプロセッサを持つユニットに実装することもできる。さらに、装置１０００はソフト
ウェアとして、ハードウェアとして、またはソフトウェアおよびハードウェアの組合せと
して実装することができる。
【００５０】
　装置１０００は手追跡器１１０を含む。
【００５１】
　手追跡器１１０は、以下でさらに詳述する通り、例えば指および親指の微細な動きを追
跡するのに有用なパターンに構造化された光を投射された手の画像を用いて、コンピュー
タ装置のユーザの手の動きを追跡する。
【００５２】
　任意選択的に、手追跡器１１０は、以下でさらに詳述する通り、コンピュータ装置から
遠隔位置にある。
【００５３】
　装置１０００はさらに、手追跡器１１０と連絡する画像提示器１２０を含む。
【００５４】
　画像提示器１２０は、手を表わす第１画像、および第２画像を提示する。
【００５５】
　任意選択的に、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブページ
のような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（Ｇ
ＵＩ）である。
【００５６】
　任意選択的に、第２画像は、以下でさらに詳述する通り、むしろコンピュータ入力装置
、例えばコンピュータマウスまたはコンピュータキーボードを表わす。
【００５７】
　任意選択的に、第２画像は別のグラフィカルオブジェクト、ピクチャ等である。
【００５８】
　第１画像は、スクリーン上に提示されるユーザの手の完全かつ正確な動画像とすること
ができる。代替的に、第１画像はむしろ、手の指先の位置を表わす５つのカーソルから構
成される。第１画像はまた、第２画像に対する指（すなわち人差し指から小指までの指、
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親指、または両方）の位置についてのユーザ情報をもたらす、いずれかの他の視覚的外観
とすることもできる。
【００５９】
　画像提示器１２０はさらに、以下でさらに詳述する通り、手追跡器１１０によって追跡
されるユーザの手の動きに呼応して第１画像を動かす。
【００６０】
　装置１０００はさらに、画像提示器１２０と連絡するコンピュータ制御器１３０を含む
。
【００６１】
　任意選択的に、コンピュータ制御器１３０は、以下でさらに詳述する通り、デスクトッ
プコンピュータ、ラップトップコンピュータ等の一部である。
【００６２】
　任意選択的に、コンピュータ制御器１３０は、以下でさらに詳述する通り、自動車に据
え付けられる装置の一部である。
【００６３】
　任意選択的に、コンピュータ制御器１３０は、以下でさらに詳述する通り、携帯電話機
（例えばスマートフォン）の一部である。
【００６４】
　コンピュータ制御器１３０は、第１画像と第２画像との間の相互作用に従ってコンピュ
ータ装置を制御する。したがって、コンピュータ制御器１３０は、以下でさらに詳述する
通り、第１画像および第２画像を相互作用させるように手を動かすことによって、ユーザ
がコンピュータ装置を制御することを可能にする。
【００６５】
　一実施例では、ユーザがその手を動かすと、画像提示器１２０がコンピュータキーボー
ドの画像上で第１画像を動かす。ユーザが指をタイピング動作するように動かすと、コン
ピュータ制御器１３０はコンピュータ装置を制御し、以下でさらに詳述する通り、あたか
もユーザが実際のキーボードを用いてタイピングしたかのように、コンピュータ装置に応
答させる。
【００６６】
　第２実施例では、ユーザがその手を動かすと、画像提示器１２０がコンピュータマウス
の画像上で第１画像を動かす。ユーザがその指をクリック動作するように動かすと、第１
画像の指は、手の動作の動きに正確に相関してクリック動作するように動く。その結果と
して、コンピュータ装置は、コンピュータマウスの画像に対する第１画像の位置に従って
（すなわち、第１画像の指が画像内のコンピュータマウスのボタン上に位置する状態で）
、あたかもユーザが実際のコンピュータマウスのボタンの１つをクリックしたかのように
応答する。
【００６７】
　第３実施例では、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブペー
ジのような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（
ＧＵＩ）である。
【００６８】
　コンピュータ制御器１３０は、第１画像と第２画像との間の相互作用に従って、コンピ
ュータ装置を制御する。コンピュータ装置は、あたかも第１画像がユーザ自身の手であり
、かつ第２画像が、タッチスクリーンにその指をタッチすることによって、ユーザがＧＵ
Ｉのメニュー、ボタン等と対話することを可能にするタッチスクリーン上に提示されるＧ
ＵＩであるかのように、制御される。
【００６９】
　任意選択的に、手追跡器１１０は、以下でさらに詳述する通り、手の動きを追跡するた
めに、二次元ビデオデータ、例えば手追跡器１１０に接続されたカメラから流れる例えば
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二次元ビデオ画像を使用する。
【００７０】
　任意選択的に、手追跡器１１０は、手に投射される光パターンの連続的特徴のセグメン
ト化（すなわち分割）を検知することによって動きを追跡する。光パターンは、以下でさ
らに詳述する通り、第１方向の連続的特徴、および第１方向に対し実質的に垂直な方向の
非連続的（例えば周期的）特徴を有する。
【００７１】
　一実施例では、光パターンは、互いに平行（または実質的に平行）に配列された幾つか
の縞を含む。
【００７２】
　手追跡器１１０は、以下でさらに詳述する通り、光パターンの中に、手の指（すなわち
人差し指から小指までの指または親指）による縞のセグメント化によって生じる、１つ以
上の縞セグメントの１つ以上のクラスタを識別する。
【００７３】
　手追跡器１１０は、指による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタ
を追跡することによって、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡すること
によって、指の動きを追跡する。
【００７４】
　任意選択的に、手追跡器１１０はさらに、光パターンの中に、手の掌による縞のセグメ
ント化によって生じる１つ以上の縞セグメントの１つ以上のクラスタを識別する。手追跡
器１１０は、掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタを追跡す
ることによって、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡することによって
、手の動きを追跡する。
【００７５】
　任意選択的に、手追跡器１１０はさらに、手に投射される光パターンの連続的特徴に沿
ったノーテーションの位置のずれを検知することができる。手追跡器１１０は、以下でさ
らに詳述する通り、検知されたずれを手の追跡に使用する。
【００７６】
　任意選択的に、手追跡器１１０は、以下でさらに詳述する通り、指の深度移動（例えば
クリックと同様の動作またはタッチスクリーンのような操作）をさらに識別する。
【００７７】
　任意選択的に、手の指および掌によって生じた縞セグメントのクラスタが検知された後
、掌および指クラスタの縞セグメントだけが追跡され、それによって手の動きが追跡され
る。背景縞セグメントおよび追加的画像情報のような、縞セグメントクラスタ以外のビデ
オデータの部分は、こうして除外することができる。
【００７８】
　その結果、動きを追跡するための計算量および処理時間をかなり軽減することができる
。
【００７９】
　任意選択的に、装置１０００はさらに、以下でさらに詳述する通り、手追跡器１１０と
連絡する投光器およびカメラを含む。
【００８０】
　一実施例では、以下でさらに詳述する通り、投光器、カメラ、または両方とも、コンピ
ュータ装置から遠隔位置にある。
【００８１】
　任意選択的に、投光器は、当業界で公知の通り、光源および微細構造素子を含む。
【００８２】
　光源は、当業界で公知の通り、レーザダイオード、発光ダイオード（ＬＥＤ）、光ビー
ムを放出する任意の他の素子とすることができる。
【００８３】
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　光源から放出された光ビームは、微細構造素子を介してユーザの手の上に伝搬する。微
細構造素子は、以下でさらに詳述する通り、ユーザの手に投射される光パターンを生成す
るために光ビームを修正する。
【００８４】
　任意選択的に、微細構造素子は光ビームを可変断面強度プロファイルの光ビームに変換
する。その結果として、断面強度プロファイルは光ビームに沿って変化し、したがって、
以下でさらに詳述する通り、光源からの物体（例えばユーザの指の１つ）の距離を示す情
報を提供する。
【００８５】
　任意選択的に、投光器は、以下でさらに詳述する通り、第１方向に連続的特徴を有し、
かつ第１方向に対し実質的に垂直な方向に非連続的特徴を有する光パターンを手の上に投
射する。
【００８６】
　任意選択的に、微細構造素子は、当業界で公知の通り、回折光学素子である。
【００８７】
　回折光学素子は、当業界で公知の通り、一次元または二次元空間配列を有する離散数の
スポットに光ビームを分割する周期的微細構造によって得ることができる。
【００８８】
　任意選択的に、円筒状マイクロ・レンズ・アレイのような追加的素子または追加的回折
素子を使用して、スポットの各々から縞を形成する。
【００８９】
　任意選択的に、縞は、以下でさらに詳述する通り、縞に沿って互いに固定距離に位置す
る位相ノーテーションによりマーキングされる。
【００９０】
　円筒状マイクロ・レンズ・アレイのような追加的微細構造素子を使用する利点として考
えられることは、当業界で公知の通り、追加的素子がレーザビームのような零次の光ビー
ムを分散させることである。
【００９１】
　零次とは回折素子から出力される光スポットの中心であり、比較的高いエネルギによっ
て特徴付けることができる。零次を縞のような光構造に分散することで、目の安全性限界
を超えることなく、レーザ光ビームの強度を高めることができる。
【００９２】
　任意選択的に、投光器はさらに、投射された縞を反射する物体からの距離に関して、光
パターンにおける各縞の断面強度プロファイルを変化させる、追加的回折素子を含む。断
面強度プロファイルとは、投射された光の伝搬方向に垂直な強度プロファイルである。
【００９３】
　任意選択的に、強度プロファイルの変化は、投射された光が物体に伝搬し、かつ物体の
表面から反射して戻る際に、投射された光の移動距離に沿って漸進的に実行される、ガウ
ス断面強度プロファイルからトップハット断面強度プロファイルへの漸次変化である。
【００９４】
　任意選択的に、強度プロファイルの変化は、当業界で公知の通り、単一ピークを持つ強
度プロファイルから２つ以上のピーク等を持つ強度プロファイルへの漸次変化である。
【００９５】
　光パターンを持つ光が投射された物体から反射した光の移動距離に沿った強度プロファ
イルの変化は、以下でさらに詳述する通り、異なる範囲で、異なる物体から反射した縞間
の差別化を助長し、したがってさらにセグメント一体化問題の克服を助長することができ
る。
【００９６】
　さらに、強度プロファイルの変化はさらに、物体までの（例えばユーザの手、人差し指
から小指までの指、および親指までの）距離を直接測定するために使用することができる
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。
【００９７】
　カメラは、投光器の隣に配置された、ウェブカメラまたは携帯電話機のカメラのような
ビデオカメラとすることができる。
【００９８】
　カメラは光パターンを投射された手の１つ以上の画像を取得し、取得した画像を手追跡
器１１０に転送する。手追跡器１１０は、以下でさらに詳述する通り、手の動きを追跡す
るために、取得された画像を使用する。
【００９９】
　任意選択的に、装置１０００はさらに、手追跡器１１０と連絡するジェスチャ認識器を
含む。
【０１００】
　ジェスチャ認識器は、追跡された手の動きの中で、装置１０００の管理者によって予め
定められたジェスチャを検知する。ジェスチャを検知すると、コンピュータ制御器１３０
は、以下でさらに詳述する通り、検知されたジェスチャに対し予め定められた方法でコン
ピュータ装置を制御する。
【０１０１】
　任意選択的に、特定の予め定められたジェスチャを検知すると、画像提示器１２０は第
１画像を予め定められた位置に位置合せする。一実施例では、ユーザがその手を振ると、
画像提示器１２０は、第１画像を第２画像（例えばコンピュータキーボードの画像）の中
心位置に位置合せする。
【０１０２】
　任意選択的に、特定の予め定められたジェスチャを検知すると、画像提示器１２０は、
以下でさらに詳述する通り、第１画像（すなわち手の画像）のサイズを変更する。
【０１０３】
　ここで図２を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置
の遠隔手制御のための方法を示すフローチャートである。
【０１０４】
　本発明の例示的実施形態に係る例示的方法は、コンピュータ装置上に実装することがで
き、コンピュータ装置はデスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、携帯電
話機等である。
【０１０５】
　例示的方法は、上で詳述した通り、コンピュータ装置に接続可能な装置上に、例えばコ
ンピュータ装置と連絡するコンピュータプロセッサを持つユニット上に、実装することも
できる。
【０１０６】
　例示的方法では、以下でさらに詳述する通り、例えば指および親指の微細な動きを追跡
するのに有用なパターンに構造化された光を投射された手の画像を用いて、コンピュータ
装置のユーザの手の動きを追跡する２１０。任意選択的に、動きは、上で詳述した通り、
手追跡器１１０を用いて追跡される。
【０１０７】
　同時に、手を表わす第１画像、および第２画像をユーザに、例えばコンピュータ装置の
スクリーン上に、提示する２２０。任意選択的に、第２画像および第１画像は、上で詳述
した通り、画像提示器１２０によってユーザに提示される。
【０１０８】
　任意選択的に、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブページ
のような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（Ｇ
ＵＩ）である。
【０１０９】
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　任意選択的に、第２画像はむしろ、以下でさらに詳述する通り、コンピュータ入力装置
、例えばキーボードまたはコンピュータマウスを表わす。
【０１１０】
　任意選択的に、第２画像は別のグラフィカルオブジェクト、ピクチャ等である。
【０１１１】
　第１画像は、スクリーン上に提示されるユーザの手の完全かつ正確な動画像とすること
ができる。代替的に、第１画像はむしろ、手の指先の位置を表わす５つのカーソルから構
成される。第１画像はまた、第２画像に対する指（すなわち人差し指から小指までの指、
および親指）の位置に関するユーザ情報をもたらす、いずれかの他の視覚的外観を有する
こともできる。
【０１１２】
　第１画像は、以下でさらに詳述する通り、手追跡器１１０によって追跡される２１０ユ
ーザの手の動きに呼応して動く。
【０１１３】
　コンピュータ装置は、第１画像と第２画像との間の相互作用に従って、例えばコンピュ
ータ制御器１３０によって制御される２３０。
【０１１４】
　その結果として、ユーザは、以下でさらに詳述する通り、第１画像および第２画像を相
互作用させるように手を動かすことによって、コンピュータ装置を制御することが可能に
なる。
【０１１５】
　一実施例では、ユーザがその手を動かすと、第１画像はコンピュータキーボードの画像
上で動く。
【０１１６】
　ユーザがその指をタイピング動作するように動かすと、コンピュータ装置は、以下でさ
らに詳述する通り、あたかもユーザがコンピュータ装置にワイヤ接続された実際のキーボ
ードを用いてタイピングしたかのように、コンピュータ装置が応答するように制御される
２３０。
【０１１７】
　第２実施例では、ユーザがその手を動かすと、第１画像はコンピュータマウスの画像上
で動く。
【０１１８】
　ユーザがその指をクリック動作するように動くと、第１画像の指は、手の動作の動きに
正確に相関してクリック動作するように動く。その結果として、コンピュータ装置は、コ
ンピュータマウスの画像に対する第１画像の位置に従って（すなわち、第１画像の指が第
２画像内のコンピュータマウスのボタン上に位置する状態で）、あたかもユーザが実際の
コンピュータマウスのボタンの１つをクリックしたかのように応答する。
【０１１９】
　第３実施例では、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブペー
ジのような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（
ＧＵＩ）である。
【０１２０】
　コンピュータ装置は、画像間の相互作用に従って（例えばコンピュータ制御器１３０に
よって）制御される２３０。コンピュータ装置は、あたかも第１画像がユーザ自身の手で
あり、第２画像が、ユーザがタッチスクリーンにその指をタッチすることによってＧＵＩ
のメニュー、ボタン等と対話することを可能にする、タッチスクリーン上に提示されたＧ
ＵＩであるかのように、制御される２３０。
【０１２１】
　任意選択的に、手の動きの追跡２１０は、上で詳述した通り、二次元ビデオデータ（例
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えば手追跡器１１０に接続されたカメラから流れる二次元ビデオ画像）を用いて実行され
る。
【０１２２】
　任意選択的に、手に投射された光パターンの連続的特徴のセグメント化（すなわち分割
）を検知することによって、動きは追跡される２１０。光パターンは、以下でさらに詳述
する通り、第１方向に連続的特徴を有し、第１方向に対して実質的に垂直な方向に非連続
的（例えば周期的）特徴を有する。
【０１２３】
　一実施例では、光パターンは互いに平行（または実質的に平行）に配列された幾つかの
縞を含む。
【０１２４】
　任意選択的に、以下でさらに詳述する通り、光パターンの中に、手の指（すなわち人差
し指から小指までの指または親指）による縞のセグメント化によって生じる、１つ以上の
縞セグメントの１つ以上のクラスタを識別することができる。その結果として、指の動き
の追跡２１０は、指による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタを追
跡することによって、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡することによ
って行なわれる。
【０１２５】
　任意選択的に、さらに、以下でさらに詳述する通り、例えば追跡されたクラスタ内のセ
グメントの数の変化を検知することによって、指の深度移動（例えばクリックと同様の動
作またはタッチスクリーンのような操作）が識別される。
【０１２６】
　任意選択的に、さらに、光パターンの中で、手の掌による縞のセグメント化によって生
じる１つ以上の縞セグメントの１つ以上のクラスタが識別される。その結果として、手の
動きの追跡２１０は、掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタ
を追跡することによって、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡すること
によって行なわれる。
【０１２７】
　任意選択的に、さらに、手に投射された光パターンの連続的特徴に沿ったノーテーショ
ンの位置のずれが検知される。検知されたずれは、以下でさらに詳述する通り、例えば手
追跡器１１０による手の追跡２１０に使用される。
【０１２８】
　任意選択的に、例示的方法はさらに、追跡された２１０手の動きの中で、装置１０００
の管理者によって予め定められたジェスチャを検知することを含む。ジェスチャを検知す
ると、コンピュータ装置は、以下でさらに詳述する通り、検知されたジェスチャに対して
予め定められた方法で（例えばコンピュータ制御器１３０によって）制御される２３０。
【０１２９】
　任意選択的に、予め定められたジェスチャが検知されると、第１画像は予め定められた
位置に位置合せされる。一実施例では、ユーザがその手を振ると、画像提示器１２０は、
第１画像を第２画像（例えばコンピュータキーボード画像またはＧＵＩ）の中心位置に位
置合せする。
【０１３０】
　任意選択的に、予め定められたジェスチャが検知されると、第１画像は、以下でさらに
詳述する通り、（例えば画像提示器１２０によって）サイズを変更される。
【０１３１】
　ここで図３を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置
の遠隔手制御のステップを実行するためのコンピュータ実行可能命令を格納するためのコ
ンピュータ可読媒体を模式的に示すブロック図である。
【０１３２】
　本発明の例示的実施形態では、ＣＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ、携帯ハードディスク、デ
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ィスケット等のようなコンピュータ可読媒体３０００を提供する。
【０１３３】
　コンピュータ可読媒体３０００は、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置
の遠隔手制御のステップを実行するためのコンピュータ実行可能命令を格納する。
【０１３４】
　コンピュータ実行可能命令は、以下でさらに詳述する通り、例えば指および親指の微細
な動きを追跡するのに有用なパターンに構造化された光を投射された手の画像を用いて、
コンピュータ装置のユーザの手の動きを追跡するステップ３１０を含む。
【０１３５】
　コンピュータ実行可能命令はさらに、上で詳述した通り、手を表わす第１画像および第
２画像を、例えば装置のスクリーン上でユーザに提示するステップ３２０を含む。
【０１３６】
　ステップ３２０で、第１画像はさらに、以下でさらに詳述する通り、追跡された３１０
ユーザの手の動きに呼応して動く。
【０１３７】
　任意選択的に、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブページ
のような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（Ｇ
ＵＩ）である。
【０１３８】
　任意選択的に、第２画像は、以下でさらに詳述する通り、むしろコンピュータ入力装置
、例えばキーボードまたはコンピュータマウスを表わす。
【０１３９】
　任意選択的に、第２画像は別のグラフィカルオブジェクト、ピクチャ等である。
【０１４０】
　第１画像は、スクリーンに提示されるユーザの手の完全かつ正確な動画像とすることが
できる。代替的に、第１画像はむしろ、手の指先の位置を表わす５つのカーソルから構成
される。第１画像はまた、第２画像に対する指（すなわち人差し指から小指までの指、親
指、または両方）の位置に関するユーザ情報をもたらす、いずれかの他の視覚的外観を有
することもできる。
【０１４１】
　コンピュータ実行可能命令はさらに、第１画像と第２画像との間の相互作用に従ってコ
ンピュータ装置が制御されるステップ３３０を含む。
【０１４２】
　その結果として、ユーザは、以下でさらに詳述する通り、第１画像および第２画像を相
互作用させるように手を動かすことによって、コンピュータ装置を制御することが可能に
なる。
【０１４３】
　一実施例では、ユーザがその手を動かすと、第１画像がコンピュータキーボードの画像
上で動く。
【０１４４】
　ユーザがその手をタイピング動作するように動かすと、コンピュータ装置は、以下でさ
らに詳述する通り、あたかもユーザが実際のキーボードを用いてタイピングしたかのよう
に、コンピュータ装置が応答するように制御される３３０。
【０１４５】
　第２実施例では、ユーザがその手を動かすと、第１画像はコンピュータマウスの画像上
で動く。
【０１４６】
　ユーザがその指をクリック動作するように動かすと、第１画像の指は、手の動作の動き
と正確に相関してクリック動作するように動く。その結果として、コンピュータ装置は、
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コンピュータマウスの画像に対する第１画像の位置に従って（すなわち第１画像の指が第
２画像のマウスのボタンに配置された状態で）、あたかもユーザが実際のコンピュータマ
ウスのボタンの１つをクリックしたかのように応答する。
【０１４７】
　第３実施例では、第２画像は、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ（商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブペー
ジのような、コンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（
ＧＵＩ）である。
【０１４８】
　コンピュータ装置は、あたかも第１画像がユーザ自身の手であり、かつ第２画像が、ユ
ーザがタッチスクリーンにその指をタッチすることによってＧＵＩのメニュー、ボタン等
と対話することを可能にする、タッチスクリーン上に提示されるＧＵＩであるかのように
、画像間の相互作用に従って制御される。
【０１４９】
　任意選択的に、手の動きの追跡３１０は、上で詳述した通り、二次元ビデオデータ（例
えばカメラから流れる二次元ビデオ画像）を用いて実行される。
【０１５０】
　任意選択的に、動きは、手に投射される光パターンの連続的特徴のセグメント化（すな
わち分割）を検知することによって、追跡される３１０。光パターンは、以下でさらに詳
述する通り、第１方向に連続的特徴を有し、かつ第１方向に対し実質的に垂直な方向に非
連続的特徴を有する。
【０１５１】
　一実施例では、光パターンは、互いに平行（または実質的に平行）に配列された幾つか
の縞を含む。
【０１５２】
　任意選択的に、命令はさらに、以下でさらに詳述する通り、光パターンの中に、手の指
（すなわち人差し指から小指までの指または親指）による縞のセグメント化によって生じ
る１つ以上の縞セグメントの１つ以上のクラスタを識別することを含む。その結果として
、指による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタを追跡することによ
って、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡することによって、指の動き
を追跡することができる３１０。
【０１５３】
　任意選択的に、命令はさらに、以下でさらに詳述する通り、例えば追跡されたクラスタ
内のセグメントの数の変化を検知することによって、指の深度移動を識別することを含む
。
【０１５４】
　任意選択的に、命令はさらに、光パターンの中に、手の掌による縞のセグメント化によ
って生じる１つ以上の縞セグメントの１つ以上のクラスタを識別することを含む。その結
果として、掌による縞のセグメント化（すなわち分割）によって生じる縞セグメントのク
ラスタを追跡することによって、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡す
ることによって、手の動きを追跡することができる３１０。
【０１５５】
　任意選択的に、命令はさらに、手に投射された光パターンの連続的特徴に沿ったノーテ
ーションの位置のずれを検知することを含む。検知されたずれは、以下でさらに詳述する
通り、手を追跡する３１０ために使用される。
【０１５６】
　任意選択的に、命令はさらに、追跡された３１０手の動きの中に、管理者によって予め
定められたジェスチャを検知することを含む。ジェスチャを検知すると、コンピュータ装
置は、以下でさらに詳述する通り、検知されたジェスチャに対して予め定められた方法で
制御される３３０。
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【０１５７】
　任意選択的に、命令はさらに、予め定められたジェスチャを検出すると、第１画像を予
め定められた位置に位置合せするステップを含む。一実施例では、ユーザがその手を振る
と、第１画像は、第２画像（例えばコンピュータキーボードの画像またはＧＵＩ）上の中
心位置に位置合せされる。
【０１５８】
　任意選択的に、命令はさらに、以下でさらに詳述する通り、予め定められたジェスチャ
を検出すると、第１画像がサイズを変更されるステップをさらに含む。
【０１５９】
　ここで図４を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、光パターンを投射
された手を模式的に示す。
【０１６０】
　例示的実施形態では、手の動きの追跡は、人差し指から小指までの指および親指の微細
な動きのような手の動きの検知を可能にするように設計された光パターンを用いて実行さ
れる。
【０１６１】
　特別に設計された光パターンは、上で詳述した通り、三次元深度マップとは異なり、手
が身体の残部から容易に分離されない二次元ビデオデータにおいてさえも、距離に従って
動きを追跡することを可能にする。
【０１６２】
　任意選択的に、光パターンは、二次元ビデオデータ（例えば通常のビデオカメラから流
れるビデオ画像）において手の指の動きを追跡するように特別に設計される。さらに詳し
くは、光パターンは、以下でさらに詳述する通り、指によるパターンの歪みに従って、二
次元ビデオデータにおいて指（すなわち人差し指から小指までの指および親指）のみなら
ず掌をも検知および追跡することを可能にするように設計することができる。
【０１６３】
　任意選択的に、光パターンは第１方向（例えばＸ軸方向）に連続的特徴を有し、かつ第
１方向に対し実質的に垂直な方向（例えばＹ軸方向）に非連続的（例えば周期的）特徴を
有する。
【０１６４】
　そのようなパターンの一実施例では、光パターンは、図４を用いて模式的に示す通り、
互いに平行（または実質的に平行）に配列された幾つかの縞を含む。
【０１６５】
　カメラは、縞のパターンを手４１０および背景４２０（例えば手が載置されている台、
壁等の表面）に投射する投光器より上の、Ｙ軸方向に特定の距離に配置される。
【０１６６】
　カメラの位置は、当業界で公知の通り、カメラ、投光器、ならびにユーザの手４１０お
よび背景４２０から反射される光の間に三角効果（ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ　ｅｆｆ
ｅｃｔ）を形成するように選択される。
【０１６７】
　三角効果は、光パターンを投射された物体からの著しい深度ずれが存在する縞に沿った
位置に、パターンの不連続性を生じる。
【０１６８】
　不連続性は、縞を２つ以上の縞セグメント、例えば手に位置するセグメント４３１、手
の左側に位置するセグメント４３２、および手の右側に位置するセグメント４３３にセグ
メント化（すなわち分割）する。
【０１６９】
　そのような深度ずれから生じる縞セグメントは、カメラとユーザの身体との間に位置す
るユーザの手の掌または指の輪郭線上に位置付けることができる。
【０１７０】
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　すなわち、ユーザの指または掌は、縞を２つ以上の縞セグメントにセグメント化する。
【０１７１】
　ひとたびそのような縞セグメントが検知されると、縞セグメントを縞セグメントの終わ
りまで追跡することは容易である。
【０１７２】
　手追跡器１１０はこうして二次元ビデオデータ（例えばカメラから手追跡器１１０に転
送されるビデオ・ストリーム）を解析して、縞セグメントのクラスタを生成することがで
きる。
【０１７３】
　例えば、手追跡器１１０は、光パターンの中に、手の指による縞のセグメント化によっ
て生じる１つ以上の縞セグメントのクラスタ、例えば手の中指から反射される４つのセグ
メントのクラスタ４４１を識別することができる。その結果として、手追跡器１１０は、
指による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタを追跡することによっ
て、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡することによって、指の動きを
追跡する。
【０１７４】
　指による縞のセグメント化（すなわち分割）によって生じる縞セグメントのクラスタは
、Ｘ軸方向に重複する縞セグメントを含む。任意選択的に、クラスタ内の縞セグメントは
さらに、同様の長さ（指の太さから導出される）またはＹ軸座標の相対的近接性を有する
。
【０１７５】
　Ｘ軸上で、セグメントは、まっすぐに置かれた指では完全に重複し、Ｘ－Ｙ面内に斜め
に置かれた指では部分的に重複する。
【０１７６】
　任意選択的に、手追跡器１１０はさらに、例えば追跡されるクラスタ内のセグメントの
数の変化を検知することによって、指の深度移動を識別する。
【０１７７】
　例えば、ユーザがその中指を伸ばすと、その指と投光器およびカメラの平面（Ｘ－Ｙ面
）との間の角度が変化する。その結果として、クラスタ４４１内のセグメントの数が４か
ら３に減少する。
【０１７８】
　任意選択的に、手追跡器１１０はさらに、光パターンの中に、手の掌による縞のセグメ
ント化によって生じる１つ以上の縞セグメントの１つ以上のクラスタを識別する。その結
果として、掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタを追跡する
ことによって、またはクラスタのセグメントの少なくとも１つを追跡することによって、
手の動きが追跡される２１０。
【０１７９】
　掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタは、Ｘ軸方向にユー
ザの手の指の縞セグメントクラスタと重複する上部縞セグメント４３１を含む。
【０１８０】
　上部縞セグメント４３１はＸ軸方向に４つの指クラスタが重複するが、４つの指クラス
タの最下セグメントの最小および最大Ｘ値を超えない。
【０１８１】
　掌による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタはさらに、セグメン
ト４３１の真下に、縞セグメント４３１とかなり重複する少数の縞セグメントを含む。掌
による縞のセグメント化によって生じる縞セグメントのクラスタはさらに、ユーザの親指
の縞セグメントクラスタ４５１の基部まで延びる、より長い縞セグメントを含む。
【０１８２】
　指および掌クラスタの向きは、特定の手の位置および回転により変化する。
【０１８３】
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　ここで図５を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、強度ノーテーショ
ンを有する光パターンを投射された手を模式的に示す。
【０１８４】
　これまでに示した光パターンによる１つの問題は、縞セグメント一体化問題である。
【０１８５】
　場合によっては、手の背景から反射した縞セグメントは、手から反射した縞セグメント
と一体化することがある。その結果として、掌および指の縞セグメントクラスタを見つけ
ることができず、手を追跡することができなくなる。
【０１８６】
　縞セグメント一体化問題を克服するのに役立つ１つの方法は、図５に示す通り、各縞に
沿った周期的ノーテーションの導入を介するものである。
【０１８７】
　任意選択的に、ノーテーションは、縞に沿って変化する光強度３２０の形、または縞に
沿って一定の間隔で現われる、短い垂直線のような特定の形状の形を取る。
【０１８８】
　周期的ノーテーションの導入に加えて、カメラは投光器に対して、上で詳述したように
Ｙ軸方向に間隙を置くだけでなく、Ｘ軸方向にも間隙を置いて配置される。Ｘ軸方向のこ
の間隙は、物体の距離に対して縞に沿ったノーテーションの位置に位相ずれを生成する。
【０１８９】
　その結果として、手から反射した縞セグメントが背景から反射したセグメントと一体化
する場合に、セグメントは依然として、異なる位相の周期的ノーテーションを有する。任
意選択的に、カメラと投光器との間の垂直方向および水平方向の距離の比は、セグメント
が一体化される場合にセグメント間のノーテーションの位相ずれが最大になるように、慎
重に選択される。
【０１９０】
　一体化されるセグメントの問題を克服するのに有用であることが証明される第２の方法
は、カメラおよび投光器のセットアップを、それらのＺ軸上の位置も異なるように変更す
ることによる。
【０１９１】
　カメラと投光器との間のＺ軸上の位置の相違は、カメラおよび投光器を異なるＺ軸位置
に物理的に配置することによって、または投光パターンの前に特定の距離を置いて負レン
ズまたは正レンズを配置することによって、もたらすことができる。
【０１９２】
　その結果として、物体から反射される光パターンの縞セグメントは、異なる物体距離に
異なる周期を有する。したがって、手から反射した縞セグメントの１つが背景から反射し
た縞セグメントとたとえ一体化しても、隣接する線は周期が異なるため一体化しない。
【０１９３】
　一体化されるセグメントの問題を克服するのに有用であることが証明される第３の方法
は、上で詳述した通り、光ビームを異なる断面強度プロファイルの光ビームに変換する微
細構造素子を使用して実行される。
【０１９４】
　断面強度プロファイルは、光パターンを反射する物体の投光器からの距離に従って変化
する。
【０１９５】
　その結果として、上で詳述した通り、手から反射した縞セグメントの断面強度プロファ
イルと、背景から反射した縞セグメントの断面強度プロファイルとは異なる。
【０１９６】
　本発明の例示的実施形態に係る方法はさらに、指による縞のセグメント化によって生じ
た縞セグメントのクラスタの垂直移動、縞セグメントのノーテーションの水平移動、また
は両方を検知することによって、手の指の深度移動を追跡することを含むことができる。
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【０１９７】
　任意選択的に、指の深度移動の追跡は、指による縞のセグメント化によって生じる縞セ
グメントのクラスタにおける最上セグメントの垂直方向の移動を検知することによって実
行される。最上セグメントは、Ｚ－Ｙ面内における指の最も重要な動きを実行する指の先
を表わす。
【０１９８】
　任意選択的に、深度移動の追跡は、追跡されるクラスタ内のセグメントの数の変化を検
知することによって実行される。すなわち、手の指の深度移動（すなわちＺ軸方向の動き
）は、指の追跡される縞セグメントの１つを上方に移動させて消失させ、新しい縞セグメ
ントを出現させるなどする。
【０１９９】
　ここで図６を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータキー
ボードの画像を用いるコンピュータ装置の遠隔手制御を模式的に示すブロック図である。
【０２００】
　本発明の例示的実施形態では、コンピュータ装置（例えばデスクトップコンピュータ）
のユーザの手６１０の動きは連続的に追跡される。
【０２０１】
　ユーザに対し、当業界で公知の通り、手を表わす第１画像６２０、およびコンピュータ
入力装置、例えばコンピュータキーボード、コンピュータマウス、ジョイスティック等を
表わす第２画像がスクリーン上に提示される。
【０２０２】
　第１画像６２０は、スクリーン上に提示されるユーザの手の完全かつ正確な動画像とす
ることができる。代替的に、第１画像６２０は、手６１０の指先の位置を表わす５つのカ
ーソルから構成することができる。第１画像６２０はまた、同じくスクリーン上に表示さ
れるコンピュータ入力装置に対する指（すなわち人差し指から小指までの指および親指）
の位置に関するユーザ情報をもたらす、いずれかの他の視覚的外観を持つこともできる。
【０２０３】
　ユーザが手６１０（またはその人差し指から小指までの指もしくは親指）を動かすと、
追跡された動きに呼応して第１画像６２０が動く。すなわち、第１画像６２０の動きはユ
ーザ自身の手６１０の動きと相関する。ユーザがその手６１０を左に動かすと、第１画像
６２０は左に動く。ユーザがその指の１本を屈曲すると、第１画像６２０も指を屈曲する
などする。
【０２０４】
　コンピュータ装置は、あたかも画像６２０内の手がユーザ自身の手６１０であり、かつ
入力装置がコンピュータ装置に接続された実際のコンピュータ入力装置であるかのように
、第１画像６２０と第２画像との間の相互作用に従って制御される。コンピュータ入力装
置は、キーボード、ジョイスティック、コンピュータマウス等のような標準的周辺コンピ
ュータ装置を含むが、それらに限定されない。
【０２０５】
　ユーザはこうして、第１画像６２０および第２画像を相互作用させるようにユーザの手
６１０を動かすことによって、コンピュータ装置を遠隔的に制御することが可能になる。
【０２０６】
　その結果として、ユーザの手６１０の動きによるコンピュータ装置の遠隔制御は、（特
定のジェスチャを定義することもできるが）予め定められた特定のジェスチャのセットに
限定されたインタフェースではなく、連続的ユーザインタフェースに基づく。
【０２０７】
　一実施例では、ユーザがその手６１０を動かすと、第１画像６２０はコンピュータキー
ボードの画像上で動き、ユーザがその指をタイピング動作するように動かすと、コンピュ
ータ装置は、以下でさらに詳述する通り、あたかもユーザが実際のキーボードをタイピン
グしているかのように応答する。
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【０２０８】
　一実施例では、第１画像６２０の第二指が、コンピュータキーボードの画像の「Ｃ」文
字の真上に位置する。ユーザがその手６１０の第二指で押す動作を行なうと、第１画像６
２０の第二指は平行移動して、スクリーン上に提示された画像のキーボード画像の「Ｃ」
文字を押す。その結果として、コンピュータ装置は、コンピュータ装置にワイヤ接続され
た実際のキーボードの「Ｃ」文字がユーザによってユーザ自身の指を用いて押されたかの
ように、応答する。
【０２０９】
　当該実施例では、三次元空間におけるユーザの手の絶対位置は関係せず、ユーザの指の
動きだけを追跡する必要がある。
【０２１０】
　第１画像６２０の動きは、ユーザ自身の手６１０の動きと正確に相関するが、異なる縮
尺で実行することができる。すなわち、第１画像６２０のサイズは、ユーザの実際の手６
１０のサイズとは異なってもよい。
【０２１１】
　任意選択的に、装置１０００のジェスチャ認識器はさらに、以下でさらに詳述する通り
、ユーザが第１画像６２０のサイズを変更することを可能にする。
【０２１２】
　ここで図７を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置
の遠隔手制御のための第１ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【０２１３】
　本発明の例示的実施形態に係る装置は、上で詳述した通り、ジェスチャ認識器を含むこ
とができる。
【０２１４】
　本発明の例示的実施形態に係る第１の例示的ジェスチャは、ユーザがその手７１０をカ
メラの前で（例えば指および手を側方に素早く小さく揺り動かすことによって）振るリセ
ットジェスチャである。
【０２１５】
　リセットジェスチャを検知すると、スクリーン上に提示された第１画像は、第２画像上
で予め定められた位置に、例えば第２画像に提示されたコンピュータ入力装置上の予め定
められた位置に、またはスクリーン上に提示されたスプレッドシートのようなグラフィカ
ル・ユーザ・インタフェースの１行目の位置に移動する。
【０２１６】
　一実施例では、例示的リセットジェスチャを検知すると、画像提示器１２０は、上で詳
述した通り、第１画像を表示されたコンピュータキーボードの中心の位置に移動させる。
【０２１７】
　例示的リセットジェスチャは各指の別々の動きを含むので、例示的リセットジェスチャ
はさらに、指の位置の検出を容易化することができる。
【０２１８】
　ここで図８を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装置
の遠隔手制御のための第２ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【０２１９】
　第２の例示的ジェスチャはサイズ変更ジェスチャ、例えばユーザがその手８１０を予め
定められた方向に回転させるジェスチャである。
【０２２０】
　任意選択的に、例示的サイズ変更ジェスチャを検知すると、画像提示器１２０は、サイ
ズまたはズームレベルに関して第２画像を変更することなく、スクリーンに表示された第
１画像のサイズを変更する。
【０２２１】
　例えば、全スクリーンモードで表示されたキーボードの画像と対話するユーザは、ユー
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ザの実際の手の比較的小さい動きにより（動きの規模は手の画像のサイズに依存するので
）、キーボードの片側から反対側に移るために、より大きい第１画像（例えば手の画像）
を使用することを希望することがある。しかし、ユーザは、自分のウェブブラウザ上で小
さいフォントのテキストを選択するために、より小さい第１画像（例えば手の画像）を必
要とすることがある。
【０２２２】
　代替的に、第１画像（すなわち手の画像）のサイズは一定に維持され、画像提示器１２
０はむしろ縮小、拡大、ズームイン、またはズームアウトする第２画像（例えばキーボー
ド）のサイズを変更し、こうして第１画像と第２画像との間のサイズの割合を変更する。
【０２２３】
　ここで図９を参照すると、それは、本発明の実施形態に係る、コンピュータ装置を遠隔
手制御するための第３ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【０２２４】
　第３の例示的ジェスチャはクリック（またはダブルクリック）ジェスチャであり、例え
ばユーザがその手の１本または２本の指を用いてクリックする９１０ジェスチャである。
【０２２５】
　任意選択的に、例示的クリック（またはダブルクリック）ジェスチャを検知すると、画
像提示器１２０は、ユーザの指の動きと正確に同調して、第１画像の指をクリック動作す
るように動かす。
【０２２６】
　例えば、ユーザはコンピュータマウスの画像を提示され、画像内のコンピュータマウス
の上の位置に第１画像を動かすことができる。
【０２２７】
　ユーザが自分自身の指をクリック動作するように動かすと、第１画像の指がコンピュー
タマウスの画像上でクリックし、コンピュータ制御器１３０は、あたかもユーザがユーザ
自身の指で実際のコンピュータマウスをクリックしたかのように、コンピュータ装置に応
答させる。
【０２２８】
　ここで図１０を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装
置の遠隔手制御のための第４ジェスチャを模式的に示すブロック図である。
【０２２９】
　第４の例示的ジェスチャは、例えばユーザの手１０１０を引張り動作するように動かす
ことによって、または（スマートフォンのタッチスクリーン上で指を互いに離れるように
動かすのと同様に）ユーザの指の２本を互いに離れるように動かすことによって、ユーザ
がコンピュータ装置のスクリーン上に提示された画像をズームインまたは単純に拡大する
ジェスチャのような、ズーミングジェスチャである。
【０２３０】
　一実施例では、互いに離れる指の動きを検知すると、画像提示器１２０は、ユーザの指
の動きと平行に、第１画像の２本の指を互いに離れるように動かす。コンピュータ制御器
１３０は、コンピュータ装置のスクリーン上に提示された画像をズームインまたは拡大す
るようにコンピュータ装置（例えばセルラ・スマート・フォン）を制御し、こうして、ユ
ーザに実際のタッチスクリーンをタッチさせることなく、ユーザにタッチスクリーンのよ
うな機能性を提供する。
【０２３１】
　本発明の例示的実施形態は、種々の他のユーザジェスチャ、例えばユーザがその指を閉
じるスクロール・ダウン・ジェスチャ、またはユーザがその指を反対方向に動かすスクロ
ール・アップ・ジェスチャを提供する。ジェスチャは、片方または両方の手、１本以上の
指、手および指等により実行することができる。
【０２３２】
　しかし、本発明の例示的実施形態では、ユーザの手の動きによるコンピュータ装置の遠
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隔制御は、（特定のジェスチャを定義することもできるが）特定のジェスチャの予め定め
られたセットに限定されるインタフェースにではなく、連続的ユーザインタフェースに基
づく。
【０２３３】
　例えば、コンピュータ装置の遠隔制御は、コンピュータ装置のスクリーン上に提示され
たコンピュータキーボードの画像とユーザの連続的対話に基づくことができる。ユーザは
、その手を空中で動かし、こうして第１画像をキーボード上で動かして、上で詳述した通
り、ユーザの指をタイピング動作するように動かし、こうして第１画像の指によりキーボ
ード上でタイピングすること等が可能になる。
【０２３４】
　別の実施例では、第１画像がスクリーン上に提示されるコンピュータマウスを保持し、
マウスをドラッグするなど、対話を通して第１画像を動かすために（ユーザは）その手を
動かす。コンピュータ装置は、あたかも実際のマウスがユーザによってユーザ自身の手を
用いてドラッグされているかのように、スクリーン上でカーソルを動かす。
【０２３５】
　任意選択的に、当該実施例では、ユーザはさらに、単一の小さい中指動作によってマウ
スを自動的に移動させることができる。その結果として、マウスはスクリーンの片側から
反対側に自動的に移動し、あるいはマウスはむしろ、予め定められた距離または時間（例
えば３秒間）移動する。
【０２３６】
　さらに別の実施例では、ボタンおよびメニューオプションを持つＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（
商標）Ｅｘｃｅｌスプレッドシート、ハイパーリンク、ボタン等を持つウェブページのよ
うなコンピュータアプリケーションのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵＩ）
が、コンピュータ装置のスクリーン上でユーザに提示される。
【０２３７】
　コンピュータ装置は、あたかもユーザが、ＧＵＩをユーザに提示するタッチスクリーン
に、ユーザ自身の指をタッチしたかのように、ユーザ自身の手および指の動きに呼応して
動く手の画像とＧＵＩのメニュー、ボタン等との間の連続的対話に従って制御される。
【０２３８】
　ここで図１１を参照すると、それは、本発明の例示的実施形態に係る、コンピュータ装
置の遠隔手制御のためのシステムを模式的に示すブロック図である。
【０２３９】
　コンピュータ装置の遠隔手制御のための例示的システムは、上で詳述した通り、装置１
０００の部品を含む。
【０２４０】
　任意選択的に、装置１０００の部品の１つ以上、例えばカメラおよび投光器は移動ユニ
ット１１１０に設置される。移動ユニット１１１０は、装置１０００の他の部品、コンピ
ュータ装置１１２０（例えば、Ａｐｐｌｅ（商標）ｉＭａｃコンピュータ、コンピュータ
プロセッサ付きＴＶ受像機等のような、スクリーンと結合されたコンピュータ）、または
両方と無線連絡する。
【０２４１】
　ユーザは、移動ユニット１１１０をテーブル上に配置することができる。
【０２４２】
　次いで、ユーザはテーブルの横の椅子に着座し、その手を動かし、それによってコンピ
ュータ装置１１２０を制御することができる。ユーザは、上で詳述した通り、（ユーザの
手を表わす）第１画像と、コンピュータ装置１１２０のスクリーンに提示されたコンピュ
ータキーボードの画像との相互作用を介して、コンピュータ装置１１２０を制御する。
【０２４３】
　本発明の例示的方法および装置は、さらなる用途に使用することができる。
【０２４４】
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　例えば、携帯電話機では、装置１０００はユーザが携帯電話機に触れることなく、スク
ロール、テキストの打ち込み、ズーム、およびクリックを行なうことを可能にする。その
結果として、携帯電話機は小さくすることができるが、あたかも電話機がフルサイズのコ
ンピュータキーボードを有するかのように、依然として携帯電話機との対話が可能である
。
【０２４５】
　任意選択的に、携帯電話機は、壁に画像を映写することのできるプロジェクタを有する
。装置１０００を使用して、ユーザは、電話機の制御器の画像の隣に映写された第１画像
を動かすことができ、制御器は通常の電話機のボタンまたはタッチスクリーンである。
【０２４６】
　その結果として、ユーザは、あたかもユーザが自身の手を用いて実際の電話機の制御器
を直接操作するかのように、第１画像（例えば手の画像）を電話機の制御器の画像と相互
作用させ、こうして相互作用に従って電話機を操作することができる。
【０２４７】
　別の実施例では、コンピュータ装置は、自動車に設置されたコンピュータ装置（例えば
ＧＰＳユニットまたは電話ユニット）である。
【０２４８】
　運転しながらコンピュータ装置を操作することは、運転者は自動車のフロントウィンド
ウを通して道路に目を向けるよりむしろ、コンピュータ装置を操作するために、脇に目を
向けなければならないので、そのような装置に典型的に設けられたインタフェース（すな
わち小さいボタンまたはタッチスクリーン）の性質上、危険である。
【０２４９】
　本発明の実施形態の装置１０００は自動車のコンピュータ装置に設置すること（または
自動車のコンピュータ装置と連絡すること）ができる。
【０２５０】
　手追跡器１１０は、運転者の手および指の動きを追跡し、それによって、運転者の目を
道路からユニットの小さいボタンを操作するその指に動かすことなく、運転者がコンピュ
ータ装置（例えばＧＰＳまたは電話ユニット）を制御することを可能にする。
【０２５１】
　任意選択的に、手の画像およびＧＰＳまたは電話ユニットのキーの画像は、ウィンドウ
を介する視界を著しく妨げることなく、自動車のフロントウィンドウに設置された小さい
スクリーン上で運転者に提示される。
【０２５２】
　運転者自身の手の実際の正確な位置は変化してもよい。
【０２５３】
　すなわち、運転者は、実際に番号をダイヤルするかまたはＧＰＳユニットのガイドシス
テムで行先を選択するために、どこでも自分に便利と思う場所でクリックすることができ
る。
【０２５４】
　その結果として、運転者は、スクリーンが設置されたフロントウィンドウを覗き込み、
かつ目を道路に向け続けながら、ハンドルの任意の領域で自分の手を使用して、ＧＰＳま
たは電話ユニットを制御することができる。
【０２５５】
　さらに、運転者は、上で詳述した通り、リセット動作でその手を振ることができる。そ
の結果として、第１画像は、スクリーン上に存在する自動車電話機の番号の中心、または
自動車のＧＰＳユニットのタッチスクリーンのボタンに配置される。
【０２５６】
　装置１０００はまた、楽器に、例えばシンセサイザ、ＤＪターンテーブル、または上で
詳述した通り、ユーザの手の動きによって案内される別の楽器に設置することもできる。
【０２５７】
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　本特許の存続期間の期間中には、多くの関連する装置およびシステムが開発されること
が予想され、本明細書中の（特に、「コンピュータ」、「ＣＤ－ＲＯＭ」、「ＵＳＢメモ
リ」、「ハードディスク」、「カメラ」、「回折光学素子」、「レーザダイオード」、お
よび「ＬＥＤ」）用語の範囲は、すべてのそのような新しい技術を先験的に包含すること
が意図される。
【０２５８】
　明確にするため別個の実施形態で説明されている本発明の特定の特徴は単一の実施形態
に組み合わせて提供することもできることは分かるであろう。逆に、簡潔にするため単一
の実施形態で説明されている本発明の各種の特徴は別個にまたは適切なサブコンビネーシ
ョンで提供することもできる。
【０２５９】
　本発明はその特定の実施形態によって説明してきたが、多くの別法、変更および変形が
あることは当業者には明らかであることは明白である。従って、本発明は、本願の請求項
の精神と広い範囲の中に入るこのような別法、変更および変形すべてを包含するものであ
る。
【０２６０】
　本明細書中で言及した刊行物、特許および特許願はすべて、個々の刊行物、特許または
特許願が各々あたかも具体的にかつ個々に引用提示されているのと同程度に、全体を本明
細書に援用するものである。さらに、本願で引用または確認したことは本発明の先行技術
として利用できるという自白とみなすべきではない。
【０２６１】
さらなる概論
　一部の方法は、デジタル・ビデオ・ストリームからの通常の画像解析を含む。
【０２６２】
　ビデオ画像はしたがって、関心のある特定領域、通常は手、顔、腕等のような身体部分
を検知するために解析される。
【０２６３】
　身体部分の位置および姿勢が検知された後、身体のジェスチャが検知され、コンピュー
タスクリーン上またはＴＶ上に表示された媒体を制御するように変換される。ユーザの手
および指のような身体部分を検知するには、最初に画像内の各画素をその色値によって解
析し、それをその環境内の他の画素と比較する必要がある。そのような方法は、長い計算
時間ならびに誤りおよび読取りミスの比較的高い百分率を免れない。主な問題の１つは、
検知すべき手の背後の背景に由来する。例えば、該方法は、皮膚の色に近い色のシャツま
たは別の複雑な模様のあるシャツを着用しているユーザの手を検知することが困難である
。部屋の照明も検出性能に影響を及ぼす。カメラに対する手の角度も、この方法では問題
になることがある。手の形はその回転により変化し、指先は、手の残部をカメラの方向に
向けて、同一軸上に存在し、したがって色の差によって検知されないことがある。
【０２６４】
　手の検知およびジェスチャの認知のための他の方法は、３Ｄ深度マップを使用すること
を含む。深度マップとは、画素によって表わされる、深度カメラの前に位置する物体の部
分までの距離を各画素に保持する画像である。深度は、通常の２Ｄビデオ解析に存在する
問題の多くを解決する。手は通常身体の前に位置しており、したがって特定の距離を越え
る画像の部分を取り除くことによって分離することができるので、手の位置の抽出は比較
的容易である。そのような方法により、カメラに対する手の角度は同じように重要性が低
くなる。手または身体の最も近い部分は、背景の色を考慮することなく、距離だけで検知
することができる。しかし、完全な３Ｄ深度マップを取得するには比較的複雑なハードウ
ェアおよび計算量が必要である。
【０２６５】
　人体の完全な深度マップは、ゲームのようなジェスチャ認知の特定のアプリケーション
には重要である。例えば、テニス・ゲーム・アプリケーションでは、ユーザの手が、ボー
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ルを打つことができるように後ろに伸ばされるか、あるいはネット近くでボールを阻止す
るために前に伸ばされる場合に、ユーザの位置をいかに正確に突き止めるかが重要である
。しかし、ジェスチャ駆動仮想キーボードまたはマウスのような他のアプリケーションは
、アプリケーションを制御するために、手および指の完全な３Ｄ深度マップを必要としな
い。
【０２６６】
　したがって、上で詳細に教示した通り、中間ステップとして完全な３Ｄ深度マップを取
得することなく、光パターン画像から直接ジェスチャを抽出することは有利であることが
証明されるであろう。
【０２６７】
　画像の比較に基づく解決策は、ジェスチャを直接検知するために、グリッドパターンの
ような構造化光パターンを使用する。比較に基づく解決策は、グリッドパターンの歪みを
検知し、該歪みを、特定のジェスチャを表わす、予め定められたグリッドパターンの歪み
のセットと比較する。ひとたび検知されると、ジェスチャは、各ジェスチャに配属された
コンピュータ動作を起動させる。画像比較に基づく解決策は、取得された光パターン画像
に対して手のジェスチャを直接抽出するが、それらは予め定められたジェスチャの離散的
セットに限られており、上で詳述した通り、ユーザの手および指の柔軟な追跡および表現
、ならびに連続的ユーザインタフェースを介するコンピュータ装置の制御を提案するもの
ではない。

【図１】 【図２】
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