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1. はじめに 

今日の情報通信技術の発展は,コンピュータの

多機能化，高性能化により,ジェスチャや音声な

どでコンピュータを操作することが可能となっ

ている。元々は全ての操作はキーボードからのコ

マンド入力によってコマンドラインインターフ

ェース（Command-line interface：CLI）と

マウスによって基礎的な操作を行うグラフィカ

ルユーザーインターフェース(Graphical user 

interface：GUI)である。近年では,Wii と

Kinectと Leap Motionなど様々な形態のナチ

ュラルユーザーインターフェース（Natural 

user interface：NUI）デバイスを生み出した

[1]。特に Leap Motion は何も触れずに手や指

の動きでコンピュータを操作すると高精度な情

報の取得を行うことができる，様々な専門分野に

応用され今後も更なる発展が期待されるデバイ

スである。 

Leap Motionは,ユーザーとコンピュータをイ

ンタラクテイブな 3Dモーションで繋ぐ[2]。何に

も触れることなく,空中で自然に手や指を動かす

だけでデバイスを操作することができる。そこで,

非接触型入力デバイスという特性が外科医にと

っては非常に魅力がある[3] [4]。iPadはタブレ

ットなので触って操作するよりも滅菌効果があ

ると考えられる。Leap Motion は特に執刀中の

外科医にとっては魅力的な操作デバイスとなる。

これにより,検知される指の本数や,動作の違い

により Leap Motion を用いて三次元医用画像を

操作するシステムを提案する。そして,Leap 

Motion の上に手や指の動作を判断し，両手の指

の本数と動作の違いにより,医用三次元画像を操

作する方法を提案する。 

 

 

本研究では ,非接触型入力デバイス Leap 

Motion で検査された高精度な空間位置情報を利

用して医用三次元画像を観察·認識し,操作する

ことができるようにする。ユーザーは Leap 

Motion の上で指と手を動かして,ヴァーチャル

空間内の医用三次元画像を観察するシステムを

開発しました。 

2. 方 法 

2.1 Leap Motionの概要とオブジェクト 

Leap Motion は,8 立方フィート（およそ 61

立方センチメートル）の限られた視野の深さセン

サーとして,2台の赤外線（IR）カメラと 3つの赤

外線発光ダイオードで働きます[5]。両方のカメ

ラから実体鏡学を使って,装置はツール,指と手

機能からエラーを最小にすることができ,速度と

精度を最大にするために，独特の数学モデルの上

に築き上げられます。Leapの検出範囲は，装置の

中心を頂点とした逆ピラミッドです。 検出距離

は約 25～600 ミリメートルである。今回は,使用

したオブジェクトは成人男性骨格形状データ（産

総研 H20PRO-905）である[6]。データ使用許諾

条件に合意して，この頭蓋骨格形状を利用した． 

2.2 Leap Motionにより得られる情報 

Leap Motionは装置近くの手，指，および指

状のツールを高い精度で検出し追跡します。Leap 

Motionソフトウェアは検出した物体を分析し,

手, 指,ツールなどの位置関係,ジェスチャ，およ

び動きを認識します。 

Leap Motion の検査されたデータが視覚的に

表現されており以下二つで構成される。(Fig.1) 

 検査された手の情報 

パームの空間位置，手にフィットする球体の半

径，手の水平面に対する角度，指の数，指の平均

位置，手の ID 
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 検査された指の情報 

指先の XYZ座標，指先の傾斜度，指の回転度，

指の偏差度，各指の ID 

 

Fig.1：Leap Motionの検査された情報 

 

2.3 プログラミング言語とライブラリ 

Leap Motionはプログラミング言語

C++,C#,Java,Python,Objective-Cに対す

るサービスであるので,この開発には C++を使用

した。Leap Motionを使用するためのライブラ

リには「v.1.2.0.10970 for Windows」を利

用した。これによりプログラム上で Leap Motion

を使えるようにした。 

3. ジェスチャによる操作の設計 

3.1 ジェスチャの認識 

Leap Motionは,ある動作パターンがジェスチ

ャであるかどうかを認識します。 Leap Motion

ジェスチャは,モーショントラッキングデータの

同じようにフレームで検出されます。検出された

各ジェスチャのために,Leap Motionはジェスチ

ャオブジェクトをフレームに追加します。これに

よって,認識されたジェスチャはフレームからジ

ェスチャオブジェクトとして入手できます[7]。

以下の動作パターンは Leap Motionによってジ

ェスチャ種別を判別して,ジェスチャを認識され

ます。 

 Swipe Gesture「左右移動」の操作を行う 

 Circle Gesture「回転」の操作を行う 

 Screen Tap Gesture「上と下移動」の操

作を行う 

 Key Tap Gesture「確認」の操作を行う 

3.2 ジェスチャの設計 

Leap Motionを使って,指先の座標を取得して,

座標に合わせてジェスチャを表示することがで

きる[8]。ユーザーの意図やコマンドを示してい

る特定の動きのパターンをジェスチャとして認

識します。Leap Motionが指や手の動きをトラ

ッキングデータを提供するのと同様に,ジェスチ

ャも提供します。計測されたそれぞれのジェスチ

ャについては,Leap Motionは frameにジェス

チャオブジェクトを追加します[9]。これらの ジ

ェスチャオブジェクトは,移動·回転·拡大·縮小

の操作を代表する。ジェスチャオブジェクトの意

味は表 1 に示す。 

 

表 1. Leap Motion を使用した空間操作 

ジェスチャオブジェクト 画像操作 

指 1 本の左右方向へのスワイプ 左右移動 

指 1 本の上下方向へのスワイプ 上下移動 

指 1 本の前後方向へのタップ 拡大縮小 

指 2 本の左右方向へのマル 回転 

指 3 本の左右方向へのキータップ 動作の確

認 

4. 期待される効果 

本システムの利用によって,外科医は,コンピ

ュータ操作の不便さを回避することにより,容易

に画像検査や治療を行うことができます。このシ

ステムの実用的な側面の一つは，既存の観察装置

とモーションセンサーを利用して簡単に実装で

きるものです。外科手術中に,常に清潔に保たれ

なければならない手袋を着用する必要がある,従

って, 外科医は,直接ワークステーションを操作

することはできません。そこで,画像操作用のモ

ーションセンサーを使用して,指の動きで各種の

画像処理を操作することができます[10]。ケアの

質を向上させるために無菌侵襲的技術の使用に

よって病気の診断及び治療を行う。 

5. 検証 

テスト者がモーションセンサー方式では,指の

動きに対する適切な訓練で,マウス法よりも優れ

た性能を提供することができることは明らかで
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ある。最終的に,実際に, テスト者は,すぐにコマ

ンド技法を操作することができる。 

今回のテストは、Leap Motion やディスプレイ

や目標オブジェクトの関係は Fig.2 に示す。人体

骨格形状データのオブジェクトグラフィックス

の基本的な状態を Fig.3 と Fig.4 に示す。Leap 

Motion の上で指の動きにより,画像の各種操作を

行いました。画面上には,オブジェクトの選択と

Leap Motion の情報を表示する。Fig.5 から Fig.9

まで表示されているオブジェクトは、指の動きで

各種の頭蓋骨格画像処理を操作した画像である。 

 

 Fig.2：Leap Motion やディスプレイや目標オブ

ジェクトの関係 

 

Fig.3：オブジェクトグラフィックスの正面観察 

 

Fig.4：オブジェクトグラフィックスの側面観察 

Fig.5： オブジェクトグラフィックスの導入と初

期状態 

 

Fig.6：オブジェクトグラフィックスの拡大操作 

 

 

Fig.7：オブジェクトグラフィックスの縮小操作 

 

Fig.8：オブジェクトグラフィックスの移動操作 
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Fig.9：オブジェクトグラフィックスの回転操作 

 

6. おわりに 

本研究では,外科医を支援するために,非接触デ

バイスである Leap Motionを用いて新しいシス

テムを開発しました。手術は時間との戦いです。

情報を確認するたびにメスを置いていては非効

率です。そして,医師が情報端末を手を使わずに

操作する必要もあります。非接触デバイス Leap 

Motion とコンピュータを組み合わせて,Leap 

Motion の高精度な位置情報を利用して正確な医

用三次元画像を観察や操作することができるシ

ステムを開発した。 
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