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実体を伴うプロアクティブヒューマンインタフェースのための
ジェスチャの早期認識・予測に関する検討
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Early Recognition and Prediction of Gestures for Embodied Proactive Human Interface

Akihiro Mori∗1, Seiichi Uchida∗2, Ryo Kurazume∗2,
Rin-ichiro Taniguchi∗2, Tsutomu Hasegawa∗2 and Hiroaki Sakoe∗2

This paper concerns three topics for realizing embodied “proactive” human interface, where a humanoid is used

as an interface capable of making some reaction against to user’s gesture input in advance to the termination of

the gesture. The first topic is early recognition of gestures: the recognition result of a gesture is provided at the

beginning part of the gesture. The second topic is motion prediction: the subsequent posture of the person who

makes a gesture is predicted by using the result of early recognition. The third topic is a network model constructed

for improving the performance of early recognition and motion prediction. The effectiveness of these methods was

shown by experimental results.

Key Words: Proactive Human Interface, Gesture Recognition, Early Recognition, Motion Prediction, Dynamic

Programming, Gesture Network, Motion Primitive

1. は じ め に

我々は現在，人とコンピュータシステムの間に存在する垣根

を低減し，様々な人にとって自然で使いやすいヒューマンイン
タフェースの枠組みを提供することを目的として，プロアクティ
ブヒューマンインタフェースの研究を行っている [1]～[5]．具体
的には，（1）プロアクティブ（先回り）技術と呼ぶ，人間からの

詳細なデマンドによらない新たな駆動原理の開発，および（2）
従来の仮想メディアだけではなく実体としてのロボット技術の
活用，の 2点を目的としている．ここでプロアクティブ技術と
は，人間の意図を先読みし，その結果に基づき先回りして応答

するための技術を指す．
これら二つの目的（1），（2）は，次の二つの問題を解決する

ためにそれぞれ設定されたものである．
（1）コンピュータシステムを通して活動を行うためには，どの

ような作業や処理を行うかの詳細なデマンドを人間がシス
テムに陽に与えなければならない．しかし，これは一般に
容易ではない．実世界の作業とマウス／キーボードにより
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仮想化された作業に乖離がある場合，問題はさらに深刻に
なる．例えば，コンピュータシステムを介して三次元モデ
リングを行う場合，マウス／キーボードによる詳細な三次

元情報入力には相当の熟練を要する．これに対し，もしシ
ステムが人間の意図を推定・理解することができれば，詳
細なデマンドをコンピュータシステム側で事前にプランニ
ングすることで乖離を小さくできる．さらに，システムが

先回りして人間からのデマンドを予測し，システムと人間
の間の情報交換の遅延を削減することで，スムーズなイン
タラクションが期待される．

（2）上述のようにコンピュータを通した活動の多くは仮想化さ

れており，実世界で行われる自然な活動との乖離が起こっ
ている．特に，物理的な実体を意識させるような，すなわ
ち物理的な働きかけを可能にするようなメディア技術が欠
如している．この乖離をなくすためには，実世界の情報を

様々なチャネルで獲得する技術と，仮想化された情報をな
るべく自然な形で人間に提示する技術の両者を確立し，仮
想化された世界での活動を実世界での活動に近づけさせる
ことが重要である．

プロアクティブヒューマンインタフェースの実現例を Fig. 1

に示す．この例では，遠隔地にいる二人の人間がネットワークを
介してコミュニケーションを行うとき，相手側のヒューマノイ
ドロボット “PICO-2”（Fig. 2）を自分の分身として使い，音

声だけではなく，身振りや視線，表情なども伝送，再現するこ
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Fig. 1 Tele communication by proactive human interface using
the humanoid PICO-2

Fig. 2 Embodied proactive human interface “PICO-2”

とで，相手に自分の身体を意識させ，コミュニケーション能力
を増強しようというものである．このとき，例えば会話や行動
の履歴から話者の意図を推定し，相手方のロボットでその意図
に合う行動を再現できれば，自分の意図をより正確に伝えるた

めの有効な手段となる．さらに話者の意図を先読みし，予測し
た意図情報を実際の行動が生じる前に相手方に伝えて次時刻で
の再現に備えることができれば，実体を伴うインタフェースの
動きを遅れやギャップの少ない自然なものに近づけることがで

きると考えられる．
本論文では，以上のプロアクティブヒューマンインタフェー

スの実現のための主要課題として，話者のジェスチャ（動作）の
認識に基づいた意図推定ならびに先回り処理の実現を検討する．

具体的には次の三つの要素技術を検討する．
•動作（ジェスチャ）の早期認識
•動作予測
•ジェスチャネットワークモデル
第一の要素技術である動作の早期認識とは，ジェスチャ入力の

初期段階における識別を可能とする手法である．例えば，ユーザ
の両腕が挙がり始めた段階で，そのジェスチャが「万歳（“hur-

rah”）」であると直ちに認識する手法である．こうした早期認識

に関する研究は，音声認識の分野には若干見られるものの [6]，
ジェスチャ認識の分野では検討されていなかった．すなわち，従
来法ではジェスチャの入力が完了した後で認識結果が出力され
ることになり，したがって先回り機能は実現できない．そこで本

論文では，この従来法をプロアクティブヒューマンインタフェー
ス用に変更し，早期認識手法を実現する．なお本論文において，
ジェスチャは「万歳」「指差し」など比較的短時間かつ何らかの
意味を持つ動作単位として定義され，システムに入力される動

作はそれらジェスチャの時系列として定義される．

第二の要素技術である動作予測とは，動作者の数フレーム後
の姿勢を推定する手法であり，先回り機能の根幹技術となる．

この動作予測は，早期認識の結果を利用することで，極めて容
易に実現される．先の例で言えば，両腕が挙がり始めた時点で
“hurrah”だと早期認識できれば，続いてその両腕を高く挙げる
と予測できる．この動作予測により遅延補償が可能になり，し

たがって前述のように遅れやギャップの少ないインタフェース
の動きを実現できる．
第三の要素技術であるジェスチャネットワークモデルとは，以

上の早期認識，動作予測を高精度化するためのものである．前

述のジェスチャの早期認識および動作予測は有用な技術である
ものの，本質的な限界が存在する．大雑把に言うと，共通した
部分があるジェスチャについて完全な早期認識は不可能であり，
これに応じて正確に動作予測できる範囲も制限される．ジェス

チャネットワークモデルは，こうした限界に可能な限り対処す
るための枠組みである．ジェスチャ間の関係からネットワーク
を構築し，このネットワークに対して上記の早期認識および動
作予測を適用することで，本質的な限界による影響を抑えるこ

とができる．
以上の手法の有効性を確認するために，認識対象として 18種

類のジェスチャを想定して実験を行う．まず，早期認識と動作
予測について，連続ジェスチャ入力を用いて基本的な性能を評

価する．特にどの程度早期の段階で認識が可能かについて注目
する．さらに，これらのジェスチャについて手動でジェスチャ
ネットワークを構築し，連続入力に対する早期認識，および動
作予測の実験を行う．最後にプロアクティブヒューマンインタ

フェース実現可能性を検証すべく，実際に人工的に遅れを発生さ
せた環境でヒューマノイド PICO-2 を駆動して，本手法による
遅延補償を用いた場合と用いなかった場合との比較実験を行う．

2. 早 期 認 識

2. 1 従来のジェスチャ認識手法

本節では，従来のジェスチャ認識手法の中でも特に実時間認
識向きの手法である連続 DP について説明する．連続 DP は，

連続的に入力される時系列パターンの中に，標準パターンと類
似した区間を見出す処理，すなわちスポッティング認識を実現
可能な手法である [7]．また，フレームと同期して処理ができる
点も特徴の一つである．このため，連続DPは実時間ジェスチャ

認識に非常に適している．実際，連続 DPに基づくジェスチャ
認識手法は数多く提案されている [8]～[14]．
以下では，システムにあらかじめ登録されている標準ジェスチャ

パターン�cを特徴ベクトルの時系列�c,1, . . . ,�c,t, . . . ,�c,Tc

で表す．ここで cはジェスチャの種類を表す添字である．また
各特徴ベクトル �c,t は，フレーム t での動作状態を表すベク
トルである．標準パターンの場合と同様に，認識対象とする連
続的なジェスチャパターン（入力パターン）� を特徴ベクトル

の時系列 �1, �2, . . . , �τ , . . . で表す．ここで τ は現在の入力フ
レームを表す．

Fig. 3は，連続DPにより � と�c を距離最小化基準で最適
部分マッチングする過程を表したものである．連続 DPでは同

図中の各ノード（状態）において以下の漸化式を各フレーム τ
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Fig. 3 Continuous DP matching between input frame sequence
and reference pattern

で計算する．

gc,t(τ ) = min




gc,t−1(τ−1) + 3dc,t(τ ) (a)

gc,t−1(τ−2) + 2dc,t(τ − 1) + dc,t(τ ) (b)

gc,t−2(τ−1) + 3dc,t−1(τ ) + 3dc,t(τ ) (c)

（1）

ただし，gc,1(τ ) = 3dc,1(τ ) とする．ここで dc,t(τ ) は入力パ
ターンのフレーム τ を標準パターン cのフレーム tに対応させ
た場合の局所距離 ||�τ −�c,t|| である．式（1）中の (a)～(c)

は Fig. 3の経路 (a)～(c)に対応する．式（1）に従って累積距
離 gc,t(τ )をすべての c，tで計算することによって，フレーム
τ での認識結果 c∗ が次のように得られる．

c∗ = argmin
c

gc,Tc(τ ) （2）

式（1），（2）は入力パターンのフレーム τ に同期して計算でき
るので，認識結果 c∗ を時々刻々と出力できる．このアルゴリ
ズムにより，入力パターンの区間 [τ ′, τ ] が標準パターン c∗ に
対応したというスポッティング認識が可能になる．なお，始点

τ ′(1 ≤ τ ′ < τ )は，バックトラック処理を別途に行うことで求
めることができるが，今回特にその必要はない．
前述のように連続 DP法は特に実時間処理を意識した手法で

あるが，それでも早期認識の手法としては不十分である．これ

は，ジェスチャ全体が完全に入力されるまで認識結果を出力で
きないためである．すなわち，ジェスチャ開始後，認識結果を
得るまでには必ず一定時間の遅延が発生することになる．すな
わち，マッチング経路が t = Tcに到達するまでに，少なくとも

Tc/2フレーム分の時間を要する（Fig. 3中の破線の経路）．
2. 2 早期認識の原理

早期認識，すなわち入力ジェスチャが終了する以前に認識結
果を出力するため，従来の連続 DPの変更を行う．具体的には，

フレーム τ において式（2）の代わりに次の識別規則を用いる．

(c∗, t∗) = argmin
c,t

(gc,t(τ )/t) （3）

†実験では，識別規則式（3）に t ≥ tmin という制約を課した．この制
約は，認識結果の安定化のために，非常に短い区間でのマッチングによ
る結果を考慮外とするためのもので，実験では tmin = 5 とした．

(a) No common part (b) Middle parts are common

(c) Beginning parts are common

Fig. 4 Relation of two gestures

識別規則式（2）との違いは，冒頭部の部分パターン�c,1,�c,2,

. . . ,�c,t (t ≤ Tc)も評価の対象となる点である†．各部分パター
ンはその長さ t によって正規化された後に入力パターンと比較
されていることになる．この識別規則により，現フレーム τ が

ジェスチャc∗ の第 t∗ フレームに相当するという結果を出力で
きる．

2. 3 早期認識の限界

早期認識には本質的な限界がある．以下では，この限界につ
いて Fig. 4を用いて議論する．Fig. 4は二つのジェスチャAお

よび Bの標準パターンを特徴空間における軌跡として表したも
ので，それらの関係はおよそ Fig. 4 (a)～(c)の 3通りに大別さ
れる．これら以外にもいくつかの特別な場合（例えば，Bが A

に完全に包含された場合や，Bが Aの途中から始まるような場

合）も考えられるが，それらについては Fig. 4 (a)～(c)に関す
る議論から説明できるので省略する．

Fig. 4 (a) は，ジェスチャA と Bがまったく共通部分を持た
ない場合である．この場合，識別規則式（3）により現フレーム

τ の入力が (c∗, t∗) に対応するという結果が得られれば，入力
されたジェスチャが t∗の値によらずA，Bのいずれであるかを
直ちに確定できる．このように Fig. 4 (a) は早期認識が容易な
場合である．

Fig. 4 (b)は，ジェスチャAとジェスチャBの中間部分が共通
している場合である．この場合も t∗ の値によらず，すなわち共
通部であってもジェスチャの早期確定が可能である．入力がジェ
スチャAだったと仮定する．このとき，冒頭部の非共通部分で

は gA,t(τ ) < gB,t′(τ )となり，識別規則式（3）で与えられる c∗

は Aとなる．共通部分だけのマッチング距離はジェスチャAも
ジェスチャBも同じなので，結局共通部分の累積距離には非共
通部分の累積距離の差がそのまま残ることになる．したがって，

c∗ は Aとなる．このように識別結果は冒頭から Aのままであ
り，原理的には Fig. 4 (a)と同様の早期認識が可能である．

Fig. 4 (c)は，ジェスチャAと Bの冒頭部分が共通の動作だっ
た場合である．この場合，現フレーム τ の入力が (c∗, t∗)であ

るという結果が得られても，t∗ がこの共通部分であれば，入力
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されたジェスチャが正しく c∗ であるとは限らない．ジェスチャ
Aの標準パターンの冒頭 taフレーム�A,1,�A,2, . . . ,�A,ta と

ジェスチャBの冒頭 tbフレーム�B,1,�B,2, . . . ,�B,tb が類似
しているとすると，入力パターンの区間 [τ ′, τ ]がジェスチャA

の冒頭区間 [1, ta]に対応すれば，同時にジェスチャBの冒頭区
間 [1, tb]にも対応するはずである．つまり，仮に c∗ =Aと判定

されても，実際には c =Bであるという可能性が半分ある．こ
のように，ジェスチャの冒頭部に曖昧性があると，確実な早期
認識は不可能である．
以上のように，どのジェスチャとどのジェスチャがどのよう

に共通部分をもつかによって，どの時点で早期認識が可能にな
るかが決まる．したがって，こうしたジェスチャの共通部分を
あらかじめ把握しておくことが重要になる．

3. 動 作 予 測

3. 1 動作予測の原理

前節の早期認識手法を用いることで，比較的簡単にジェスチャ
動作者の数フレーム後の姿勢を予測することができる．早期認

識の結果，現在の入力フレームが標準パターン c∗ のフレーム
t∗ に該当するという情報が得られる．このとき，現在より δ フ
レーム先では，認識結果の標準パターンでも δ フレームだけ進

むと考えられる．この標準パターンの該当フレームの特徴ベク
トルを予測値とする，というのが基本的な考え方である．すな
わち，δ フレーム後の動作者の姿勢の予測値 �̂τ+δ を次式で与
える（Fig. 5）．

�̂τ+δ = �c∗,t∗+δ （4）

1章で述べたように，この予測手法はインタフェースシステム
の遅れ補償に利用することができる．つまり，仮にシステムが

動作者の行動に対してなんらかの応答を返すのに δ フレーム必
要だったとしても，システムへの入力として �τ を与える代わ
りに，予測された姿勢 �̂τ+δ を与えることで，この遅れを補償
できる．なお，この予測式（4）については付録 Aに示すよう

にいくつかの拡張が可能である．

3. 2 動作予測の限界

以下では式（4）による動作予測の本質的な限界について考察
する．まず第一に，まだ入力されていないジェスチャを予測す
ることは本質的に不可能である．したがって，現時点がジェス

チャの終了付近のフレーム tに対応したとすると，予測可能な
範囲は，そのジェスチャの終了時点までであり，それを超えて
次のジェスチャを予測することはできない†．
第二は，2ジェスチャの類似性／曖昧性から来る予測限界で

ある．2ジェスチャが Fig. 4 (c)の関係にある場合，前述の通り
ジェスチャ冒頭部において確実な早期認識は不可能である．し
たがって，現時点以降ジェスチャAとして動作するのか，もし

†各ジェスチャの事前確率や二つもしくはそれ以上のジェスチャの共起確
率が既知の場合，この限界を緩和できると思われる．さらに，今回の標
準パターンは抽象度の低い信号レベルで定義されているが，より抽象的
な行動表現（例えば 1 フレームを 1 作業に相当させる）を用いて再定
義することで，中・長期的な予測も可能と考えている．いずれも今後の
課題として検討する予定である．

Fig. 5 Gesture prediction based on early recognition

くはジェスチャBとして動作するのか，正確な予測も不可能に
なる．ただし，こうした場合でも部分的な予測ならば可能とい
う事実は重要である．すなわち，A，Bどちらのジェスチャで

あっても，共通部分については同じ動作となることは分かって
いるので，t∗ + δ が共通部分を越えるまでは予測可能である．
次章では，こうした予測可能な範囲を把握するための手段につ
いて述べる．

4. ジェスチャネットワークと動作プリミティブ

前章までに議論したように，認識対象としているジェスチャ
間の関係（特に共通部の有無）を利用すれば，各フレーム τ に
おいてこのフレームから予測可能な範囲が分かる．この予測可
能範囲に応じた適応的な処理を行えば，先回り機能をより実際

的なものとできると考えられる．本章では，ジェスチャ間の関
係をネットワークとしてモデル化し，さらにそれを利用した早
期認識および動作予測手法を検討する．

4. 1 ジェスチャネットワークの定義

複数のジェスチャを特徴空間内で軌道表現したとすると，そ

れらの様子は模式的には Fig. 6 (a) のように表される．Fig. 6

では，ジェスチャ2と 3の開始部分と，ジェスチャ1と 2の終了
部分がそれぞれ共通し，ジェスチャ2がループ，すなわち繰り返
し動作を含んでいることを表している．このジェスチャの冒頭

の共通部をまとめたものを，本論文ではジェスチャネットワー
クと呼ぶ．先の Fig. 6 (a)を例にすると，まずジェスチャ2と 3

の冒頭の共通部を一つにまとめ（Fig. 6 (b)），得られた各有向
辺をジェスチャの構成に従って接続することで Fig. 6 (c)のジェ

スチャネットワークが構築される．現在の入力フレームがこの
ネットワーク上のどの位置に相当するかを同定することで，動
作予測が可能な範囲を定めることができるようになる．すなわ
ち，共通部が終了するまでの動作は予測可能であるので，ジェス

チャネットワークの各有向辺の終端点が予測限界を表している．

4. 2 動作プリミティブの定義

以下，ジェスチャネットワークの各有向辺をそれぞれ動作プ
リミティブとして定義する．本手法の動作プリミティブは，次
の独特な性質を持つ．

•一つの動作プリミティブは予測可能な範囲（予測限界）を
表す．

•一つのジェスチャの物理的諸性質により事前確定されるも
のではなく，対象とするジェスチャの集合に応じて動的に

構成される．
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(a) (b)

(c)

Fig. 6 (a) Trajectories of multiple gestures (b) Unification of
common beginning parts (c) Gesture network. The null-
transitions from the final states to the initial state are
omitted

動作プリミティブはこれまでにも様々に定義されてきた．大

崎らは速度変化の大きな時点を基準としてジェスチャを分割し，
得られたセグメントを DP距離に基づいてクラスタリングする
ことで動作プリミティブを得ている [15]．澤田らも同様に加速
度を用いて手話を基本動作に分解する方法を提案している [16]．

Sangerはジェスチャ時系列の最適基底として動作プリミティブ
を定義している [17]．Fodらは以上のアプローチを混合した方
法を提案している [18]．これらに対し，向井らは自己組織化ネッ
トワークをジェスチャ動画像に適用し，そのトポロジーを解析

することにより動作プリミティブを抽出する手法を提案してい
る [19] [20]．本手法で定義した動作プリミティブは，これらい
ずれとも大きく異なり，早期認識・動作予測を行うための独特
のものとなっている．

4. 3 動作プリミティブを単位とした早期認識

4.1節で述べたように，現在の入力がジェスチャネットワーク
上でどの位置に相当するかを同定することで，動作予測が可能

な範囲を定めることができる．この同定は，ネットワーク状に
繋がった動作プリミティブに対して早期認識を行うことに相当
する．以下では，その手法について述べる．
この動作プリミティブ単位での早期認識法は，2章で述べた

ジェスチャ単位での早期認識法とほとんど同じになる．すなわ
ち，連続 DP の漸化式（1）の計算において，標準パターンの
代わりにその部分パターンである動作プリミティブを利用する
というものである．ただし相違も発生する．前述の早期認識ア

ルゴリズムでは標準パターン cごとに完全に独立して累積コス
ト gc, t(τ )の計算を行っていた．これに対して動作プリミティブ
を単位とした場合，動作プリミティブの連続性にはジェスチャ
ネットワークに表現される依存関係があり，その結果，動作プ

リミティブごとに独立した処理にはならない．Fig. 6 (c)の例で

Fig. 7 DP matching on the gesture network

言えば，今の動作プリミティブが Dであれば，直前の動作プリ

ミティブは B と D に限定されるといった依存関係があり，し
たがって，この連接性を累積コストの計算過程に埋め込む必要
がある．

Fig. 7は，動作プリミティブ単位での連続 DPアルゴリズム

である．Fig. 7ではプリミティブ Bの終端点からプリミティブ
Cおよび Dの始端点に経路が伸びている．これは Cおよび D

が B から連続して起こるという連接性を表している．さらに，
D の始端点には Dの終端点からも経路が伸びている．これは，

D がループを構成していることを示す．この経路を式（1）の
t = 1において考慮する．具体的には

gc,1(τ ) = min
c′

gc′,Tc′ (τ − 1) （5）

として gc,1(τ )を計算し，t �= 1については式（1）をそのまま
用いるだけで，連接性を考慮しながら累積距離 gc,t(τ )を計算で

きることになる．ここで，cは動作プリミティブの種類を表して
おり，c′ は cの前に連接可能なプリミティブを示す．Fig. 6 (c)

のプリミティブ Dのように，プリミティブがループを構成する
場合には複数のプリミティブが c′ の候補となるが，この場合に

は式（5）の値が最も小さいものを選択するようにする．なお，
早期認識の識別規則としては，以前と同様に式（3）を用いれば
よい．

4. 4 動作プリミティブを単位とした場合の動作予測

4.3 節の早期認識法により，現時点が動作プリミティブ c の

第 tフレームであることが分かれば，式（4）と同様の考え方に
より，予測が可能である．本手法の動作プリミティブは予測限
界を表現すべく定義されており，現在の動作プリミティブの終
端点まで予測が可能である．

ところで，実際には予測限界を超えて予測可能／不可能にか
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かわらず，常に一定時間先の予測値が要求される場合が多い．こ
うした予測限界を越えた部分については，近似的にでも予測値

を与える必要がある．本論文では，最も簡単な方法として，現
時点の動作プリミティブの後に連接可能な動作プリミティブす
べての軌道を平均したものを用いて予測を行う．

5. 実 験

5. 1 実験試料

以上で述べた早期認識法の基本的性能を調べるために，実験
を行った．本実験では 18種類のジェスチャを想定した．Fig. 8

にその一部のジェスチャについて，特徴的なフレームを示す．こ
のうち 8 種は両手を使うジェスチャ，5 種は右手のみ，残る 5

種は左手のみを使うジェスチャである．両手を使うジェスチャ8

種のうち 4種は，冒頭部が共通の動作になっている．また右手

（もしくは左手）のみを使うジェスチャ5種は，すべて冒頭部が
共通の動作になっている．すなわち，18種のジェスチャのうち
14種には Fig. 4 (c)のように冒頭部における曖昧性が存在する．
いずれのジェスチャも開始・終了時には手を下げた状態である．

本実験では，成人男性一人が各ジェスチャを 6回ずつ行った
もの（計 108パターン）を使用した．これら 108パターンの平
均フレーム長は約 89フレームであった．各フレームの特徴ベク
トルは，顔の位置を基準とした右手先および左手先の三次元位

置からなる六次元特徴ベクトルである．この位置特徴は，両手
および顔の肌色領域の位置を，2台の IEEE1394カメラ（Sony

製DFW-X700，15フレーム/秒）によるステレオ計測により自
動取得したものである．

5. 2 早期認識実験

5. 2. 1 ジェスチャ単位での早期認識実験

前述の 108サンプルから，標準パターンとして各ジェスチャ
につき 3 パターンずつ（計 54 パターン）を使用して，早期認
識実験を行った．認識対象とした入力データは，残りの 54 パ

ターンから 9パターンをランダムに抜き取り，それらをランダ
ムに並べることで作成した．こうした入力パターンを 6回作成
し，従来の連続 DP法ならびに本手法（2.2 節で述べたジェス

Fig. 8 Snapshots of gestures

チャ単位の手法）により早期認識を行った．各ジェスチャにつ
いて，その開始フレームと正しい認識結果が得られたフレーム

の差，すなわち認識に要したフレーム数を測定した．
従来の連続 DP法では，認識に平均 43.4フレーム，最大 83

フレームを要するという結果が得られた．すなわち，平均で標
準パターン長の半分程度の遅れが出ていることになる．これは，

2.1 節で述べた従来の連続 DP法の性質による遅れである．こ
れに対して本手法を用いた場合，平均 7.8フレームで認識結果
を得ることができた．また，認識結果が得られるまでの遅れは
最大で 26フレームであった．このことから，本手法を用いるこ

とで認識に要する時間を短縮できたと言える．実験の結果の一
部を Fig. 9に示す．Fig. 9 (a)が従来法であり，Fig. 9 (b)が本
手法である．認識に要する時間は各グラフ上部の矩形の長さと
して表現されており，これからも本手法の効果を見て取れる．

2.3節で述べたように，ジェスチャ単位で認識すると，冒頭部
が共通するジェスチャについて確実な早期認識ができない．こ
の考察の正当性が Fig. 9 (b) で例証されている．522 フレーム
から「急げ（“hurry up”）」というジェスチャが開始されている

が，開始直後に「胸に手を当てる（“point myself”）」に誤認識
され，正解を得るまでの遅れが大きくなっている．これは，両
ジェスチャの冒頭部が共に「左手を下からある程度の高さまで
上げる」という動作であったためであり，このような動作の曖

昧性による誤認識が，結果的に大きな遅れの原因になったと言
える．

5. 2. 2 動作プリミティブ単位での早期認識実験

次にジェスチャネットワークを作成し，動作プリミティブ単
位の早期認識実験を行った．このジェスチャネットワークの作
成は，前述の 18 ジェスチャについて手動で行った．結果的に

Fig. 10に示す，31種の動作プリミティブからなるネットワー
クを得た．動作プリミティブの平均フレーム長は 30.2フレーム
となった．
前項の実験と同じ入力に対し，これら動作プリミティブを単

位とする 4.3 節の早期認識手法を適用した．その結果，動作プ
リミティブの認識率（c∗ として現在の動作プリミティブが得ら
れた率）は 100%であった．前述のようにジェスチャ単位の場合
には曖昧性に起因した誤認識が発生したことを考えると，この

結果は動作プリミティブを用いることの有効性を示唆している．
また正しい認識結果を出力するまでに要した時間は平均 3.5フ
レームであった．このときの実験結果の一例を Fig. 9 (c) に示
す．最大遅延時間を Fig. 9 (b) と比べると明らかに短くなって

いる．このように動作プリミティブを用いることで，誤認識の
リスクを低減し，大きな遅延を防いでいると言える．

5. 3 動作予測実験

次に動作予測の精度について検証する実験を行った．その結
果の一例を Fig. 11 に示す．Fig. 11 (a) は，「胸に手を当てる
（“point myself”）」というジェスチャの冒頭部における左手の

高さの予測結果である．また，Fig. 11 (b) は，「急げ（“hurry

up”）」（Fig. 8）というジェスチャの冒頭部における左手の横方
向座標の予測結果である．
これらのジェスチャは冒頭部に他のジェスチャとの共通部分

を持っている．この共通部分，すなわち予測可能な範囲は，動作
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(a)

(b)

(c)

 

Fig. 9 Recognition result of a part of input sequence (a) Conventional algorithm
(b) Proposed early recognition algorithm based on gesture (c) Proposed early
recognition algorithm based on motion primitive. Vertical dashed lines are
ground-truth boundaries of gestures. The width of the hatched rectangular shows
the recognition time, i.e., delay

Fig. 10 Gesture network for 18 gestures

プリミティブを単位とすることで把握できる．Fig. 11の網掛け
部は，得られた予測可能範囲（すなわち現在の動作プリミティ

ブが継続する区間）であり，また，この範囲においては予測が
成功していることが分かる．
次に予測不可能な部分（Fig. 11の網掛け部以降）について考

察する．ジェスチャ単位で早期認識・動作予測を行った場合，予

測限界を越えた範囲では予測を大きく外している．これは，ジェ
スチャ冒頭部の曖昧性のために誤認識されたジェスチャの軌道
を元に予測を行ったためである．これに比べ，動作プリミティ
ブ単位で早期認識・動作予測を行った場合，予測限界を越えた

範囲においても，予測値と真値の誤差は従来法に比べ相当小さ

(a)

(b)

Fig. 11 Experimental result of motion prediction

くなっている．以上の結果より，動作プリミティブを単位とす
ることで高精度な動作予測が可能になることが確認された．な

お Fig. 11 (b)については，予測精度が不十分に思われるが，こ
れは（i）そもそも予測限界を越えた範囲を予測している部分で
あり，また（ii）予測値が単純な平均動作に基づいて求められて
いる（4.4節），といった理由が考えられる．

5. 4 ヒューマノイド駆動実験

本手法の動作予測により，Fig. 1の遠隔地コミュニケーション

系における遅延を補償可能であることを先に示唆した．本節で
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はその可能性，すなわちプロアクティブヒューマンインタフェー
スの実現可能性を検証した実験結果について述べる．

Fig. 12に本実験の概要を示す．実験の手順としては，まず人
間の動作をステレオカメラを使って取得し，得られた入力デー
タに対して人工的に 1秒（15フレーム）の遅れを加える．一方
では，この遅れを加えた入力データをそのままヒューマノイド

（PICO-2）への入力として用いる．したがって，ヒューマノイ
ドは人間に比べ 15フレーム遅れて動作する．他方では，遅れを
加えたデータに対して動作予測を行って 1秒（15フレーム）の
遅れを補償し，この遅れ補償後のデータをヒューマノイドへの

入力として用いる．この場合，予測が適切に行われれば，ヒュー
マノイドは人間と同期した動作を行うはずである．それぞれの
入力でヒューマノイドを動かし，遅れ補償を行わなかった場合
と遅れ補償を行った場合とで生じる両者の遅れの差を比較した．

ジェスチャ「肩すくめ（“shrug”）」（Fig. 8）を行った際の，実
験中の動作者とヒューマノイドの動きは Fig. 13のようになっ
た．Fig. 13 (a)は，予測駆動による遅れ補償を行わなかった場
合である．Fig. 13 (b)は，予測駆動による遅れ補償を行った場

合である．動作のピークに当たる 3 枚目の画像に注目すると，
Fig. 13 (a)の場合はまだヒューマノイドが動作を開始していな
いのに対し，Fig. 13 (b)の場合はヒューマノイドの姿勢が動作
者の姿勢にほぼ追いついていることが分かる．また，動作が完了

した 5枚目の画像に注目すると，Fig. 13 (a)の場合はまだヒュー
マノイドが動作を完了しておらず，遅れをそのまま反映してい
ることが分かる．一方，Fig. 13 (b)の場合は動作者とヒューマ
ノイドが同時に動作を完了している．このように，遅れ補償を

(a)

(b)

Fig. 12 Experimental scheme of delay compensation by the pro-
posed prediction algorithm; the humanoid was driven
by (a) delayed input posture and (b) the predicted pos-
ture

(a)

(b)

Fig. 13 Result of delay compensation by the proposed prediction algorithm; the humanoid
was driven by (a) delayed input posture and (b) the predicted posture

行わなかった場合は，動作がヒューマノイドに反映されるまで
に常に 1秒の遅れが存在するのに対し，遅れ補償を行った場合

は各ジェスチャの後半部分で動作者と同期した動きをすること
ができた．これにより，ヒューマノイドの予測駆動の実現性を
確かめることができた．

6. ま と め

本研究では，プロアクティブヒューマンインタフェースの実
現を目指している．これは，（i）ユーザの行動意図の推定結果
に応じて次の行動に備える機能を持ち，かつ（ii）ヒューマノイ
ドといった実体を伴った情報提示媒体を具備したインタフェー

スであり，例えば円滑な遠隔コミュニケーションにおいて活用
できる．本論文ではその実現に向けた主要課題として，ユーザ
のジェスチャ（動作）の認識に基づいた意図推定ならびに先回
り処理の実現を検討した．具体的な検討項目および結果は以下

の通りである．
まずジェスチャの早期認識と動作予測の手法について述べた．

ジェスチャの早期認識とは，ジェスチャの入力が開始されてか
ら認識結果が出力されるまでの遅れを極力小さくすることに相

当する．本研究では，連続 DPを用いた従来の手法に若干の変
更を加えた識別規則を用いることで，この早期認識を実現した．
また，その原理的な限界を考察し，実験により早期認識の有効
性を示した．一方，動作予測とは，早期認識の結果に基づいて動

作者の数フレーム後の姿勢を予測するものである．これは，プ
ロアクティブヒューマンインタフェースにおける遅延補償に利
用できる．本論文ではその原理と限界について述べた．
さらに，予測可能範囲を把握するために，ジェスチャネット

ワークを構築した．このジェスチャネットワークは認識対象と
するジェスチャが互いにどのような共通部分を持つかという関
係を示すものである．現時点がジェスチャネットワーク上のど
こに位置するかが分かれば，動作予測可能な範囲を知ることが

できる．このジェスチャネットワークを用いた場合について，実
際にヒューマノイド予測駆動実験を行い，遅延補償が可能であ
ることを示した．
今後の課題としては，予測範囲の拡張が挙げられる．今回の

実施例では，抽象度の低い信号レベルの情報から直接予測して
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いるために予測範囲を 1秒程度としたが，今後はより抽象度の
高い行動表現を用いることで，中・長期的な予測を実現したいと

考えている．関連して，タスクに応じたジェスチャネットワー
クの自動構築も重要な課題である．また，コミュニケーション
タスクに関しては，人間とヒューマノイドのインタラクション
まで含めたシステム評価，ならびに音声・他のメディアとの同

期処理の検討が必要であろう．さらに，コミュニケーション以
外のタスクについても検討する予定である．
謝 辞 本研究の一部は総務省戦略的情報通信研究開発推進

制度（SCOPE）の支援を受けた．
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付録 A. 予測式（4）の拡張

予測式（4）については以下のような拡張が可能である．第
1 の拡張は入力パターンの速度の変化への対応である．予測式

（4）は入力パターンと標準パターンの速度がほぼ同じことを暗
に仮定しているが，実際にはそれが成り立たない場合も考えら
れる．その場合，DPマッチング経路の傾きが入力パターンの
速度を表現している点を利用する．具体的には，現フレーム付

近の傾きを µとすると，式（4）右辺を �c∗,t∗+µδ に変更する
ことで，入力パターンの速度を予測結果に反映できる．
第 2の拡張は，誤認識の悪影響の抑制である．具体的には，（4）

の代わりに，現在の入力値 �τ との加重和 α�̂τ+δ +(1−α)�τ を

最終的な予測値として出力する．その際，重み α (0 ≤ α ≤ 1)

を，得られた (c∗, t∗)の信頼性に応じて動的に定める．この信
頼性は最小累積距離 gc∗,t∗(τ )/tの値が大きな場合や，最小累積
距離と 2番目に小さい累積距離との比が小さい場合に低くなる

と考えられる．そこでこれらの信頼性評価値が低い場合には α

の値を 0に近い値に定めることで，予測効果を弱め，誤認識の
悪影響を抑制できる．
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