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(57)【要約】
【課題】低負荷で所定の対象物を検出することができる
情報処理装置等を提供する。
【解決手段】情報処理装置１は、基準物を検出する検出
部と、前記基準物を起点とする空間内に存在する物体表
面の各点の座標値を示す座標情報を取得する取得部と、
前記空間内に含まれる前記座標情報を複数の集合にクラ
スタリングする分類部と、前記集合から条件を満たす前
記座標情報を抽出する第１抽出部と、抽出した前記座標
情報を起点とした条件に基づき、条件を満たす前記座標
情報を抽出する第２抽出部とを備えることを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準物を検出する検出部と、
　前記基準物を起点とする空間内に存在する物体表面の各点の座標値を示す座標情報を取
得する取得部と、
　前記空間内に含まれる前記座標情報を複数の集合にクラスタリングする分類部と、
　前記集合から条件を満たす前記座標情報を抽出する第１抽出部と、
　抽出した前記座標情報を起点とした条件に基づき、条件を満たす前記座標情報を抽出す
る第２抽出部と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記検出部は、画像情報に基づき前記基準物を検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記検出部は、顔を検出する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記取得部は、深度センサにより計測された前記各点との距離を示す前記座標情報を取
得し、
　前記第１抽出部は、前記各点との距離に応じて前記座標情報を抽出する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１抽出部は、前記分類部がクラスタリングした前記集合から最近傍点の前記座標
情報を抽出する
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記取得部は、前記座標情報を逐次取得し、
　前記第２抽出部が前記座標情報を抽出した後、該座標情報に対応する前記物体の移動軌
跡を特定する特定部を備える
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記物体を撮像した画像情報であって、画像内の各画素値に対し、対応
する前記各点の座標値が関連付けられた画像情報を取得し、
　前記第２抽出部が抽出した前記座標情報に対応する画像領域から前記物体を認識する認
識部を備える
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報処理装置は、表示画面を有する筐体本体と、該筐体本体から前方に突出した操
作パネルとを有するゲーム機であって、
　前記分類部は、前記操作パネルの突出端より前記筐体本体に近い前記空間に含まれる前
記座標情報をクラスタリングする
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　基準物を検出し、
　前記基準物を起点とする空間内に存在する物体表面の各点の座標値を示す座標情報を取
得し、
　前記空間内に含まれる前記座標情報を複数の集合にクラスタリングし、
　前記集合から条件を満たす前記座標情報を抽出し、
　抽出した前記座標情報を起点とした条件に基づき、条件を満たす前記座標情報を抽出す
る
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　処理をコンピュータに実行させることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１０】
　基準物を検出し、
　前記基準物を起点とする空間内に存在する物体表面の各点の座標値を示す座標情報を取
得し、
　前記空間内に含まれる前記座標情報を複数の集合にクラスタリングし、
　前記集合から条件を満たす前記座標情報を抽出し、
　抽出した前記座標情報を起点とした条件に基づき、条件を満たす前記座標情報を抽出す
る
　処理をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像から特定の物体を検出する物体検出技術がある。例えば特許文献１では、人間の手
指を撮像した画像を正規化した上で輝度を平滑化した平滑化輝度画像を生成し、生成した
平滑化輝度画像から輝度勾配を表すＨＯＧ（Histogram of Oriented Gradiets）特徴量を
抽出して手指の形状を検出する検出方法等が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１４９５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のように画像処理で物体検出を行う場合、コンピュータの処
理負荷が高く、また、検出する物体によっては検出自体が難しいという問題があった。
【０００５】
　一つの側面では、低負荷で所定の対象物を検出することができる情報処理装置等を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの側面に係る情報処理装置は、基準物を検出する検出部と、前記基準物を起点とす
る空間内に存在する物体表面の各点の座標値を示す座標情報を取得する取得部と、前記空
間内に含まれる前記座標情報を複数の集合にクラスタリングする分類部と、前記集合から
条件を満たす前記座標情報を抽出する第１抽出部と、抽出した前記座標情報を起点とした
条件に基づき、条件を満たす前記座標情報を抽出する第２抽出部とを備えることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　一つの側面では、低負荷で所定の対象物を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】情報処理装置の概要を示す模式図である。
【図２】ゲーム機の構成例を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１の概要を示す説明図である。
【図４】座標点の抽出処理に関する説明図である。
【図５】ゲーム機が実行する処理手順の一例を示すフローチャートである。
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【図６】対象物のトラッキング処理に関する説明図である。
【図７】対象物の認識処理に関する説明図である。
【図８】実施の形態２に係るゲーム機が実行する処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図９】上述した形態のゲーム機の動作を示す機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
（実施の形態１）
　図１は、情報処理装置１の概要を示す模式図である。本実施の形態では、デプスカメラ
で計測した三次元空間の座標情報から、特定のオブジェクト（対象物）を検出する情報処
理装置１について説明する。
【００１０】
　情報処理装置１は、種々の情報処理、情報の送受信が可能な情報処理装置であり、例え
ばパーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等、種々の機器であり得る
。本実施の形態では一例として、情報処理装置１がアーケードゲーム機であるものとし、
以下では便宜上、ゲーム機１と読み替える。ゲーム機１は、ゲームセンター等に設置され
、ユーザからの操作入力に応じてゲームに係るディスプレイ表示、音声出力等を行う。な
お、ゲーム機１は所謂アーケードゲーム機と称される装置に限定されず、ユーザからの操
作入力に応じてゲームに関連する処理を実行する装置であればよい。
【００１１】
　ゲーム機１は、表示部１４（表示画面）を有する筐体本体１０１と、筐体本体１０１か
ら前方に突出した操作パネル１０２とを備える。例えば筐体本体１０１は、縦長の略直方
体状の形状を有し、一側面の上部に表示部１４を備える。操作パネル１０２は、表示部１
４の下部から画面前方に突出したパネル部分であり、パネル上面に不図示の操作ボタン、
タッチパネル等の操作部品が設けられている。ゲーム機１は操作パネル上でユーザからの
操作入力を受け付け、ゲームに係る種々の処理を行う。
【００１２】
　例えばゲーム機１は、筐体本体１０１の天板上にカメラ１５を備える。なお、カメラ１
５の設置箇所は特に限定されず、例えば筐体本体１０１に内蔵されてもよい。カメラ１５
は、例えば深度センサ（距離センサ）及び撮像範囲を画素値に変換する撮像機能を備えた
デプスカメラであり、筐体本体１０１の前方空間を撮像範囲として撮像を行うと同時に、
被写体（物体）表面の各点の座標値を示す座標情報を計測する。座標情報は三次元の座標
値であって、ゲーム機１の上下方向及び左右方向のほかに、前後方向、すなわち奥行き（
距離）の情報を含む座標値である。
【００１３】
　なお、以下の説明では便宜上、深度センサで座標情報を計測した被写体表面の点を「座
標点」と呼ぶ。
【００１４】
　本実施の形態においてゲーム機１は、カメラ１５で撮像した画像からユーザの手を対象
物として検出する。そしてゲーム機１は、検出した手の動き（ジェスチャ）に基づいてゲ
ーム処理を行う。例えばゲーム機１では、ユーザの手の動きに応じてゲーム内のキャラク
タが動作する。
【００１５】
　上述のゲーム処理を実現するために、本実施の形態でゲーム機１は、カメラ１５で撮像
した画像情報に含まれる座標情報に基づき、深度センサにより計測された物体との距離を
元にユーザの手を検出する。
【００１６】
　図２は、ゲーム機１の構成例を示すブロック図である。ゲーム機１は、制御部１１、主
記憶部１２、通信部１３、表示部１４、カメラ１５、操作部１６、スピーカ１７、及び補
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助記憶部１８を備える。
　制御部１１は、一又は複数のＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro-Pro
cessing Unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）等の演算処理装置を有し、補助記
憶部１８に記憶されたプログラムＰを読み出して実行することにより、種々の情報処理、
制御処理等を行う。主記憶部１２は、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）、ＤＲ
ＡＭ（Dynamic Random Access Memory）、フラッシュメモリ等の一時記憶領域であり、制
御部１１が演算処理を実行するために必要なデータを一時的に記憶する。通信部１３は、
通信に関する処理を行うための通信モジュールであり、外部と情報の送受信を行う。表示
部１４は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイ等の表示
装置であり、制御部１１から与えられた画像を表示する。
【００１７】
　カメラ１５は、上述の如く深度センサ及び撮像機能を有するデプスカメラであり、ゲー
ム機１の前方の空間を撮像すると共に、撮像画像の各画素値と対応付けて、撮像範囲に含
まれる物体表面の各点の座標値を示す座標情報を取得する。操作部１６は、操作パネル１
０２に設けられたメカニカルキー、タッチパネル等の操作インターフェイスであり、ユー
ザから操作入力を受け付ける。スピーカ１７は、制御部１１から与えられた音声を出力す
るスピーカである。補助記憶部１８はＲＯＭ（Read Only Memory）、ハードディスク等の
不揮発性記憶領域であり、制御部１１が処理を実行するために必要なプログラムＰ、その
他のデータを記憶している。
【００１８】
　なお、ゲーム機１は、ＣＤ（Compact Disk）－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digital Versatile Di
sc）－ＲＯＭ等の可搬型記憶媒体１ａを読み取る読取部を備え、可搬型記憶媒体１ａから
プログラムＰを読み取って実行するようにしてもよい。あるいはゲーム機１は、半導体メ
モリ１ｂからプログラムＰを読み込んでもよい。
【００１９】
　図３は、実施の形態１の概要を示す説明図である。図３では、ゲーム機１及びユーザを
側面視で見た場合の模式図を図示してある。図３に基づき、本実施の形態の概要を説明す
る。
【００２０】
　ゲーム機１は、カメラ１５により自装置を操作するユーザを継続的に撮像する。上述の
如く、カメラ１５はデプスカメラであり、撮像空間に存在する物体との距離を含めて、三
次元の座標情報を計測可能な深度センサを備えたデバイスである。ゲーム機１はカメラ１
５から、ゲーム機１の前方の空間を撮像した画像であって、画像内の各画素値に対し、対
応する物体表面の各座標点の座標値が関連付けられた画像を取得する。
【００２１】
　カメラ１５から画像を取得した場合、ゲーム機１はまず、ユーザの手を検出する際の処
理対象とする空間領域を絞るため、画像内から特定の基準物を検出する。基準物は、例え
ばユーザの顔である。ゲーム機１は撮像画像に対して顔認識を行い、ユーザの顔に相当す
る画像領域を特定する。なお、以下の説明では便宜上、特定した画像領域を「顔領域」と
呼ぶ。
【００２２】
　ゲーム機１は、顔領域内の画素値に対応付けられた座標値を起点として、処理対象とす
る空間領域を絞り込む。例えばゲーム機１は、顔領域の座標値よりも自装置近傍に位置す
る領域を処理対象とする。図３では、処理対象とする空間を太線の矩形枠で概念的に図示
してある。例えばゲーム機１は、顔領域内の各画素値それぞれに対応する各座標点のうち
、自装置からの距離が最も近い座標点を選択し、選択した座標点の座標値を起点として対
象領域を絞り込む。このように、ゲーム機１は、ユーザの手が顔よりも近傍に位置するも
のと仮定し、対象領域を絞り込む。
【００２３】
　ゲーム機１は、撮像画像内の各画素値に対応付けられた座標点のうち、上記の対象領域
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に存在する座標点への絞り込みを行い、その他の座標点を除去する。すなわち、ゲーム機
１は、深度センサで計測した各座標点を、ユーザの顔よりも近い座標点群に絞り込む。
【００２４】
　ゲーム機１は、絞り込んだ各座標点の座標値を元に、対象物、すなわちユーザの手を検
出する。具体的には、ゲーム機１は、絞り込んだ各座標点を複数のクラスタ（集合）に分
類するクラスタリングを行い、クラスタリングの結果からユーザの手を検出する。
【００２５】
　例えばゲーム機１は、ｋ－ｍｅａｎｓ法を用いてクラスタリングを行う。ｋ－ｍｅａｎ
ｓ法はクラスタリングの一手法であり、算術平均を用いてｎ個のデータをｋ個のクラスタ
に分類する手法である。ゲーム機１はｋ－ｍｅａｎｓ法を用いて、対象領域に含まれる座
標点をｋ個のクラスタに分類する。
【００２６】
　なお、本実施の形態ではクラスタリングの手法としてｋ－ｍｅａｎｓ法を用いるが、本
実施の形態はこれに限定されるものではなく、例えばＳＶＭ（Support Vector Machine）
などを用いてクラスタリングを行ってもよい。
【００２７】
　上述の如く、ゲーム機１は、対象領域に含まれる各座標点を大まかにｋ個のクラスタに
分類する。クラスタの数は特に限定されないが、例えばゲーム機１は、ユーザの両手を検
出するため、２つのクラスタに分類する。ゲーム機１は、各クラスタから特定の座標点、
具体的には最近傍点を抽出することで、ユーザの手に相当する座標点群を抽出する。
【００２８】
　図４は、座標点の抽出処理に関する説明図である。図４では、上記で分類した２つのク
ラスタから最近傍点を抽出し、ユーザの手に相当する画像領域を特定する様子を概念的に
図示している。
【００２９】
　上述の如く、ゲーム機１は、顔よりも近い対象領域の座標点を２つのクラスタに分類す
る。ゲーム機１は各クラスタから、自装置に最も近い最近傍点を抽出する。図４では、最
近傍点をドットで図示してある。ゲーム機１は、抽出した最近傍点を起点として、ユーザ
の手に相当する座標点群を抽出する。
【００３０】
　例えばゲーム機１は、最近傍点から一定範囲内に位置する座標点群をグルーピングする
ことで、ユーザの手に相当する座標点群を抽出する。ゲーム機１は、抽出した座標点群に
対応する画像領域を、ユーザの手に係る画像領域として検出する。
【００３１】
　なお、上記ではクラスタ内の最近傍点を基準にしてユーザの手に相当する座標点群を抽
出することにしたが、本実施の形態はこれに限定されるものではなく、例えばクラスタ内
の中心点（重心）を起点に座標点群を抽出してもよい。また、例えばゲーム機１は、最近
傍点及び中心点の２つの座標点を起点にしてもよい。このように、ゲーム機１はクラスタ
内から特定の座標点を抽出し、抽出した特定の座標点に基づいて対象物（手）の座標点群
を抽出可能であればよく、起点とする座標点は最近傍点に限定されない。
【００３２】
　ゲーム機１は、上記で検出したユーザの手の動きに応じて、ゲーム内の処理を行う。例
えばゲーム機１は、ユーザが手を振る動作、手を前に突き出す動作など、ユーザの手の移
動軌跡を検知してゲーム内の処理を行う。また、例えばゲーム機１は、ユーザの手に係る
画像領域から、手が開いているか、指差し動作をしているか等、手のポーズ（姿態）を認
識してゲーム内の処理を行う。対象物の検出後の処理について、詳しくは実施の形態２で
説明する。
【００３３】
　なお、上記ではユーザの顔を起点とすることで対象領域の絞り込みを行ったが、画像か
らユーザの顔を認識できなかった場合、例えばゲーム機１は、予め定められた固定値を起
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点として処理を行い、固定値よりも自装置近傍に位置する領域への絞り込みを行う。当該
固定値は、例えば筐体本体１０１から、前方に突出している操作パネル１０２の突出端ま
での距離である。ゲーム機１は、操作パネル１０２の突出端より筐体本体１０１に近い空
間領域を対象領域とし、座標点群の絞り込みを行う。これにより、ゲーム機１は、ユーザ
の顔を認識できない場合であっても、操作パネル１０２上の空間に位置するユーザの手を
適切に検出する。これにより、例えばユーザ以外の人物の手を誤検出するような事態を防
止することができる。
【００３４】
　図５は、ゲーム機１が実行する処理手順の一例を示すフローチャートである。図５に基
づき、ゲーム機１が実行する処理内容について説明する。
　ゲーム機１の制御部１１は、ゲーム機１の前方の空間を撮像した画像であって、空間内
に存在する被写体（物体）表面の各座標点の座標値を示す座標情報が対応付けられた画像
情報をカメラ１５から取得する（ステップＳ１１）。
【００３５】
　制御部１１は画像内からユーザの顔を認識する顔認識を行い、ユーザの顔を検出する（
ステップＳ１２）。制御部１１は、顔の検出に成功したか否かを判定する（ステップＳ１
３）。顔の検出に成功したと判定した場合（Ｓ１３：ＹＥＳ）、制御部１１は、検出した
顔を起点として、ユーザの顔よりも近傍の空間に存在する座標点への絞り込みを行い、そ
の他の座標点を処理対象から除去する（ステップＳ１４）。顔の検出に失敗した場合（Ｓ
１３：ＮＯ）、制御部１１は、固定値より近傍の空間に存在する座標点への絞り込みを行
い、その他の座標点を処理対象から除去する（ステップＳ１５）。固定値は、例えば操作
パネル１０２の突出端から筐体本体１０１までの距離である。
【００３６】
　制御部１１は、ステップＳ１４又はＳ１５で絞り込んだ各座標点（座標情報）を座標値
に応じて複数のクラスタ（集合）に分類するクラスタリングを行う（ステップＳ１６）。
例えば制御部１１は、ｋ－ｍｅａｎｓ法を用いて座標点のクラスタリングを行う。制御部
１１は、分類した各クラスタから、所定の条件を満たす特定の座標点（座標情報）を抽出
する（ステップＳ１７）。例えば制御部１１は、クラスタ毎に、最近傍点に該当する座標
点を抽出する。
【００３７】
　制御部１１は、ステップＳ１７で抽出した特定の座標点を起点とした条件に基づき、当
該条件を満たす座標点群（座標情報）を抽出する（ステップＳ１８）。例えば制御部１１
は、ステップＳ１７で抽出した座標点を起点に、当該座標点から一定範囲内に位置する座
標点群を抽出する。制御部１１は、抽出した座標点群がユーザの手であるものとして検出
する（ステップＳ１９）。制御部１１は、一連の処理を終了する。
【００３８】
　以上より、本実施の形態１によれば、座標情報から対象物を検出することができ、低負
荷で所望の対象物を検出することができる。
【００３９】
　また、本実施の形態１によれば、画像認識によって基準物を検出することで、座標情報
の処理対象とする空間の絞り込みを好適に行うことができる。
【００４０】
　また、本実施の形態１によれば、基準物として人間の顔を検出することで、特定の器官
（例えば手）を検出する上で好適に対象領域を絞り込むことができる。
【００４１】
　また、本実施の形態１によれば、深度センサを用いることで、好適に座標情報を取得す
ることができる。
【００４２】
　また、本実施の形態１によれば、最近傍点を基準に座標点群の抽出範囲を特定すること
で、より好適に対象物を検出することができる。
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【００４３】
　また、本実施の形態１によれば、アーケードゲーム機に適用する場合において、操作パ
ネル１０２の突出端より近傍の領域に絞り込むことで、好適に対象物を検出することがで
きる。
【００４４】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、対象物として検出したユーザの手の移動軌跡及び姿態を検知する形
態について述べる。なお、実施の形態１と重複する内容については同一の符号を付して説
明を省略する。
　図６は、対象物のトラッキング処理に関する説明図である。図６では、対象物として検
出したユーザの手をトラッキングする様子を概念的に図示している。
【００４５】
　例えばゲーム機１は、実施の形態１に係る処理によってユーザの手を検出した後、検出
した手のトラッキングを開始する。ゲーム機１は、カメラ１５から逐次取得する各時点の
画像から手の位置を検出し、ユーザの手の移動軌跡を特定する。
【００４６】
　トラッキングの手法は特に限定されないが、例えばゲーム機１は、ユーザの手に相当す
る座標点群の中心点（重心）を特定し、当該中心点を追跡することでトラッキングを行う
。あるいはゲーム機１は、ユーザの手に相当する座標点群を検出して一度画像認識を行い
、ユーザの手を認識した後、ユーザの手を含む画像領域を追跡するようにしてもよい。こ
のように、ゲーム機１は座標情報（座標値）からトラッキングを行ってもよく、画像デー
タ（画素値）からトラッキングを行ってもよい。
【００４７】
　ゲーム機１は、特定したユーザの手の移動軌跡に基づき、ユーザの手の動作を判定する
。例えばゲーム機１は、例えば左右に移動させて手を振る動作を行っているか、あるいは
前後に移動させて手を前に突き出す動作を行っているかなどを判定する。なお、これらは
いずれも一例であって、ゲーム機１は、ユーザの手の移動軌跡から動作を判定可能であれ
ばよい。例えばゲーム機１は、予め定められた所定の動作パターンとのパターンマッチン
グを行うことでジェスチャに基づく操作入力を受け付け、ゲーム内の処理を行う。
【００４８】
　図７は、対象物の認識処理に関する説明図である。図７では、対象物として検出したユ
ーザの手のポーズ（姿態）を認識する様子を概念的に図示している。
【００４９】
　ゲーム機１は、ユーザの手を検出した後、ユーザの手を含む画像領域に対して画像認識
を行い、ユーザの手の外観形状、すなわち手のポーズを認識する。例えばゲーム機１は、
ユーザが手を開いているか否か、自装置への指差しを行っているか否か等を認識する。な
お、これらはいずれも一例であって、ゲーム機１は、手のポーズ（姿態）の種類を認識可
能であればよい。
【００５０】
　画像認識の手法は特に限定されないが、例えばゲーム機１は、予め定められた種々の手
のポーズに係る形状と、撮像画像から認識したユーザの手の形状とのパターンマッチング
を行い、ユーザの手のポーズを認識する。あるいはゲーム機１は、ディープラーニング等
の機械学習で人間の手のポーズの画像特徴量を学習済みのモデルを用いて、当該モデルに
ユーザの手を含む画像領域を入力し、手のポーズを判定した判定結果を出力値として取得
する。なお、これらはいずれも一例であって、ゲーム機１は画像認識によってユーザの手
のポーズを認識可能であればよい。
【００５１】
　ゲーム機１は、トラッキングの場合と同様に、ユーザの手のポーズに応じてゲーム内の
処理を行う。ゲーム機１は、所定のゲームの終了動作（例えばユーザからの終了指示）が
行われるまでカメラ１５から座標情報を含む画像データを継続的に取得し、トラッキング
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及び画像認識を行ってジェスチャによる操作入力を受け付ける。
【００５２】
　図８は、実施の形態２に係るゲーム機１が実行する処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
　最近傍点から一定範囲内に位置する座標点群をユーザの手として検出した後（ステップ
Ｓ１９）、ゲーム機１の制御部１１は、以下の処理を実行する。制御部１１は、上記の座
標点群（座標情報）に対応する撮像画像内の画像領域に対する物体認識を行い、ユーザの
手のポーズ（姿態）を認識する（ステップＳ２０１）。さらに制御部１１は、カメラ１５
から逐次取得する撮像画像から上記の座標点群の位置を逐次特定することで、ユーザの手
（物体）の移動軌跡を特定するトラッキングを行う（ステップＳ２０２）。制御部１１は
、ステップＳ２０１で認識したユーザの手のポーズ、及びステップＳ２０２で特定したユ
ーザの手の移動軌跡に基づいてゲーム内での処理を行う。
【００５３】
　制御部１１は、ゲーム内で所定の終了動作が行われたか否かを判定する（ステップＳ２
０３）。終了動作が行われていないと判定した場合（Ｓ２０３：ＮＯ）、制御部１１は処
理をステップＳ２０１に戻す。終了動作が行われたと判定した場合（Ｓ２０３：ＹＥＳ）
、制御部１１は一連の処理を終了する。
【００５４】
　以上より、本実施の形態２によれば、低負荷で対象物を検出した上で、検出した対象物
のトラッキングを行うことができる。
【００５５】
　また、本実施の形態２によれば、座標情報から対象物の位置を検出した上で画像認識を
行うことで、撮像画像に含まれる全空間の画像認識を行う必要なく、低負荷で対象物の姿
態を検知することができる。
【００５６】
（実施の形態３）
　図９は、上述した形態のゲーム機１の動作を示す機能ブロック図である。制御部１１が
プログラムＰを実行することにより、ゲーム機１は以下のように動作する。
　検出部９１は、基準物を検出する。取得部９２は、前記基準物を起点とする空間内に存
在する物体表面の各点の座標値を示す座標情報を取得する。分類部９３は、前記空間内に
含まれる前記座標情報を複数の集合にクラスタリングする。第１抽出部９４は、前記集合
から条件を満たす前記座標情報を抽出する。第２抽出部９５は、抽出した前記座標情報を
起点とした条件に基づき、条件を満たす前記座標情報を抽出する。
【００５７】
　本実施の形態３は以上の如きであり、その他は実施の形態１及び２と同様であるので、
対応する部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００５８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　ゲーム機（情報処理装置）
　１１　制御部
　１２　主記憶部
　１３　通信部
　１４　表示部
　１５　カメラ
　１６　操作部
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　１７　スピーカ
　１８　補助記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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