
顔特徴点を用いた非接触インタフェースに関する基礎研究 

北海道科学大学 ○大江亮介，北海道科学大学 川上敬 

要  旨 

顔の追跡により得られる三次元顔特徴点を用いた非接触型インタフェースを提案する．インタフェースで

用いる顔特徴点および顔の姿勢は Kinectにより取得する．顔の向きを用いてディスプレイ上の位置指定を

行い，特徴点を用いて単純なクリック動作を生成する．本稿では，Kinect による顔の認識精度，および位

置指定方法の操作感について基礎的な検証を行う． 

1. 緒   言 

モーションセンサデバイスの発展に伴い，ユーザの身体の

状態やジェスチャ等を用いてコンピュータを操作するイン

タフェースの研究が進められている．この種のインタフェー

スの中で現在最も普及しているものはタッチパネル方式で

ある．画面に直接触れることによりコンピュータを操作可能

であることから，スマートフォン等の小型デバイスで多く利

用されている． 

タッチパネル方式は人間にとって最も直感的なインタフ

ェースである一方，使用環境によっては適していない場合が

ある．たとえばコンピュータの大型ディスプレイや大型テレ

ビ等は画面までの距離が遠くなることが多く，手が届かない

場合はタッチ操作ができない．また，小型デバイスでは腕お

よび指が肩よりも下の状態で操作することが多いため腕部

の疲労感は比較的少ないが，画面がほぼ垂直に配置されるデ

ィスプレイ類では，距離が遠くなるほど，タッチ位置が高い

ほど疲労感が生じやすくなる． 

距離および疲労感の観点から優れたインタフェースとし

ては，ユーザがディスプレイを見る際の視線計測を行い，視

線の方向を用いるアイトラッキング方式がある[1] [2]．これ

はディスプレイ上の位置を特定する方法として優れている

が，タッチやクリックに相当する入力を実現するためには，

一定時間の注視を認識する，あるいは視線の特定の動きをジ

ェスチャとして認識させる必要がある． 

そこで本研究では，ディスプレイまでの距離および使用に

際しての疲労感において優れた操作方法の実現を目的とし，

顔全体の状態を用いた入力システムの提案を行う．本稿では

研究の基礎段階として，センサから取得可能な顔データの精

度について検証し，顔の向きを用いた位置指定および単純な

ルールを用いたクリック動作の生成について報告を行う． 

2. 顔特徴点を用いたインタフェース

2.1 Kinect 

本研究では，顔全体の状態を取得するためのデバイスとし

て Kinect を用いる．Kinect は Microsoft 社のゲーム機である

Xbox 360 用のセンサデバイスであり，専用のアダプタを用

いることでコンピュータに接続して利用することが可能で

ある． 

Kinect には RGB カラーカメラ，赤外線を用いた深度セン

サ，マイクロフォンが搭載されており，様々なデータを計測

することができる．コンピュータから Kinect を利用するため

の SDK としては， Microsoft 社から Kinect for Windows SDK

が提供されている．SDK は計測された生データへのアクセ

スだけでなく，データを加工することで得られる有用な情報

の取得も可能である． 

SDK が提供するデータのうち，最も利用されているのは

人物の身体各部の位置姿勢データである．Kinect では最大 6

人までの人物の身体データを取得することが可能であり，複

数の人物が遠距離にあるスクリーンを指差し可能なシステ

ムの研究[3]等で利用されている．また，身体と同様に顔の状

態についても SDK からデータを取得できる．取得できる顔

の情報としては，顔の姿勢，口や目の開閉，および詳細な顔

特徴点等がある． 

2.2 位置指定の方法 

提案するシステムでは，主として手の届かない範囲に配置

されたディスプレイ上の任意の位置に対してクリック等の

操作を行う．位置指定の方法としては，Kinect から取得でき

る顔の姿勢を用いる． 

図 1 はディスプレイ上の位置指定の方法を示した図であ

る．まず，Kinect から取得できる顔の姿勢情報から，顔の向

きベクトル vz を求める．ディスプレイを前方に設置された

xy平面と考えれば，vzをディスプレイ平面まで伸ばしたとき

の交点の x 座標，y 座標を指定するディスプレイ上の位置と

することができる．ただし，ディスプレイの幅および高さは

1 に正規化されているものとする． 

図 1  提案システムにおける位置の指定 

上述の方法が適切に機能するためには，Kinect による顔の

姿勢計測が正確であることと，ユーザが指定の位置に正確に
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顔を向けられることが必要である．前者の条件は Kinect の計

測精度によって決定されるものであるが，人間が顔の向きと

視線の組み合わせで対象物を捉えることを考えれば，後者の

条件はユーザによってばらつきが生じる可能性がある．そこ

で，計測された顔の向きをそのまま用いる方法のほかに，以

下の 2 通りの方法で位置指定を行うこととした． 

 

(a) 過去 5 回分の計測データから導出される位置の平均を

用いる 

(b) 1 回前の計測データからの距離に比例して位置の変化

量に制限を加える 

 

i 回前の計測データから導出されるディスプレイ上の位置，

実際に指定された位置をそれぞれ vi = (vxi, vyi), pi = (pxi, pyi)と

すれば，(a)および(b)によって求められる指定位置 p はそれ

ぞれ以下の式(1), (2)で計算される． 





5

1
5

1

i

ivp      (1) 

    2121212 pvpvpvpp     (2) 

Kinect の顔データの取得は 1 秒間に 30 回の速度で行うこ

とが可能である．ゆえに，(a)の方法では，停止状態から顔を

ある位置に向けた場合，位置の変化量に関わらず約 0.16 秒

かけて滑らかに位置が変化することとなる．一方(b)の方法で

は，顔の動きが速いときには急激に位置が変化するが，動き

が遅いときには(a)の方法以上にゆっくりと位置変化が生じ

ることとなる． 

3.  提案システムの操作感の検証実験 

提案システムが適切に動作するか，および利用した際の操

作感がどのようなものであるかについて検証実験を行った．

実験には CPU 周波数が 3.0GHz の Pentium Dual-Core G3220

の計算機，およびKinect V2 センサを用いた．この環境にお

いて，提案システムは 30fps での処理が可能であった． 

まず初めに，大型ディスプレイでの利用を想定し，Kinect

から約 1.5m 離れた距離での顔の認識精度について検証を行

った．この距離における顔認識は良好であり，眼鏡の有無，

起立・着席等に関わらず継続した認識が可能であった．ただ

し，顔が Kinect に真っ直ぐに向いているときが最も認識精度

が高く，上下左右に一定角度以上回転するとほとんど認識で

きなくなった．距離が 1.5m あれば計算上は 100 インチ程度

のディスプレイまで顔の認識に問題は無いが，それ以上のデ

ィスプレイを利用する際は，顔の向きに対して位置の変化を

より大きくする必要があると考えられる． 

次に，顔を動かした場合のディスプレイ上の位置指定につ

いての検証を行った．図 2 は，計測データから直接導出され

るディスプレイ上の位置，(a)，(b)それぞれの方法で補正し

た位置の軌跡を示す．ただし，ディスプレイ座標は縦横方向

ともに[0, 1]に正規化されている．図 2 左は比較的早い動きで

四角形を描くように顔を動かした場合，図 2 右はやや遅い動

きで円形を描くように顔を動かした場合の軌跡である． 

 

 

図 2  提案システムによるディスプレイ位置の軌跡 :  

やや速い動き(左)，やや遅い動き(右)  

 

四角形の軌跡では，直角に方向を変える部分で四角形から

ややずれが生じている．これは顔の動きそのもののずれであ

り，イメージ通りの軌跡を正確に描くのは難しいことを示し

ている．また，(a)はデータのノイズを吸収するように滑らか

な軌跡を描くのに対し，(b)は補正が効き過ぎており，より四

角形に近いものの顔の動きからはややずれた軌跡を描いて

いる． 

円形の軌跡では，計測データに大きなばらつきが生じてい

る．Kinect による顔の認識は，途切れることこそないものの，

常にわずかな振動が生じているため，動きが遅い場合はその

影響が顕著に表れる．こちらも四角形の場合と同様に，(a)

の補正はノイズの影響を軽減する滑らかな軌跡となり，(b)

は意図した円形に近いが計測データからのずれがやや大き

な軌跡を描いている． 

最後に，顔特徴点のうち口の上下の点が一定以上開いたと

きにクリック動作を行うこととし，対象物のクリック動作を

検証した．上下の口の距離を適切に設定することで，意図通

りのクリック操作が可能であった．また，特定の位置でクリ

ック操作を行う場合，近距離内での振動が少ない(b)の補正を

用いる方が意図に近い操作が可能であった． 

4.  結   言 

本研究では，Kinect により取得可能な顔の姿勢および特徴

点を用いたインタフェースの提案を行い，基本的な操作にお

ける操作感の検証を行った．Kinect による顔認識は良好であ

ったが，顔の向きを用いた位置指定に用いるにはノイズが多

く，何らかの補正を行う方が良いことが示された． 

今回はクリック操作を実現するために口周りの特徴点 2

点のみを用いたが，Kinect により取得可能な特徴点は顔全体

の動きを詳細に反映可能な精度を持つ．今後は他の特徴点も

用いることにより，より利便性の高いインタフェースへと改

良することが課題となる． 
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