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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザインターフェイスを操作する方法であって、
　奥行きセンサを用いてユーザの手の近距離の奥行き画像を取得する工程と、
　前記ユーザの手の骨格モデルを構築する工程と、
　前記ユーザの手の前記骨格モデルにおける関節の指定領域内における動きを前記奥行き
画像から識別する工程であって、前記関節の前記指定領域が前記ユーザの手における指を
含む工程と、
　前記骨格モデルにおける前記関節の位置に対応する三次元関節データをトラッキングす
ることにより、前記ユーザの手の前記領域内における動きをトラッキングする工程と、
　前記ユーザの手の前記動きに対応するジェスチャーを実行する第一対象物として前記ユ
ーザの手を画面上に投影するように前記関節の前記位置のデータをマッピングすることに
より、前記ユーザの手を画面上に表示する工程であって、前記ユーザの手における前記指
が、前記画面上の別個の対象物と各々同時に相互作用するための、前記第一対象物の各カ
ーソルコンポーネントとして表現される工程と
を含むユーザインターフェイスを操作する方法。
【請求項２】
　前記動きは、前記画面上の前記他の対象物と相互作用する力を生成することを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記ユーザの手の識別された動きは、選択ジェスチャーに対応し、前記画面上の前記第
一対象物は、前記画面上の第二対象物を選択することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザの手の識別された動きは、操作ジェスチャーに対応し、画面上の第二対象物
は、操作ジェスチャーに関連する既定の動作に基づいて操作されることを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項５】
　前記画面からの前記ユーザの手の距離を決定する工程と、
　前記距離の変化に基づいて、前記画面を拡大または縮小する工程とを含む請求項１記載
の方法。
【請求項６】
　前記画面上の対象物の重なりから選択対象物を示すために、画面上のカーソルを動かす
工程であって、前記画面からの前記ユーザの手の前記距離に基づいて前記カーソルが動か
される工程をさらに含み、
　前記カーソルを動かすことが、前記ユーザの手が前記画面に近づくにつれ、前記対象物
の重なりの下方に向かって前記カーソルを動かし、前記ユーザの手が前記画面から遠ざか
るにつれ、前記対象物の重なりの上方に向かって前記カーソルを動かすことを含む請求項
５記載の方法。
【請求項７】
　前記画面からの前記ユーザの手の前記距離に基づいて、前記第一対象物の大きさを調整
する工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　ユーザの手の奥行き画像を近距離で取得するための奥行きセンサと、
　プロセッサであって、
　　前記ユーザの手の骨格モデルを構築し、前記ユーザの手の前記骨格モデルにおける関
節の指定領域内における動きを前記奥行き画像から識別し、前記関節の前記指定領域が前
記ユーザの手における指を含み、前記骨格モデルにおける前記関節の位置に対応する三次
元関節データをトラッキングすることにより前記奥行き画像データからの前記ユーザの手
の関節の前記領域内における動きをトラッキングするためのトラッキングモジュール、及
び、
　　前記ユーザの手の動きが１または複数のユーザインターフェイス要素と相互作用する
ことを可能にするための出力モジュール
　を実行するためのプロセッサと、
　前記ユーザの手を画面上に投影するように前記関節の前記位置のデータをマッピングす
ることにより、前記ユーザの手の表現、および、前記１または複数のユーザインターフェ
イス要素を第一対象物として画面上に表示するためのディスプレイであって、前記ユーザ
の手における前記指が、前記画面上の別個の対象物と各々同時に相互作用するための、前
記第一対象物の各カーソルコンポーネントとして表現されるディスプレイとを含むシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、対象物のトラッキングに有効な方法および装置に関するものであり、より具
体的には、ユーザの手および指の動きをトラッキングし、トラッキングデータを用いて装
置とのユーザの相互作用を制御するための高度な方法を提供するシステム、方法および装
置に関する。
【０００２】
　本願は、２０１１年６月２３日に出願された「電子装置との相互作用のためのユーザ動
作の特定およびトラッキングの方法システム」と題する米国仮特許出願６１／５００，４
８０に基づく優先権を主張しており、この米国仮特許出願は、参照によって本願に組み込
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まれる。
【背景技術】
【０００３】
　大体において、コンピュータやタブレットや携帯電話などの電子装置との人の相互作用
では、物理的に制御装置を操作し、ボタンを押下し、またはスクリーンをタッチすること
を要する。例えば、ユーザは、キーボードとマウスなどの入力装置を介して、コンピュー
タと相互作用する。キーボードとマウスは、テキスト入力やドキュメントのスクロールな
どの機能に有効であるが、キーボードとマウスは、ユーザが電子装置と相互作用する多く
の他の方法には有効ではない。マウスを把持するユーザの手は、平らな２次元の表面に沿
ってのみ動くように制限されており、３次元の仮想空間でマウスを操作（ナビゲート）す
ることは、使いにくく非直感的である。同様に、タッチスクリーンの平らなインターフェ
イスは、ユーザに奥行きの概念をもたらさない。これらの装置は、手と指のあらゆる動き
を、技術の制約に従う２次元の限定された一部の動きに制限する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　ユーザの相互作用の経験を供給し、動きを自動的に定義して識別するシステムおよび方
法の例を図面に示す。この例および図面は、限定ではなく一例である。
【図１】いくつかの実施形態における、近距離の対象物トラッキングシステムの構成要素
の例を示す概略図である。
【図２】いくつかの実施形態における、近距離の対象物トラッキングシステムによる動作
トラッキング工程の一例を示すワークフロー図である。
【図３】いくつかの実施形態における、トラッキングされた手のジェスチャーの画像の例
を示す図である。
【図４】いくつかの実施形態における、近距離の対象物トラッキングシステムによる動作
トラッキング工程の一例を示すワークフロー図である。
【図５】いくつかの実施形態における、近距離の対象物トラッキングシステムによる動作
トラッキング工程の他の例を示すワークフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　近距離の対象物のトラッキングのためのシステムおよび方法を説明する。ユーザの手お
よび指または他の対象の近距離の奥行き画像は、奥行きセンサを用いて取得される。奥行
きセンサから取得される奥行き画像データを用いて、ユーザの手および指または他の対象
の動作が識別され、トラッキングされる。ユーザの手および指または他の対象は、画面上
の表現（描写）として示され、ここで、表現（描写）は、識別される動作に対応するジェ
スチャーを実施することを表示する。ユーザの手および指または他の対象物の表現は、画
面上に表示される他の対象物と相互作用しうる。
【０００６】
　本発明の種々の態様および例を説明する。以下の記載では、これらの例の記載の十分な
理解と実施可能な記載のために具体的詳細を提供する。また、当業者であれば、多くのこ
れらの詳細なしで実施し得る。更に、いくつかの周知の構造や機能は、関連する記載を不
必要に分かり難くすることがないように、詳細に表示または記載されていない。
【０００７】
　以下の記載中の用語は、たとえ、ある特定の技術例の詳細な記載で用いられているとし
ても、その用語の最も広く合理的な態様で解釈されるものである。特定の用語は、以下で
強調されうるが、限定的な態様での解釈を目的とする用語は、いかなるものも、この詳細
な説明のセクションで、公然かつ明確に定義される。
【０００８】
　例えば、ユーザがジェスチャーコントロールを通して電子システムまたは電子装置と相
互作用しているとき、対象物の動作のトラッキングは、ユーザまたは対象物が行っている
動作またはジェスチャーを認識するシステムを必要とする。この開示目的のために、「ジ
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ェスチャー認識」という用語が、ユーザによって実行される特定の動作またはポーズ形状
を識別する方法を言及するために用いられる。例えば、ジェスチャー認識は、一定の速さ
で一定の方向へのマウスパッド上のスワイプまたはタッチスクリーン上の一定形状をトレ
ースする指または手振りを識別することに言及する。システムは、特定のハードウェア／
ソフトウェアとのユーザインターフェイスの相互作用を説明するデータを分析することで
、特定のジェスチャーが実行されているか否かを決定する。即ち、ジェスチャーを実行す
るために用いられている対象物を検知またはトラッキングするいくつかの方法がある。タ
ッチスクリーンの場合、その方法は、スクリーン上のユーザのタッチを検知するために用
いられるハードウェア技術とソフトウェア技術との組み合わせである。奥行きセンサ型シ
ステムの場合、その方法は、一般的に、ユーザの関節や体部の一部を識別してトラッキン
グするのに必要なハードウェア技術とソフトウェア技術との組み合わせである。
【０００９】
　一般的なジェスチャーコントロールまたは対象物のトラッキングによるシステム相互作
用の上記例では、トラッキング部は、動作認識とトラッキングとを可能にする。ジェスチ
ャー認識は、ジェスチャー認識がトラッキング部から出力されるデータを受け取り、事前
に定義（決定）されたジェスチャーが実行されたか否かを決定すべく、データを処理する
点で、トラッキングの処理（工程）とは異なっている。一旦、ジェスチャーが認識される
と、そのジェスチャーは、例えば、電子装置におけるアプリケーションやゲームで、動作
をもたらすように用いられる。ジェスチャー認識が用いられる例としては、ユーザが手を
振って部屋で明かりを消すときである。
【００１０】
　対象物トラッキングシステムへの入力は、タッチスクリーン（シングルタッチまたはマ
ルチタッチ）などのいくつかの異なる入力装置からもたらされるユーザの動作と、２Ｄ（
赤、緑、青またはＲＧＢとして知られる）カメラで保存されるやユーザの動作と、奥行き
センサを用いて保存されるユーザの動作とを描写するデータである。他の適用では、対象
物トラッキングシステムは、動作またはジェスチャー認識のために、加速度計および重量
計からのデータを用いることができる。
【００１１】
　２０１０年６月１６日に出願された「奥行きマップから対象物をモデル化する方法およ
びシステム」と題する米国特許出願１２／８１７，１０２では、奥行きセンサを用いてプ
レーヤをトラッキングし、ユーザの体部の関節を識別しトラッキングする方法を記載して
いる。これは全体として、本願に組み込まれる。２０１２年４月６日に出願された「改良
された対象物トラッキングの方法およびシステム」と題する米国特許出願１３／４４１，
２７１では、飛行時間型（ＴＯＦ）カメラからの奥行きデータと振幅データとの組み合わ
せを用いて、ユーザの体部を識別してトラッキングする方法を記載しており、これは全体
として、本願に組み込まれる。
【００１２】
　ロバスト動作またはジェスチャーの認識は、実行がかなり難しい。具体的には、システ
ムは、ユーザの目的を正確に解釈し、異なるユーザ間の動作の違いを調整し、動作が適用
可能なコンテキスト（背景）を決定することが可能である必要がある。
【００１３】
　システムや装置との柔軟で自然、直感的な相互作用の方法は、表示画面の前の３次元空
間におけるユーザの手や指の動きを解するシステムのためのものであって、従って、人の
手や指のあらゆる構造および動きに対応することを許容する。本質的に、通常の２次元タ
ッチスクリーンは、ジェスチャーおよび相互作用のあらゆる表現に対応する３次元の相互
作用空間であって、より自由度が高く、制約が少なく、より直感的な３次元の相互作用空
間に拡張される。
【００１４】
　このより自然的に、直感的なタイプの相互作用を可能にするには、システムは、ユーザ
の手および指の構造、動きを完全に識別できなくてはならない。ＲＧＢカメラなどの従来
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のカメラでは、これらのカメラによって生成されるデータが正確かつ確実に読み取ること
が難しいので、この目的には不十分である。特に、画像の対象物は、背景と区別すること
が難しく、データは、光の状態に影響を受け、画像上の異なる対象物間では、オクルージ
ョンが生じる。対照的に、近距離で手や指や他の対象物をトラッキングするための奥行き
センサを用いると、ユーザの手や指や対象物の高精度かつロバストなトラッキングに対応
するデータを生成でき、それによって、この新規で直感的で効果的な態様がシステムや装
置と相互作用することを可能にする。
【００１５】
　奥行きセンサは、取得した画像の各ピクセルのために奥行きデータを取得するセンサと
して定義される。ここで、奥行きとは、対象物とセンサ自体との間の距離である。この目
的のために奥行きセンサによって用いられるいくつかの異なる技術がある。これらの中に
は、飛行時間型（スキャンＴＯＦまたは配列ＴＯＦを含む）、構造化された照明、レーザ
・スペックル・パターン技術、立体カメラ、アクティブな立体カメラに依存するセンサが
ある。それぞれの場合において、これらのカメラは、ピクセルの固定解像度を有する画像
を生成する。ここで、通常は整数値である値は、各ピクセルに関連付けられており、これ
らの値は、画像領域に投影された対象物のセンサからの距離に対応する。奥行きデータに
加えて、センサは、従来のカラーカメラが行うのと同じように、カラーデータを生成する
ことがあり、このデータは、処理で用いるために、奥行きデータと組み合わせることがで
きる。
【００１６】
　奥行きセンサによって生成されるデータは、従来の２Ｄカメラによって生成されるデー
タに対し、いくつかの利点がある。奥行きセンサのデータは、前景から背景を分ける問題
を大幅に簡素化する。また、奥行きセンサのデータは、一般的に照明条件の変化に対して
ロバストであり、オクルージョンを読み取るために効果的に用いられ得る。奥行きセンサ
を用いて、リアルタイムでユーザの手と指との両方を識別し、トラッキングすることがで
きる。ユーザの手や指の位置データの知識は、装置との相互作用が自然で直感的である仮
想的な３Ｄタッチスクリーンを有効にするために用いられる。手や指の動きは、例えば、
コンピュータ、タブレット、携帯電話、携帯ゲーム機、自動車のダッシュボード制御装置
などの様々なシステム、装置、および／または電子デバイスとのユーザの相互作用に動力
供給し得る。さらに、このインターフェイスによって有効にされるアプリケーションおよ
び相互作用は、現実性を増す生産性ツールやゲーム、エンターテインメントシステムのコ
ントロール（例えば、メディアセンターなど）、人間と電子装置間の他の多くの通信形態
を含む。
【００１７】
　本開示は、近距離で対象物をより正確に識別し、トラッキングし、確実にユーザの動き
やジェスチャーを処理するために、奥行きセンサの画像の使用方法について説明する。本
明細書中で用いられる「近距離」とは、例えば、一般的にシステムや装置との物理的な接
続からユーザが実質的な個人用装置と相互作用する、実質的な個人用空間または領域を指
す。従って、一実施形態では、近距離の奥行き画像は、限定はされないが一般的に３０ｃ
ｍから５０ｃｍの範囲内で取得される。一実施形態では、近距離の奥行き画像は、０から
３ｍの範囲内で取得され得る。いくつかの実施形態では、奥行き画像は、環境、画面サイ
ズ、装置サイズ、奥行きセンサの分解能、奥行きセンサ精度等に応じて、３ｍより大きい
距離で取得することができる。
【００１８】
　図１について説明する。図１は、いくつかの実施形態に係る、近距離の対象物トラッキ
ングシステム１００の構成要素、および、これらの構成要素間のワークフローの概略図で
ある。近距離の対象物トラッキングシステム１００は、例えば、奥行きカメラ１１５、近
距離イメージトラッキングモジュール１３５、ジェスチャー認識モジュール１４０、出力
モジュール１４５、ソフトウェア・アプリケーション１５０を含むことができる。追加的
なまたはより少ない構成要素またはモジュールは、システム１００および図示される各構
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成要素に含むことができる。例えば、奥行きカメラ１１５は、奥行きデータと奥行きマッ
プを作成するために奥行きデータを処理する奥行きプロセッサ１２０とを取得する奥行き
イメージセンサ１１０を含むことができる。奥行きプロセッサ１２０によって実行される
処理ステップは、奥行きイメージセンサ１１０によって用いられる特定の技術であって、
例えば構造化された照明およびＴＯＦ技術などの特定の技術に依存する。また、奥行きカ
メラ１１５は、例えば１または複数のレンズ、光源、電子制御装置など他の構成要素（図
示せず）を含むことができる。
【００１９】
　本明細書中で用いられる「モジュール」は、汎用、専用または共有プロセッサと、一般
的に、プロセッサによって実行されるファームウェアまたはソフトウェアのモジュールと
を含む。実施仕様またはその他の考慮事項に応じて、モジュールは、集中または機能分散
され得る。モジュールは、汎用または特殊目的のハードウェア、ファームウェア、または
プロセッサによる実行のためのコンピュータ読み取り可能な（記憶）媒体に収録されたソ
フトウェアを含むことができる。本明細書中で用いられるように、コンピュータ読み取り
可能な媒体またはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、法定（例えば、米国では、３
５ＵＳＣ１０１）のすべての媒体を含み、かつ本質的に非法定であるすべての媒体を、コ
ンピュータ読み取り可能な（記憶）媒体を含む請求項が適法となるために必要となる除外
の程度まで明確に除外する。既知の法定のコンピュータ読み取り可能な媒体は、ハードウ
ェア（ほんの数例として、レジスタ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、不揮発性（Ｎ
Ｖ）ストレージ）を含むが、ハードウェアに限定されてもよく、限定されなくてもよい。
【００２０】
　図１に示されるように、システム１００は、ユーザの手、頭、足、腕、顔、またはその
他の対象物などのオブジェクト１０５をトラッキング（追跡）する。ここで、対象物は通
常、イメージセンサ１１０に近い範囲内に配置される。システム１００は、近距離の対象
物を感知する奥行きカメラ１１５を含むことができる。奥行きカメラ１１５はイメージト
ラッキングモジュール１３５を補助し、該イメージトラッキングモジュール１３５は奥行
きカメラ１１５によって生成された画像を用いて、対象物を識別し、近距離の対象物の動
きを検出して、さらに細かい動きをも検出する。例えば、奥行きカメラ１１５は、指、唇
、その他の顔要素、つま先などの細かい微妙な動きを検出するために、十分なピクセルの
解像度と正確な奥行きデータ値とを提供するように適合され得る。
【００２１】
　システム１００は、さらに対象物トラッキングを実行するための近距離イメージトラッ
キングモジュール１３５を含むことができる。いくつかの実施形態では、トラッキングモ
ジュール１３５は、システム１００が近距離の奥行きデータを利用できるようにするため
に、例えば、奥行き画像データに適切なアルゴリズムを適用することによって、奥行きカ
メラ１１５からの奥行きデータを処理できる。トラッキングモジュール１３５は、近距離
の光学設定と条件とに基づいて、奥行き画像データを処理できる。トラッキングモジュー
ル１３５は、例えば、可能な限り同時に、１または複数の対象物に対して、対象物の有無
、動き、距離、速度などの処理、計算、識別および／または決定ができる。近距離イメー
ジトラッキングモジュール１３５は、例えば、顔の動き、足の動き、頭の動き、腕の動き
、または他の適切な対象物の動きの検出および／またはトラッキングを可能にするために
、例えば、近距離のトラッキングのためのソフトウェアコードやアルゴリズムを実行し得
る。一例では、トラッキングモジュール１３５は、人間の動きをトラッキングすることが
でき、トラッキングモジュール１３５の出力は、人間の骨格の表現であり得る。
【００２２】
　同様に、ユーザの手や指のみがトラッキングされている場合に、トラッキングモジュー
ル１３５の出力は、ユーザの手の骨格の表現であり得る。手の骨格の表現は、骨格の関節
の位置を含むことができ、また、中心点に対する関節の回転を含むことができる。また、
これらの要素の一部を含むことができる。さらに、モジュール１３５の出力は、トラッキ
ングされている対象物の重心などの他の特徴、または、奥行きカメラ１１５によって提供
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されるデータを処理することにより取得できる任意の他の有用なデータを含むことができ
る。
【００２３】
　さらに、近距離イメージトラッキングモジュール１３５は、奥行きカメラ１１５からデ
ータを受信すると、例えば、各指のうち特定の動いている指の動き、および、各指の動き
に対応する全体の動きを識別するために、各手の異なる指などの特定の対象物の形状およ
び／または機能を識別するように構成されることができる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、近距離のイメージトラッキングモジュール１３５は、動きの
速さ、動きの幅などに応じて、対象物の運動強度を識別し、決定するように構成されるこ
とができ、それによって、動きの力の向きを検出し利用することができる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、近距離のイメージトラッキングモジュール１３５は、異なる
指や指の組み合わせによるジェスチャーを検出することができるように、複数の指の動き
をトラッキングするように構成することができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、近距離トラッキングのためのコードやアルゴリズムは、例え
ば、顔の動き、足の動き、頭の動き、腕の動き、または他の適切な対象物の動きを検出お
よび／またはトラッキングするために用いられることができる。
【００２７】
　さらに、システム１００は、感知したデータを分類するために、動作またはジェスチャ
ー認識モデル１４０を含むことができ、それによって、対象物の動きの認識と決定を補助
する。ジェスチャー認識モデル１４０は、例えば、対象物が動いたり、合図したり、身振
りしたりしているかなどを決定するため、および特定のジェスチャーが実行されたかなど
を識別するために用いられる出力を生成することができる。
【００２８】
　さらに、システム１００は、ユーザコマンドまたはアクションを外部プラットフォーム
やコンソールなどに十分に出力できるようにすべく、ジェスチャーデータなど加工された
トラッキングデータを処理するための出力モジュール１４５を含むことができる。
【００２９】
　さらに、システム１００は、ソフトウェア・アプリケーション１５０を含むことができ
、ソフトウェア・アプリケーション１５０は、出力モジュール１４５からの出力を受け取
り、それをソフトウェア・アプリケーションのコンテキスト内で使用する。ソフトウェア
・アプリケーション１５０は、ゲームであってもよく、または装置とのユーザの相互作用
を制御するプログラムであってもよく、それ以外の場合は、ソフトウェア・アプリケーシ
ョン１５０は、奥行きカメラ１１５によって感知されて処理された動作（動きの）データ
を利用することができる。
【００３０】
　一実施形態では、システム１００はさらに、ディスプレイ１５５を含むことができる。
ディスプレイは、ユーザに視覚的なフィードバックを提供する。視覚的なフィードバック
は、ユーザのジェスチャーの表現を含むことができ、ここで、表現に関連する情報は出力
モジュール１４５から受信される。視覚的なフィードバックは、１または複数の仮想オブ
ジェクトとのユーザのジェスチャー表現の相互作用を含むこともでき、ここで、相互作用
に関連する情報は、ソフトウェア・アプリケーション１５０から受信される。
【００３１】
　図２について説明する。図２は、奥行きカメラ１１５によって生成されたデータにトラ
ッキングモジュール１３５を用いて、ユーザの手と指をトラッキングするプロセスの例で
ある。図２に示すように、ブロック２０５では、ユーザの手は、奥行きカメラ１１５から
得られた奥行き画像データから識別される。手は、セグメンテーションおよび／または分
類アルゴリズムを用いて、ノイズや不要な背景データを除去することで背景から分けられ
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る。
【００３２】
　ブロック２１０では、奥行き画像データおよび関連する振幅データおよび／または関連
するＲＧＢ画像において、特徴が検出される。これらの特徴は、例えば、指先や、指の付
け根が手のひらに接続している部分、および検出可能なその他の画像データである。ブロ
ック２１５では、ブロック２１０で識別された特徴は、画像データ内の個々の指を識別す
るために用いられる。ブロック２２０では、検出されたあらゆる誤検出の特徴を除外すべ
く、かつ、隠れた部分などの奥行き画像データから欠損しているデータを埋めるべく、指
が前のフレーム内の位置に基づいてトラッキングされる。
【００３３】
　ブロック２２５では、トラッキングされる指の三次元位置が奥行き画像データから得ら
れ、ユーザの手や指の骨格モデルを構築するために用いられる。いくつかの実施形態では
、運動学モデルは、対象者の関節の相対的な位置を限定するために用いられることができ
る。関節が隠れているためか、関節がカメラの視野外にあるために、運動学モデルは、カ
メラに見えていない関節の位置を計算するために用いられることもできる。
【００３４】
　図３Ａ－３Ｅについて説明する。図３Ａ－３Ｅは、検出、トラッキング、認識および処
理される微細運動の動きの例として、一連の手のジェスチャーを示す。図３Ａ，３Ｃ、３
Ｄは、動きの要素がない静的な手の合図のジェスチャーを示す。一方、図３Ｂ，３Ｅは、
動的な手のジェスチャーを示す。図３Ｂと図３Ｅは、有意味で認識可能な合図やジェスチ
ャーを構成する指の動きを示す、付加された矢印を含む。当然に、他のジェスチャーや合
図は、ユーザの体の他の部分や他の対象物から検出され、トラッキングされることができ
る。他の例では、例えば、２本またはそれ以上の指の同時の動きなどの複数の対象物やユ
ーザの動きからのジェスチャーや合図が、検出、トラッキング、認識、処理されることが
できる。
【００３５】
　本開示の実施形態は、以下の相互作用の形態を含むが、これに限定されない。
【００３６】
　一実施例では、ユーザの各指は、ディスプレイ画面上でカーソルになり得る。この方法
では、ユーザは同時に、複数のアイコン（両手を使うと最大１０個まで）と相互作用でき
る。本明細書内で用いられる「カーソル」は、他の信号、シンボル、インジケータなどで
あって、ＣＲＴ上の位置や、キーボードから入力されて次の文字が現れたり、ユーザのア
クションが必要とされる他のタイプのディスプレイ上の位置を示す、可動し時々点滅する
シンボルなどの他の信号、シンボル、インジケータなどを示すことができる。
【００３７】
　さらに他の例では、仮想ホットフィールドを画面の前に定義することができる。ユーザ
は、例えば、マウスボタンをクリックするための運動をシミュレーションするように、ホ
ットフィールドで指、および／または、手を動かすことで、ディスプレイ画面上の対象物
を選択できる。仮想ホットフィールドは、二次元のタッチスクリーンと同様の機能を提供
するが、指／手の三次元位置を用いることができるので、より拡張的である。
【００３８】
　図４について説明する。図４は、近距離のトラッキングを可能にする技術に基づくユー
ザインターフェイス（ＵＩ）フレームワークの例を示す。ジェスチャー認識コンポーネン
トは、「ジェスチャー分類の方法およびシステム」と題する特許７，９７０，１７６、お
よび、「ジェスチャー認識の方法およびシステム」と題する出願番号１２／７０７，３４
０に記載の構成要素を含み、これらは、完全に参照によって本明細書に組み込まれる。
【００３９】
　ステージ４００では、奥行き画像は奥行きカメラから取得される。ステージ４１０では
、トラッキングモジュール１３５は、取得した奥行き画像を用いて、図２記載の機能を実
行する。トラッキングモジュール１３５によって生成された関節位置データは、後述する
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ように、並列に処理される。ステージ４２０では、関節位置のデータは、対象者の手／指
の動きを仮想カーソルにマッピングまたは投影するために用いられる。選択的に、カーソ
ルまたはコマンドツールは、対象者の１または複数の指によって制御されることができる
。情報は、対象者にフィードバックを提供するために、ディスプレイ画面上に提供される
ことができる。仮想カーソルは、矢印や手の表現などの単純なグラフィック要素である。
また、それは、ＵＩ要素の色を変更したり、またはその背後の輝きを投影することによっ
て、（画面上のカーソルの明示的なグラフィカルな表現がない）ＵＩ要素を単に強調した
り識別することができる。対象者の手の異なる部分は、仮想カーソルを動かすために用い
ることができる。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、仮想カーソルは、対象者の手、または、１または複数の指に
マッピングされることができる。例えば、人差し（ポインタ）指の動きは、仮想カーソル
の動きに直接マッピングしたり、投影することができる。他の実施形態では、ＵＩ要素は
、奥行き方向において、ある要素が他の要素の上に積み重ねられている。仮想カーソルは
、仮想カーソルが奥行きの異なる階層でＵＩ要素間を移動できるように、三次元で移動さ
せることができる。他の実施形態では、複数の仮想カーソルであって、各々が対象者の一
の指先に対応する仮想カーソルがある。他の実施形態では、スクリーンから離れる手の動
きは、ズーム効果を与えることができる。あるいは、例えば人差し指と親指のように２つ
の指先間の距離は、画面でズームのレベルを示すために用いられることができる。
【００４１】
　ステージ４３０では、関節の位置データは、対象者によって実行されるジェスチャーを
検出するために用いられる。イベントをトリガーする２つのカテゴリのジェスチャーとし
て、選択ジェスチャーと操作ジェスチャーとがある。選択ジェスチャーは、特定のＵＩ要
素が選択されるべきことを示す。いくつかの実施形態では、選択ジェスチャーは、手でつ
かむ動きであり、この動きは、対象者がＵＩ要素を拾っているかのように、指が手のひら
の中心に向かって移動する。他の実施形態では、選択ジェスチャーは、対象者が選択した
いＵＩ要素を仮想カーソルが取り囲むように、円を描いて手や指を動かすことによって実
行される。当然に、他のジェスチャーを用いることも可能である。ステージ４５０では、
システムは、選択ジェスチャーがステージ４３０で検出されたか否かを評価し、そして、
もし検出されたなら、ステージ４７０では、システムは、仮想カーソルが現在１または複
数のＵＩ要素にマッピングされているかどうかを決定する。仮想カーソルがＵＩ要素にマ
ッピングされている場合には、ＵＩ要素はステージ４９０で選択され得る。
【００４２】
　選択ジェスチャーに加え、他のカテゴリのジェスチャーである操作ジェスチャーが定義
（規定）される。操作ジェスチャーは、いくつかの方法でＵＩ要素を操作するために用い
られることができる。いくつかの実施形態では、操作ジェスチャーは、手を回転する対象
者によって実行され、続いて、画面上に追加情報を表示するように、選択されたＵＩ要素
を回転させる。例えば、ＵＩ要素がファイルのディレクトリである場合、ディレクトリを
回転することは、対象者がディレクトリに含まれるすべてのファイルを参照することを可
能にする。操作ジェスチャーの他の例は、例えば、仮想デスクトップ上で、その内容を空
にするためにＵＩ要素を逆さまにすることを含むことができる。また、その内容を並べ替
えたり、何らかの他の効果を持つようにＵＩ要素を振ったり、または、対象者が中を見る
ようにＵＩ要素を傾けたり、または、例えばＵＩ要素を最小化させる効果を有するように
ＵＩ要素を握ることを含むことができる。他の実施形態では、スワイプジェスチャーは、
選択したＵＩ要素をごみ箱に移動することができる。
【００４３】
　ステージ４４０では、システムは、操作ジェスチャーが検出されたかどうかを評価する
。操作ジェスチャーが検出された場合、続いて、ステージ４６０では、システムは、選択
されているＵＩ要素があるかどうかを確認する。ＵＩ要素が選択されている場合、実行さ
れたジェスチャーの特定の定義されている動作、および、システムのコンテキストに従っ
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て、ＵＩ要素は、ステージ４８０で操作され得る。いくつかの実施形態では、それぞれの
指先で識別される１または複数のそれぞれのカーソルは、１または複数の指で、ナビゲー
ション、コマンド入力、または画面アイコン、対象物、データの他の操作を可能にするた
めに、処理することができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態によれば、従来の２次元のアイコンは、追加の関連情報をユーザに
もたらすために、追加の次元を表示するように回転させられることができる。例えば、ウ
ィンドウ・アイコンは、ディレクトリ内のファイルリストを表示し得る。ユーザが手を回
転すると、ウィンドウ・アイコンが回転し、ディレクトリ内の各ファイルのサイズを示す
三次元目が表示される。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、対象物上に手を動かして、対象物を把持するように、指を手
のひらに近づけることで、ディスプレイ画面上の対象物を選択することができる。これは
選択ジェスチャーの例である。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、対象物が選択された後、１つの位置から他の位置に素早く手
を動かして、手のスワイプジェスチャーでごみ箱の中に対象物を置くことができる。これ
は、操作ジェスチャーの例である。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、画面からの距離は、画面上の指や手の位置の二次元投影と組
み合わせて用いられることができる。例えば、ユーザは、アイコンの周りに円を描くよう
に指を動かすことにより、ディスプレイ画面上のアイコンまたは一群のアイコンを示すこ
とができる。ユーザは、画面から手／指を遠ざけるように動かすと、それに応じて、円の
大きさは拡大または縮小される。そして、円の内側の画面上の選択領域を変更し、選択さ
れているアイコンの数を変更する。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、画面からの距離は、倍率として用いられることができる。例
えば、所定の対象物のサイズは、ユーザの親指と人差し指の間の距離によって規定される
。また、画面からの距離はさらに、親指と人差し指の間の距離を乗算する倍率として用い
られることができる。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、アイコンは、互いの前に重ねられることができ、画面までの
ユーザの手の距離は、アイコンを選択するために用いられることができる。ユーザがディ
スプレイ画面に手を近づけるにつれ、重ねられたより後方の対象物が選択され、ユーザが
ディスプレイ画面から手を遠ざけるにつれ、重ねられたより上側の対象物が選択される。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、画面上の複数の対象物は、それぞれの指先で選択され、指の
動きに従って操作されることができる。いくつかの実施形態では、画面からの手や指の距
離は、画面画像のサイズに影響を及ぼし得る。例えば、トラッキングされた手を後方に動
かすことによって、画面は、管理されている対象物の視野を大きくすべく、ズームアウト
（縮小）される。いくつかの実施形態では、画面の対象物は重ね合わされ、操作される対
象物の複数の階層を表示する。このような場合には、画面からの手、指、または他の対象
物の距離に応じて、異なる奥行きの対象物を操作するように、手および／または指、また
は、他の対象物の奥行き画像を用いることができる。
【００５１】
　図５は、いくつかの実施形態によれば、ユーザコマンドツールとしての仮想領域の使用
例を説明する。図５に示すように、ブロック５００では、仮想領域は、奥行きカメラへの
選択された近接度合いで規定される。仮想領域は、奥行きカメラへの特定の近接度合いで
３次元空間として規定される。ここで、１または複数のユーザの体部や他の対象物を用い
て、例えばユーザによる入力、クリック、画面操作などを可能にすべく、近距離の動きが
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トラッキングされる。
【００５２】
　ブロック５０５では、例えば図４で説明したように、トラッキングモジュールを用いて
奥行きデータが処理される。ブロック５１０では、システムは、ユーザの手／指／命令す
る対象物が仮想領域にあるかどうかを決定する。ブロック５１５では、ユーザの手／指な
どが仮想領域内にあれば、システムは、ユーザによって示されたジェスチャーやアクショ
ンを実行する。ユーザの手／指などが仮想領域内にない場合、システムは、ブロック５０
５に戻って、システムがユーザの手／指などが仮想領域内にあると判断するまで、トラッ
キングモジュールを用いて他の奥行きデータを処理する。
【００５３】
　他の実施形態によれば、本明細書に記載の近距離の動作トラッキングシステムは、指お
よび／またはその他の対象物の動きを通して、楽器の仮想演奏を可能にする。いくつかの
例では、手の位置は、特定の楽器の選択を決定できる。いくつかの実施形態では、ユーザ
の手や指の奥行き画像は、奥行きカメラから取得できる。データは、楽器の選択を決定す
るために、奥行き画像からのユーザの手の位置の識別を可能にするように処理され得る。
奥行き画像は、奥行き画像からユーザの指の動きをトラッキング可能にするために用いら
れることがあり、それによってユーザの指の動きが仮想的に楽器を操作する。さらに、仮
想楽器の操作は、トラッキングされた動きに基づいてシミュレーションされることができ
る。いくつかの例では、楽器操作のシミュレーションは、楽器におけるユーザの指の動き
によって演奏される音符に対応したサウンドを提供することを含む。他の例では、楽器操
作のシミュレーションは、画面上で楽器操作の可視表示を提供することを含む。
【００５４】
　さらに他の例では、サインランゲージ（手話）・ジェスチャー（例えば、アメリカの手
話や他のジェスチャー・ベース言語）は、システムによって識別できる。さらなる例では
、奥行きカメラでユーザの手や指および／または他の体部の奥行き画像を取得し、ジェス
チャー・ベース言語の事前に定義されたジェスチャーとして、奥行き画像からユーザの手
や指および／または他の体部によって行われたジェスチャーを識別し、出力として事前に
識別されたジェスチャーの翻訳を提供することによって、ジェスチャー・ベース言語は識
別され得る。いくつかの例では、出力は、テキストおよび／またはオーディオなどである
。
【００５５】
　さらに他の例では、ユーザは、１または複数の指を立てたり、把持したり（指を手のひ
らに近づける）、手振りしたり、指をならしたりするなどの事前に定義されたジェスチャ
ーを形成することによって、システムまたはデバイスと通信し得る。これらのジェスチャ
ーは、システムの特定の機能にマッピングされることが可能である。例えば、指をならす
ことは、コンピュータシステムを休止状態にすることができる。「ジェスチャー分類の手
法とシステム」と題する米国特許第７，９７０，１７６、および、「ジェスチャー認識の
方法およびシステム」と題する米国出願第１２／７０７，３４０に記載の開示は、かかる
ジェスチャーを定義するための記載を提供する。また、これらは、参照により本明細書に
完全に組み込まれる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、２次元の画面上に表示されるアイコンの視点を変更するため
に、ユーザの頭がトラッキングされ得る。即ち、ユーザが横側に移動すると、それに応じ
て、画面の視点が動く。
【００５７】
　いくつかの例では、一貫したシステム全体の動作をもたらすジェスチャーを定義できる
。例えば、任意のアイコン／フォルダは、既定の動作／特性を有し得る。以下は、全ての
フォルダのアイコンに適用するために定義されることができるジェスチャーや合図のセッ
トの例である。
【００５８】
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　「こぼす」ジェスチャーでは、ユーザが項目（item）を選択し、それをわずかに回転さ
せると、その内容が上からあふれ出す。「中を見る」ジェスチャーでは、ユーザが項目を
選択して、それを回転させると、ユーザは項目内の内容を見ることができる。「振る」ジ
ェスチャーは、ユーザが対象物を選択し、振動運動（振る動き）を行い、項目の内容がア
ルファベット順に並び替えられるなどの事前に決定された動作が生じる。「裏を見る」ジ
ェスチャーでは、ユーザが項目を選択し、項目の裏側を見るためにそれを回転させると、
追加的な情報が利用可能になる。例えば、画像ファイルを含むフォルダが回転されると、
画像のテキストキャプションが表示される。「押し潰す」ジェスチャーでは、ユーザが項
目を選択し、項目を最小化したり、デスクトップから消去するように項目を押し潰す。さ
らに他の例として、指、腕、目などの複数の対象物によるジェスチャーや動きは、追加の
ジェスチャーや合図を示すために決定することができる。さらなる例では、異なるスタイ
ル、速度、強度などを有する１または複数の対象物によるジェスチャーや動きは、追加の
ジェスチャーや合図を示すために決定することができる。当然に、他のジェスチャーや合
図やジェスチャーと合図との組み合わせを用いることが可能である。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ユーザの手が一対一の動きで仮想表現にマッピングされてい
る場合でも、この仮想空間内（例えば、デスクトップ上）にユーザの手を表現するための
異なる方法がある。一例では、手のモデルがトラッキングされると、仮想アイコンがユー
ザの手に似る。例えば、それは、ユーザの手の構成と同じ構成になっている。他の例では
、ユーザの手の中レベルの抽象化を用いることができる。例えば、仮想空間に表示される
各ドットは、ユーザの指先のいずれかに対応することができる。さらに他の例では、ユー
ザの手のより高いレベルの抽象化を用いることができる。ここで、ユーザの手は、アニメ
ーション化された対象物として表示され機能する。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、物理／力指向の相互作用がトラッキングされ、用いられるこ
とができる。これらの例では、ジェスチャーは項目と直接相互作用しなくてもよい。むし
ろ、ジェスチャーは、項目と相互作用する力を生成してもよい。例えば、対象物がスピン
し始める特定のジェスチャーである「スピン」ジェスチャーを定義する代わりに、この種
の物理的な力を生成する任意のジェスチャーがタスクを達成することを決定してもよい。
対象物をスピンさせることは、合理的な速度で動きを生成するために素早く手を振ったり
、項目の角をたたいたり、項目に沿ってゆっくりと手を動かすなどのいくつかの方法のい
ずれかで、効果的に実行されることができる。当然に、他のジェスチャーや合図やジェス
チャーまたは合図の組み合わせを用いることが可能である。
【００６１】
　いくつかの実施形態によれば、異なる指は、異なる機能を有することができる。例えば
、対象物は、ユーザの手でそれを掴んで選択されてもよく、例えば、人差し指がそれを開
き、中指がそれを消去し、薬指がそれを最大化する等が行われ得る。当然に、他のジェス
チャーや合図やジェスチャーまたは合図との組み合わせを用いることが可能である。
【００６２】
　コンテキスト（文脈）が特に明らかに要求しない限り、明細書および特許請求の範囲を
通して、「含む」、「含んでいる」および同様な言葉は、排他的または網羅的な意味とは
対照的に、包括的な意味（即ち、含むがそれに限定されないという意味）で解釈される。
本明細書で用いられるように、「接続」「結合」またはそのわずかに異なる言葉は、２つ
かそれ以上の要素間で、直接または間接に接続または結合することを意味する。そのよう
な要素間の結合または接続は、物理的、論理的、またはその両方である。さらに、本願に
用いられる「ここに」、「上記」、「下記」、および、同様な意味の言葉は、本願全体に
言及するものであり、本願の特定の部分に対してではない。ここで、コンテキスト（文脈
）によっては、単数または複数を用いている上記の詳細な説明における言葉は、各々、複
数または単数を含み得る。２つまたはそれ以上の項目のリストに関する「または」は、リ
ストのいかなる項目、リストの全ての項目、および、リストの項目のあらゆる組み合わせ
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【００６３】
　本発明の実施例の上記詳細な説明は、網羅的なものではなく、発明を上記開示の具体的
な形態に限定するものではない。発明の具体例は例示の目的のために上記されるが、当業
者が認識し得る種々の同等な変更が本発明の範囲内で可能である。本願では、工程または
ブロックは、特定の順番で表示されているが、代替の実行では、異なる順番で実行される
ステップを有するルーチンを実行したり、異なる順番でブロックを有するシステムを用い
ることができる。いくつかのプロセスまたはブロックは、代替またはサブコンビネーショ
ンを提供するように、削除、移動、追加、分割、結合、および／または、変更される。ま
た、プロセスまたはブロックは、時折、順番に実行されるように示されているが、これら
のプロセスまたはブロックは、変わりに、並列で実行されたり、異なる順番で実行される
ことが可能である。さらに、本明細書に記載の特定の数は単なる例である。他の実行では
、異なる値や範囲を用いられ得る。
【００６４】
　本明細書で提供される様々の図や内容（教示）は、上記システム以外のシステムに適用
することも可能である。上記種々の例の要素と動作は、本発明の他の実行を提供するため
に組み合わせることができる。
【００６５】
　上記のいかなる特許、および、出願、および、他の参考文献は、出願書類に添付されて
記載されるいかなるものをも含み、参照によって本明細書に組み込まれる。本発明の形態
は、本発明の他の実行を提供するために、そのような参照に含まれるシステム、機能、お
よび概念を必要に応じて用いて変更することが可能である。
【００６６】
　これらおよび他の変更は、上記の詳細な説明に照らして本発明に適用することが可能で
ある。上記記載は、本発明の特定の例を説明し、考えられるベストモードについて説明し
ており、上記では具体的に表現しているが、本発明は、多くの態様で実行することが可能
である。システムの詳細は、本明細書に開示される発明に含まれているが、特定の実行に
おいて大幅に変更され得る。上記のように、発明の特定の特徴または態様を説明している
ときに用いられる特定の用語は、用語が関連する発明のいかなる特定の性質、特徴、態様
に限定されるように再定義して捉えてはならない。一般的に、以下の特許請求の範囲に用
いられる用語は、上記の詳細な説明のセクションがそのような用語を明確に定義していな
い限り、明細書中に開示される特定の例に本発明を限定して解釈してはならない。従って
、本発明の実際の範囲は、開示された例だけでなく、特許請求の範囲による発明を実行す
るあらゆる同等な態様を含む。
【００６７】
　本発明の特定の態様は、特定の請求項の形態で以下に提示されており、出願人は、いか
なる請求項の形態で多くの本発明の態様を熟考する。例えば、本発明の一態様のみが、３
５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２の第６パラグラフによるミーンズ・プラス・ファンクション・ク
レームであるが、他の態様は、同様にミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとし
て、或いは、コンピュータ読み取り可能な媒体で具体化される他の形態で具体化されるこ
とが可能である。（３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２の第６パラグラフで扱われるどんな請求項
も「するための手段」で始まる。）従って、出願人は、本発明の他の態様のために他の請
求項の形態を追求すべく、本願の出願後に、追加の請求項を追加する権利を保留する。
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