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1. はじめに
多品種少量生産における一貫製造作業や人の生活支
援作業，介護支援作業等，従来は人が手で行っていた作
業を自動化するためのロボットが求められている．これ
らの作業は不定形の道具や物体の操作を伴うため，ロ
ボットは汎用性の高いエフェクタを備える必要がある．
このようなエフェクタを人の手に似せて作ることは，人
の作業技量を直接転用できる点で合理的である．しか
し，人の筋骨格構造や軟組織を精密に模倣することは
設計上得策ではない．制御と製作，保守の観点から，比
較的単純な回転関節によって人の運動学的特性を再現
するエフェクタを構成できれば好ましい．
人の手の運動を実際に計測し，それを良く再現する
関節配置を同定したい．手指が動くと皮膚も複雑に連
動するため，手表面の運動軌跡から皮膚の動きの影響
を補償する必要がある．
指の動きに対する爪の連動の大きさは皮膚のそれに
比べれば小さい．本稿ではこのことに着目し，爪を各
指の基準として関節配置同定の精度を向上する方法を
提案する．光学式モーションキャプチャシステムを用
いて，爪と手の甲に取り付けたマーカ群の軌跡を計測
し，爪上のマーカに対する手の甲上のマーカの動きを
最も良く説明する関節配置を同定する．補助的に指の
各関節近辺にもマーカを取り付け，それによる関節中
心の大まかな参照位置を同定指標に含めることで，不
良設定性を解消する．更に，推定したモデルに対し手
全体としての整合性を保つため，手の甲と指の関節の
相対関係を補正する．
提案方法を用いて実際に関節配置を同定した結果，5

指モデルの手の甲の平均に対する誤差分散が 1.63mm

に収まった．

2. 計測プロトコル
マーカをそれぞれの指に配置し ,光学式モーション
キャプチャシステムを用いてその運動を測定する．そ
れに基づいて図 1のような手モデルを推定する．一度
に多数のマーカを手に取り付けた場合オクルージョン
が多発するため，指 1本ごとに運動計測と推定を行う．
その後，個別に推定した指モデルを統合するため，マー
カ数を減らし全ての指を同時に運動させて測定した結
果に基づいてこれを行う．図 2は母指モデル推定のた
めのマーカ配置時の例である．白線で囲んだマーカは
指 1本ごとの推定と 5指統合，どちらのための計測で
も取り付ける．指 1本ごとの推定で用いたマーカの相
対関係を 5指統合においてもそのまま用いるため，こ
のようにする必要がある．赤線で囲んだマーカは，指
1本ごとの推定において対象とする指の各関節両端に
取り付ける．
母指のMP，CMC関節は 2自由度である．これらの
運動を励起するために，図 3のように指先のワークス
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図 1 手の関節モデル 図 2 マーカ配置の例

図 3 計測する母指運動 図 4 計測する示指運動

ペースを掃引するように屈伸，内外転，関節可動域を 1

周する円運動の 3パターンの測定を行う．母指MP関
節の測定では筋肉の盛り上がりによって可動性が阻害
されるため，CMC関節を最大まで内転させた状態で励
起運動を行うことが重要である．

示指，中指は DIP，PIP関節を独立に動かすことが
難しいので，DIP関節のみの屈伸とDIP，PIP関節を
連動させた屈伸の 2パターンを計測する．また，MP関
節の測定においては図 4のように指先のワークスペー
スを掃引するよう屈伸，可動域を 1周する円運動を計
測する．小指，薬指の測定では示指，中指と同じ指運
動に加え CM関節の屈伸運動を測定する．それぞれの
指のフレーム数は 1500∼2400程度とする．

全ての指の同時計測では指先から第 3関節を屈伸，内
外転させる運動，第 1,2関節を同時に屈伸させる運動，
1本ずつ掌に指先が付ける運動，可動域を掃引する運
動を行う．計測するフレーム数は 3000程度とする．



表 1 IKで許容できる誤差

x, y軸方向 z軸方向

姿勢 [rad] 0.17(10deg) 0.09(5deg)

位置 [m] 0.005(5mm) 0.002(2mm)

3. 推定方法
3.1 各指モデル推定方法

まず，各指の爪，手の甲，手首に取り付けられたマー
カ群からそれぞれの座標系を求める．
最初の計測フレームにおいてマーカ群の重心位置を
座標系原点にとり，マーカ群を通る面の法線が z 軸と
なるように座標系の姿勢を定義する．最初のフレーム
にて推定された姿勢を初期姿勢とし，姿勢変位を推定
する．最小 2乗フィッティングによりマーカ群の相対
関係を推定する Hornら [1]の方法を応用する．
後述の推定の下準備として，得られた座標系を手の
甲座標系に対する相対値となるよう変換する．その上
で，各指の爪の位置を各指モデルの原点とする．次に，
モーションキャプチャで得られたN フレームのデータ
のうち，t番目のフレームにおける指モデルの関節角を
q(t)，関節構造を決定付けるパラメータをxとする．そ
れらを用いて，pm(q(t),x)，Rm(q(t),x) をモデルに
よって推定した手の甲位置・姿勢と定義する．フレー
ム tの計測した手の甲位置とモデルによる推定値の誤
差は次の式で表せる．

f(t,x) =pm(q(t),x)TWppm(q(t),x)+

a(Rm(q(t),x))TWaa(Rm(q(t),x)) (1)

ただし，a()は回転行列の等価角軸変換を表す．また，
Wp = diag{wp,i}(wp,i > 0 for ∀i = 1, · · · , 3),Wa =

diag{wa,i}(wa,i > 0 for ∀i = 1, · · · , 3)とする．
q(t)は式 (1)を最小化する逆運動学計算 [2]により計
算する．全フレームの f(t,x)の和は次のようになる．

F (x) =

N∑
t

f(t,x) (2)

上記のF (x)を最小化するパラメータxをNelder-Mead

法により計算し，求めるモデルを得る．
重みWp,Waの設定が重要である．位置の単位は [m]

であるのに対し姿勢は無次元量でありその設定方法は
自明ではない．不適切に設定すると評価が偏り，望まし
い結果が得られにくくなる要因となる．このため，目安
として許容できる誤差に基づいた重み設定を行う．手
の甲のマーカから構成される平面に垂直な方向を z 軸
とすると，許容できる誤差は表 1のように定めること
ができる．手の甲に垂直な方向の許容誤差を ez，それ
以外の方向の誤差を eb,iとすると，正規化後の誤差 ea,i
は次のようになる．

ea,i =
eb,i
ez

(3)

発生し得る誤差が大きい方向ほど，重みを小さくする
必要がある．また，次元を合わせるには [m]，[rad]よ

表 2 IKの重み

x, y 軸方向 z 軸方向
姿勢 0.00011 0.00049
位置 0.16 1
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r2,mid
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1番⽬の関節

2番⽬の関節

図 5 マーカとの垂直距離

りも [m2]，[rad2]の方が適切である．それぞれの誤差を
2乗し，逆数を求めると重み wi は

wi =
1

e2a,i
=

e2z
e2b,i

(4)

となる．実際に計算した例を表 2に記す．

3.2 マーカ誤差の評価

リンク系の関節配置を最適化計算によって推定する．
局所解が多数存在することへの対策として，指の各関
節を挟む (または通る) ようにマーカを配置し，その
マーカとの距離を誤差関数に足し合わせることで不良
設定性を解消する．1自由度の関節の場合は図 5のよ
うに，a番目の回転軸とそれに対応するマーカ k の距
離を ra,k(t)とし，次式で誤差を定義する．

fa,i(t) =

2∑
k

ra,k(t)
2 (5)

2自由度以上の関節の場合は a番目の回転軸と対応す
る 2個のマーカの中点の距離を ra,mid(t)とし，次のよ
うに誤差を定める．

fa,i(t) = 2ra,mid(t)
2 (6)

A個の回転関節の誤差の和は次式となる．

fm(t) =

A∑
a

fa,i(t) (7)

これを評価関数に加える．

f(t,x, wm) =pm(q(t),x)TWppm(q(t),x)+

a(Rm(q(t),x))TWaa(Rm(q(t),x))+

fm(t)/wm (8)

ただし，wm はマーカ誤差とモデルの手の甲の再現誤
差の割合を決定する係数である．全フレームについて
評価関数を足し合わせると，次式となる．

F (x, wm) =

N∑
t

f(t,x, wm) (9)



表 3 wm のパラメータ変化

回 1 2 3 4 5 6

数値 (1) 1.0 5.0 10.0 20.0 40.0 60.0
数値 (2) 0.1 1.0 5.0 15.0 40.0 60.0

wm の値が小さい時，目安として決めた関節軸端マー
カの影響が大きくなる．逆に wm の値が大きい時，指
先マーカの誤差の影響が小さくなるように最適化され，
局所解に収束する可能性が高まる．そこで反復計算の
初期段階では wm の値を大きく設定し，徐々に小さく
していく．表 3の数値は実際に採用した具体例である．

3.3 各指を整合するための最適化計算

指モデルの最適化に用いた評価関数式 (2)の最適化
パラメータ xを次のように分解する．

x =
[
xDH xnail xback

]
(10)

ただし，xDHはDHパラメータによる母指パラメータ，
xnail,xbackは爪と第一関節，手の甲と 1つ目の回転関
節の相対関係を表すパラメータである．xのうち，xback

は計測した状態の皮膚運動の影響を受けやすいため，指
同士の整合性が取れるように修正する．
フレーム tにおいてそれぞれの指モデルの手の甲位
置を一致させ，測定した手の甲位置との誤差が最小と
なる関節角 q(t)を推定する．指モデル i, j の手の甲位
置間の誤差を最小化する q(t)の評価関数は下記のよう
に定義できる．

fIK,i,j(q(t)) =pei,j(q(t))
TWppei,j(q(t))+

a(Rei,j(q(t)))
TWaa(Rei,j(q(t)))

(11)

ただし，pei,j(q(t)),Rei,j(q(t))は i, j 番目の指モデル
の手の甲位置の誤差である．
指モデル iと手の甲の位置誤差を最小化する評価関
数は式 (1)であり，fIK,i(q(t))とおく．両者を足し合わ
せた下記の評価関数を [2]の方法を用いて最小化する．

FIK(q(t)) =

5∑
k

fIK,k(q(t)) +

5∑
i,j

fIK,i,j(q(t)) (12)

ただし，
∑5

i fi,j(t,x)は (i, j) = (1, 2)，(2, 3)，(3, 4)，
(4, 5)，(5, 1)となるように選ぶ．
上記の計算後に，手の甲の誤差が最小となるよ
う xback を最適化する．手の甲の平均位置姿勢を
pb,m(xback, q(t))，Rb,m(xback, q(t))，誤 差 分 散 を
Sp(xback), SR(xback) とする指モデルと測定した手の
甲位置，指モデル同士の誤差は次のようになる．

F (xback) =

N∑
t

(
pm(xback, q(t))

TWppm(xbackq(t))+

a(Rm(xback, q(t)))
TWaa(Rm(xback, q(t)))

)
+

ws,pS
2
p(xback) + ws,RS

2
R(xback) (13)

ただし，ws,p, ws,R は重みである．上記を評価関数と
し，Nelder-Mead法を用いて 5指分の xback を最適化
する．
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図 7 マーカと初期値設定

3.4 初期関節配置の決定方法

図 6に示すように，指の初期関節配置を (a)爪と第
一関節，(b)1 つの回転関節で構成される 2 つの関節，
(c)2自由度関節と 1自由度関節の相対関係に分けて決
定する．
図 7の 2つのマーカを通る軸を nDIP,nPIP,nMP と
する．方法 (a)では爪位置からnDIPにおろした垂線の
交点をリンクの位置とし，nDIPをリンクの回転軸とす
る．その上でリンクに対する爪の姿勢，リンク長さを
決定する．次に，方法 (b)は 2軸のマーカの中点距離を
リンク長さとし，nDIP,nPIPのねじれ角をリンクねじ
れ角，リンクオフセットを 0と設定する．最後に，方
法 (c)は方法 (b)を適用し，その上で，MP関節がユニ
バーサル関節となるようにパラメータを修正する．上
記の 3種類の初期値決定方法を適用して初期値を決定
する．母指は例外的に Santosら [3]の測定結果が存在
するため，それを参考にリンク間の関係を設定する．

4. 推定結果
指の逆折れ現象を防ぐため，予め各指のDIP，PIP関
節，母指の IP関節の関節可動域をそれぞれ最大−30 ∼
120◦に制限した．また，小指，薬指の CM関節の可動
域を 10◦, 5◦とし，可動域の始点を最適化パラメータに
加えることで不適切なモデルに収束することを防いだ．
上記の条件で推定した結果を図 8，表 4に示す．小指，
薬指の CM関節は図 9のように手の甲より上の位置に
推定された．これは，CM関節の可動域が狭く精度が
低いため，CM関節の大まかな参照位置として緑色の
丸を付けたマーカを選んだためであると考えられる．
次に，Santosら [3]の母指モデルとの比較を行った．
用いたモデルは表 5のようになる．指モデルのパラメー
タは式 (10)のように分解できるため，xback，xnail を
合わせたパラメータを xends とする．Santosらのパラ
メータ xDHを用い，条件を同じにするため xendsのみ
を最適化した．また，中手骨の動きを再現することも
重要な課題であることから，モデルにより再現した中
手骨座標系において，MP関節マーカの平均位置を求
め，それに対する誤差分散を評価することとした．結
果を表 6に示す．推定したモデルがより良い結果であ



図 8 推定した手モデル 図 9 小指，薬指の CM 関節

表 4 指モデルのパラメータ

関節 パラメータ 母指 示指 中指 薬指 小指
z0 α01[rad] 1.64
| θ01[rad] -1.49 -0.21 -0.48 -0.79 -1.07
z1 a01[mm] 2.93

d01[mm] -210.16 -17.53 -11.76 -67.49 -71.13

z1 α12[rad] 2.73 1.33 1.38 1.72 1.75
| θ12[rad] -1.22 2.75 2.35 -1.83 -1
z2 a12[mm] 53.63 32.95 29.64 63.07 42.42

d12[mm] -213.94 13.59 -24.52 -60.22 -83.65

z2 α23[rad] 1.56 -1.45 -2.14 0.09 0.27
| a23[mm] -1.72 2.51 -1.17 55.6 56.92
z3 d23[mm] 13.79 -22.32 8.36 4.6 7.94

z3 α34[rad] -0.91 -1.71 0.91 1.5 1.2
| a34[mm] 17.2 34.25 45.15 3.05 0.96
z4 d34[mm] 26.4 -3.73 -6.36 8.67 17.15

z4 α45[rad] 2.11 0.1 -0.06 1.75 1.58
| a45[mm] -0.39 19.9 25.65 41.21 24.61
z5 d45[mm] -10.84 -3.04 -2.33 0.33 5.95

z5 α56[rad] -1.38 0.07 0.36
| a56[mm] 26.05 25.29 17.49
z6 d56[mm] -6.22 -1.53 -6.72

表 5 比較したモデル

関節 パラメータ モデル 1 モデル 2 モデル 3

z0 α01[rad] 1.5 1.5 1.5
| a01 [m] 0.0122 0.0122 0.0122
z1 d01 [m] -0.0023 -0.0023 -0.0023

z1 α12[rad] 0.58 0.58 -1.41
| a12 [m] 0.0323 0.0323 0.0323
z2 d12 [m] 0.0340 0.0340 0.0133

z2 α23[rad] -1.93 -1.93 1.94
| a23 [m] 0.0085 0.0085 0.0085
z3 d23 [m] -0.0311 -0.0311 0.0049

z3 α34[rad] 0.31 -0.31 -1.84
| a34 [m] 0.0130 0.0130 0.0396
z4 d34 [m] 0.1377 0.1377 -0.0109

ることがわかる.

最後に，全指の同時測定により指モデルを評価する．
xbackを修正した指モデルの手の甲位置に対する誤差分
散を表 7に示す．参考のため，指モデルの手の甲の位
置の平均，xbackの修正をしなかった手首モデルの手の
甲位置と測定した手の甲位置の誤差分散を表 8に示す．

表 6 母指モデルの 1フレーム当たりの誤差分散

位置 姿勢 MPマーカ
[mm] [mrad] [mm]

推定値 0.82 81.87 5.39
モデル 1 3.49 325.78 10.89
モデル 2 1.72 107.33 7.24
モデル 3 1.01 83.99 10.1

表 7 指モデルの手の甲平均位置に対する誤差分散

位置 姿勢
分散 最大 平均 最大
[mm] [mm] [mrad] [mrad]

母指 0.42 1.41 22.91 101.8
示指 0.56 1.77 29.65 86.88
中指 0.63 1.97 35.96 100.98
薬指 0.55 2.24 45.04 119.78
小指 0.54 2.8 26.35 127.07

表 8 実測による手の甲位置に対する誤差分散

位置 姿勢
分散 最大 平均 最大
[mm] [mm] [mrad] [mrad]

平均位置 1.51 3.57 60.15 177.48
手首 1.22 3.58 90.66 208.79

重心に対して最大でも 3mm程度の誤差であることが
わかる．5指モデルの手の甲位置，姿勢の平均位置を
モデルによって推定した手の甲位置としたとき，誤差
分散は最大で 1.63[mm]，76.17[mrad]であり，十分に
整合性が取れていると言える．

5. おわりに
光学式モーションキャプチャを用いて，人の手構造
を推定する方法を示した．結果として得られた指モデ
ルは，距離が近接している人差し指や中指のMP関節
の回転軸や複雑に入り組んだ母指の関節構造など，そ
のまま設計すると堅牢性やコストの観点で適切ではな
い要素が存在する．このため，設計上の制約を含めた
評価や設計のしやすい構造に変更した時の再現誤差の
検討を行うことで，最終的なロボットハンドを設計を
行う必要がある．
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