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CheekInput: 頬をタッチサーフェースとする
頭部装着型ディスプレイへの入力手法
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CheekInput: Turning Your Cheek into an Input Surface
by Embedded Optical Sensors on a Head-mounted Display
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Abstract – In this paper, we propose a novel technology called ”CheekInput” with a
head-mounted display (HMD) that senses touch gestures by detecting skin deformation.
We attached multiple photo-reflective sensors onto the bottom front frame of the HMD.
Since these sensors measure the distance between the frame and cheeks, our system is
able to detect the deformation of a cheek when the skin surface is touched by fingers.
Our system uses a Support Vector Machine to classify the gestures: pushing face up and
down, left and right. We combined these 4 directional gestures for each cheek to extend
16 possible gestures. To evaluate the accuracy of the gesture detection, we conducted a
user study. The results revealed that CheekInput achieved 80.45 % recognition accuracy
when gestures were made by touching both cheeks with both hands, and 74.58 % when
by touching both cheeks with one hand.
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1. はじめに

光学透過式頭部装着型ディスプレイ (OST-HMD)を

用いることで，人間は動きを制限されることなく画像

情報を実世界に重畳できる．そのため屋内外を行き来

しながら使用が可能で日常生活との親和性が高い．例

えば OST-HMDを装着することで屋外を移動する際

に周辺地図を提示したり，撮影した画像をその場です

ぐに確認したりすることができる．

OST-HMDを利用するうえで出力する画像の操作を

行うための入力手法が必要となるが既存手法には問題

がある．代表的な入力手法の例として携帯端末や無線

キーボード，マウスなどといった外部入力デバイスを

用いる手法があげられる．しかしこの手法では OST-

HMDに加えて外部入力デバイスを別途携行する必要

や，外部入力デバイスを紛失した場合に入力できなく

なる問題がある．

Microsoft HoloLensでは内蔵カメラを用いてユーザ

が空中で提示したハンドジェスチャを認識することで

情報入力ができる [11]．しかしこの手法ではカメラと

ジェスチャを提示するユーザの手の間に一定の距離が

必要となるため，電車の中や人通りの多い街中といっ

た広いスペースを確保できない空間での入力は困難で

ある．Google Glassでは HMDのフレームに直接触
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図 1 CheekInput : 頬を用いた HMDに対する
情報入力手法

Fig. 1 Concept of CheekInput: The HMD
recognizes the input made by the user
pulling cheeks.

ることで情報を入力できる [1]．一方でこの手法ではフ

レームに触れた際にHMDの装着位置のズレや投影ブ

レを誘発し，映像視聴に影響を及ぼす可能性がある．

そこで我々はHMDに情報入力を行う手法として頬に

手で触れる操作に着目した．人間の頬は柔らかく指の

動きに対して自然な触覚フィードバックを返す．また

頬に触ることは日常において自然な動作でありユーザ

は他者の視線を気にすることなく入力可能である．さ

らに衣服で覆われる可能性がある腕などの皮膚表面
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と比べると，頬は露出している場合が多く手で触れや

すい．

本論文では，頬をタッチサーフェースとして情報入

力を行う手法である CheekInput を提案する (図 1)．

本手法では頬の形状変化の計測に光センサを用いる．

本手法で使用する光センサは反射型の光センサであ

り，センサから照射された赤外光の反射強度を取得す

ることで対象物までの距離を計測することができる．

これをHMDのフレームの下部，および側部に複数個

配置し頬からフレームまでの距離を複数点で計測する

ことで皮膚形状の変化を取得できる．このとき得られ

たセンサデータに対してサポートベクタマシン (SVM)

を用いることでタッチジェスチャの識別を行う．更に

フレームの左右両側の下部にセンサを配置することで

両頬の皮膚形状変化を計測し，右頬と左頬それぞれに

対して入力されたタッチジェスチャを識別する．

本手法では片頬を用いるジェスチャとして，頬を上

下前後にそれぞれに引っ張る 4種類の方向ジェスチャ，

および頬に触れていないニュートラルジェスチャの計

5種類を採用した．また両頬を用いるジェスチャとして

左右の頬それぞれに 4種類の方向ジェスチャを入力す

ることで得られる 16種類のジェスチャ，およびニュー

トラルジェスチャの計 17種類を採用した．

本論文では，頬をタッチサーフェースとした際のジェ

スチャの利用手法について考察する．例えば，片頬を

用いるジェスチャを利用することで，例えばディスプ

レイ上でマウスを操作してカーソルをあわせる動作や

キーボードの方向キーに割り当てられた動作の代替を

行うことができる．これによりディスプレイ上に表示

された画像を切り替えたり，地図の表示域を変更する

用途でジェスチャを利用できる．また両頬を用いるジェ

スチャによって，タブレット上でピンチインやピンチ

アウトする動作やフリック入力動作の代替を行うこと

ができる．これによりディスプレイ上に表示された地

図を拡大したり，文字を入力する用途でジェスチャを

利用できる．

2. 関連研究

2. 1 皮膚の情報入力インタフェース化

人間の皮膚を情報入力用のインタフェースとする手

法は数多く提案されている．中妻らは手背を入力イン

タフェースとする手法を提案した [13]．中妻らはリス

トバンド型のデバイスに反射型光センサを複数並べて

配置し，ユーザが指先で手背に触れた位置をデバイス

のディスプレイ上に表示することができる．牧野らは

前腕部に複数の反射型光センサを搭載したバンド型デ

バイスを装着し前腕部の皮膚形状の変化を用いて情報

を入力した [9]．小山らは手の動きを認識できるハンド

ルを提案した [6]．Weigelらは伸縮可能で皮膚表面に

装着可能なフィルム型のセンサシートを提案した [19]．

Vegaらは髪の毛を用いて情報入力を行う手段を提案

した [18]．これらの研究と比べると我々は皮膚の中で

も頬に着目している点で異なる．

2. 2 HMDに対する情報入力手法

HMD に対する様々な入力手法が提案されている．

Google Glass ではフレーム部を直接指で触る事によ

って情報の入力を行うことができる [1]．また Gugen-

heimerら，加藤らはタッチセンサをフレーム部に限ら

ずHMDの前面部や側部にまで配置し，物理的な入力

可能域を拡張する手法を提案した [2], [4]．しかしこれ

らの手法ではHMDに直接触れた際にディスプレイ位

置のズレや投影ブレを誘発し映像視聴に悪影響を及ぼ

す可能性がある．

HoloLensでは内蔵カメラを用いて空中で提示され

たハンドジェスチャの識別を行うことができる [11]．

Withana らは HMD に光センサを増設することで

HMD周辺で提示された空中でのジェスチャの識別を

行った [20]．また LeapMotionを HMDの前面に取り

付けることによって空中での手の位置や姿勢などの情

報を計測できる [7]．石井らはスマートフォンを用いた

空中でのジェスチャの識別を行った [3]．このシステム

では空中でのジェスチャの識別にスマートフォンのカ

メラを用いた．しかしこれらの手法ではカメラと手の

間に遮蔽物があると入力が出来なくなるという問題や，

狭いスペースではカメラが手指を認識できなくなると

いう問題がある．

他には眼球運動を用いた入力手法が提案されている．

Tagらは瞬きを用いてHMDに対する情報入力を行っ

た [17]．Špakovらは視線と頭部の動きを用いた情報入

力を行った [15]．しかし，これらの手法では入力に際

して視線方向が制限されてしまうという問題がある．

2. 3 HMDに対する光センサの適用

HMDに対して光センサを適用する様々な研究が行

われている．Liらはカメラと複数のセンサを用いて人

間の顔の表情の再構成を行った [8]．正井らは複数の光

センサを眼鏡型装置のフレーム部に組み込むことで人

間の顔の表情の識別を行うことができるウェアラブル

デバイスを提案した [10]．鈴木らは正井らの手法を用い

てHMDを装着したユーザの表情の識別を行った [16]．

中村らは光センサを用いて眉間の変形を測定し情報入

力に適用した [12]．菊地らはイヤホンに光センサを組

み込み耳の形状変化を計測することで情報入力に適用

した [5]．Saponasらは光センサを用いて計測した舌の

動きを用いて情報入力を行うことが出来るシステムを

提案した [14]．我々の提案するシステムも光センサを

HMDに組み込むことで皮膚形状の変化の計測を行う

が，先行研究と比べると頬に対するタッチ動作によっ

て情報入力を行う点で異なる．
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図 2 頬の皮膚形状変化の計測原理
Fig. 2 Principle of the proposed method.

図 3 システム構成
Fig. 3 System configuration.

3. CheekInput

3. 1 計測原理

本研究では頬の皮膚形状の変形をHMDのフレーム

に配置した複数の光センサによって計測する．本研究

では光センサとして，赤外線LED光源とフォトトラン

ジスタ光検出器によって構成される反射型光センサを

採用した．このセンサは反射光の強度を計測するため，

センサから正面の物体表面までの距離を計測できる．

正井らの研究にならい，本研究ではこれらのセンサを

HMDフレームに固定し，フレームから頬までの距離

を計測した．まずユーザが頬に触れると皮膚の表面に

力が加えられ皮膚形状が変形する (図 2)．このとき複

数の光センサから得られたセンサデータに対して機械

学習を適用することで頬に触れるハンドジェスチャを

検出・識別することができる．

3. 2 デバイス

提案システムは図 3 のように構成される．頬を用

いた情報入力を受けとる OST-HMDとして EPSON

MOVERIO BT-200を採用した．また頬の形状変化を

計測する反射型光センサとしてコーデンシ社製SG-105

フォトセンサを採用した．光センサはOST-HMDの画

像投影面下部に 5つ，フレーム側部に 5つずつ配置し

た．また左右の頬の変形を計測するためにOST-HMD

図 4 デバイスの外観
Fig. 4 Overview of CheekInput device.

の左右双方に対して光センサの配置を行った (図 4)．

光センサは Arduino Pro Mini 3.3Vマイクロコント

ローラに接続され，センサデータは XBee経由で PC

に送信される．このとき 3 つのマルチプレクサを用

いて 20個の反射型光センサの読み取り値を切り替え，

並列にセンサ値を処理できるよう設定した．また，マ

イクロコントローラ 3本の直列に接続された単 4電池

3本によって電源が供給されている．また，デバイス

全体の重量は約 100gだった．HMDのディスプレイ

上に重畳する画像は PC上で生成し，Wi-Fiを通じて

Andoroidデバイスに送信する．

3. 3 方向ジェスチャの認識

提案システムにおいて頬を上下前後に引っ張る 4種

類のジェスチャを方向ジェスチャと定義し識別対象の

ジェスチャとして設定した．ジェスチャ識別には一般的

な教師付き機械学習手法の 1つである Supprot Vector

Machine(SVM)を使用し，実装ではSVM for Process-

ing(PSVM)を利用した．ジェスチャ識別の流れとし

て，最初にジェスチャの訓練データを収集する．ユー

ザに OST-HMDを装着させた上で方向ジェスチャを

提示させこのとき取得したセンサ値を方向ジェスチャ

の訓練データとして収集する．次に収集した訓練デー

タを学習し識別器の生成を行う．最後にユーザのジェ

スチャ提示時のセンサ値を識別器に入力し予測するこ

とで 4種類の方向ジェスチャの識別が可能になる (図

5)．

また本実装では OST-HMDの両側にセンサを配置

しているため，両頬に入力されたジェスチャをそれぞ

れ同時に識別することができる．図 6に 2種類の頬入

力方法の例を示す．ユーザは両頬に対して両手を用い

て，または片手の人差し指と親指を用いてジェスチャ

を入力する．このとき左右それぞれの頬で 4種類の方

向ジェスチャの識別が可能なので，左右の頬に入力す

る方向ジェスチャの組み合わせにより 16種類のジェ

スチャを識別することができる．

また，PSVMは識別結果を確率として出力する．こ

のとき得られた確率をもとに各方向ジェスチャの重み
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図 5 片頬を用いた方向ジェスチャ
Fig. 5 Four directional gesture.

図 6 両頬を用いたジェスチャ
Fig. 6 Example of double-side gestures.

付けを行うことで，上下前後 4種類の基本方向ジェス

チャだけでなく，二次元平面上でどの方向に頬を動か

しているか識別できるようにした．

3. 4 記号ジェスチャの認識

方向ジェスチャをもとにユーザはより複雑なジェス

チャを入力できる．方向ジェスチャを時系列に取得す

ることにより，頬の動きの軌跡を二次元点群として算

出した．これにより入力の軌跡を記号ジェスチャとし

て認識することができる．記号ジェスチャの一例を図

7に示す. 我々は，ジェスチャ認識のための SVMと$1

Recognizer [21] を用いて，いくつかの記号ジェスチャ

を認識できるシステムを実装した．まず SVMを用い

て頬がどの方向に引っ張られたかを認識し，引っ張っ

た方向に応じて方向ベクトルを取得する．これを以前

の 2次元点に足し合わせていくことによって頬に対す

る入力の軌跡情報を作成する．

頬に触れていない状態が一定期間続いた場合にジェ

スチャ入力が終了したと判定し，すべての二次元点を

軌跡情報として$1 Recognizerに入力する．このよう

に入力の軌跡情報を用いることでセンサデータを時系

図 7 記号ジェスチャ
Fig. 7 Four symbolic gestures.

図 8 実験 1: 着席時に利き手側の頬を触れたと
きの識別結果 (％)の混同行列

Fig. 8 Study 1:　 Confusion matrix of recog-
nition accuracy for sitting when a dom-
inant hand touched cheek on the same
side as dominant hand.

列で処理することができ，入力するジェスチャの種類

を増やすことができる．

提案システムでは「line」「v」「caret」「stairs」の４

種類の記号ジェスチャを識別対象のジェスチャに設定

した (図 7)．

4. 評価実験

4. 1 実験 1: 方向ジェスチャの認識精度評価実験

方向ジェスチャの認識精度を調べるためにユーザ実

験を行った．実験では利き手を用いて 4方向 (上・下・

前・後)に頬を引っ張るジェスチャ，更にそれに加え

て頬に触れていないジェスチャ(Neutral)の計 5種類

のジェスチャを識別対象のジェスチャとして設定した．

また日常生活において想定される 3つの条件下 (着席

時・歩行時・再装着)において認識精度を調べた．着

席実験では参加者が座った状態でデータを収集した．

歩行実験は室内で行われ，参加者はランダムな方向と

速度で室内を歩きながらデータを収集した．また再装

着実験では訓練データを 1試行分収集する度に参加者

に OST-HMDを一時的に取り外したうえで再装着す

るように指示した．また利き手側の頬と反対側の頬そ

れぞれに対しジェスチャを提示し，別々に認識精度を
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図 9 実験 1: 利き手側の頬を触れたときの識別
結果

Fig. 9 Study 1: Recognition accuracy when a
dominant hand touched cheek on the
same side as dominant hand.

調べた．

実験の前に参加者に頬の引っ張り方に関する説明を

行い数分間の入力練習の時間を与えた．このとき頬を

3本の指 (人差し指・中指・薬指)で引っ張るように指

示した．参加者には指示した方向に頬を引っ張らせ，

3秒強を用いて訓練データを 30fpsで収集した．この

とき 5つの方向に対し 100フレームずつ訓練データを

収集することを 1試行として 5試行分のデータを収集

を行い，1つの条件につき 5方向× 100フレーム× 5

試行=2500フレームのサンプルデータを収集した．ま

た，再装着時の実験では 1試行ごとに再装着を行い，

5試行分のサンプルデータを収集した．これを着席時・

歩行時・再装着の 3つの条件で両頬それぞれに対して

適用し，全体として参加者一人あたり 2500フレーム

× 3条件× 2つの頬=15000フレームのサンプルデー

タを収集した．

本実験では 20代の男性 7人と女性 1人が実験に参

加した．また，右利きの参加者は 7 人，左利きの参

加者は 1人であった．各参加者から集められたデータ

セットに対し 4試行分を訓練データ，1試行分をテス

トデータとする 5分割交差検証を行った．識別には各

参加者の訓練データセットに対して線形カーネルを用

いた SVMを利用した．また参加者の頬の基本形状に

よってジェスチャ提示に伴うサンプルデータの変化が

異なることを考慮し，訓練と交差検証は参加者ごとに

別々に行った．

実験 1において着席時に利き手側の頬を用いた場合

の識別結果の混合行列を図 8に示す．図 8において，

方向ジェスチャ間での誤認識よりも方向ジェスチャと

ニュートラルジェスチャ間の誤認識の方が発生しやす

かった．これは異なる方向ジェスチャを入力した場合，

図 10 実験 1: 利き手と反対側の頬を触れた時の
識別結果

Fig. 10 Study 1: Recognition accuracy when
a dominant hand touched cheek on
the opposite side as dominant hand.

それぞれの場合の頬の皮膚形状が大きく異なることが

理由として考えられる．よって方向ジェスチャのみに

認識対象ジェスチャを限定することで識別率を向上で

きる可能性がある．

実験 1 において利き手側の頬を用いた場合の識別

結果を図 9 に，反対側の頬に入力したときの識別結

果を図 10に示す．利き手を用いた場合，参加者が着

席しているときのジェスチャの平均認識精度は 89.86

％ (SD: 7.98 ％) ，歩行中の平均認識精度は 82.64

％ (SD: 16.08 ％) ，再装着した際の平均認識精度は

78.07 ％ (SD: 8.77 ％) だった．また，利き手と反対

側の手を用いた場合，参加者が座っているときのジェ

スチャの平均認識精度は 89.86％ (SD: 7.26 ％) ，歩

行中の平均認識精度は 83. 58％ (SD: 11.63 ％) ，再

装着した際の平均認識精度は 91.50 ％ (SD: 7.21 ％）

だった．ここで入力に用いる頬 (利き手側・反対側)と

ユーザの状態 (着席・歩行・再装着) が平均認識精度

に与える影響を分析するために 2 × 3の二元配置の分

散分析を行った．分散分析の結果，入力に用いる頬と

ユーザの状態の交互作用が有意だった ( F(2,14)=5.75，

p<0.05) ．また下位検定を行ったところ，再装着時に

おいて，反対側の頬を用いる場合の方が利き手側の頬

を用いる場合よりも平均認識精度が有意に高かった (

F(1,7)=19.51，p<0.05) ．また，利き手側の頬を用い

た場合においてユーザの状態間に有意傾向が確認され

たため，LSD検定を用いて多重比較を行ったところ，

5％水準において再装着時の方が着席時よりも平均認

識精度が有意に低かった ．

デバイスの再装着時において，反対側の頬を用いる

場合のほうが利き手側の頬を用いる場合よりも平均認

識精度が有意に高かった理由として，本デバイスの構
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造としての非対称性が考えられる．

本デバイスに装着されたセンサはHMDの左側の弦

に沿ってケーブルを配線している．このケーブルはマ

イクロコントローラなどの重量物に接続するため，本

デバイスは左側の方が重量が大きくなる．本デバイス

を再装着した場合，装着ごとのデバイスの位置のずれ

は，左側位置はデバイスが固定されるため小さく，右

側位置は大きくなる．これにより，再装着時において

右頬を用いた場合の認識精度は低下しやすく，左頬を

用いた場合の認識精度は低下しにくいと考えられる．

今回の実験では参加者の多く (8人中 7人) は右利き

である．以上の理由から，再装着時に，利き手側の頬

(右頬) を用いる場合は認識精度が低下し，反対側の頬

(左頬) を用いる場合は認識精度が低下しなかったと考

えられる．　

利き手側の頬を用いた場合において，着席時と比べ

て再装着時のほうが認識精度が有意に低かった理由と

してもデバイスの構造的な非対称性が考えられ，再装

着時にデバイスの右側位置が大きくずれたことが理由

として考えられる．

以上のようなデバイスの構造的な非対称性に関する

問題はHMDにセンサやマイクロコントローラを組み

込み，左右の重量差を解消することで改善が可能と考

えられる．

また，入力に用いる頬に関わらず，着席時と歩行時

の平均認識精度の間に有意差は認められなかった．よっ

て歩行時でも着席時に同様の精度で識別を行うことが

できる可能性がある．

4. 2 実験 2: 両頬に対するジェスチャの認識精度

評価実験

両頬に対するジェスチャの認識精度を調べるために

ユーザ実験を行った．両頬に対する入力手法として，

「利き手で両頬に触れる手法」，「利き手でない手で両頬

に触る手法」および「両手で両頬に触れる手法」の 3

種類の入力手法が考えられる．そこで本実験では 3種

類の入力手法それぞれに対するジェスチャの認識精度

を調べた．実験は室内で行い，参加者には座った状態

で両頬に対してそれぞれ 4種類ずつの方向ジェスチャ

を提示するジェスチャ(4方向× 4方向=16種類)と頬

に触れていないニュートラルジェスチャ(1種類)の計

17種類のジェスチャを提示するように指示した．

実験の前に参加者に頬の引っ張り方に関する説明を

行い数分間の入力練習の時間を与えた．参加者には両

方それぞれを指示した方向に引っ張らせ，3秒強を用

いて訓練データを 30fpsで収集した．このとき 17種

類のジェスチャに対し 100フレームずつ訓練データを

収集することを 1試行として 5試行分のデータを収集

を行い，1つの条件につき 17ジェスチャ× 100フレー

ム× 5 試行=8500 フレームのサンプルデータを収集

した．これを 3種類の入力手法それぞれに対して適用

し，全体として参加者 1人あたり 8500フレーム× 3

条件=27000フレームのサンプルデータを収集した．

参加者は全員事前に実験 1に参加し，十分な休憩の

後に本実験に参加した.各参加者から集められたデー

タセットに対し，4試行分を訓練データ，1試行分を

テストデータとする 5分割交差検証を行った．識別に

は各参加者の訓練データセットに対して線形カーネル

を用いた SVMを利用した．また参加者の頬の基本形

状によってジェスチャ提示に伴うセンサデータの変化

が異なることを考慮し，訓練と交差検証は参加者ごと

に別々に行った．

入力手法による認識精度を比較すると，利き手を用

いて両頬に対するジェスチャ入力を行った際の平均認

識精度は 74.33％ (SD: 4.80％)，反対側の手を用いて

入力を行った際の平均認識精度は 74.83 ％ (SD: 6.65

％) であり，平均すると片手を用いた際の平均認識精

度は 74.58％だった．また，両手を用いて入力を行った

際の平均認識精度は 80.45％ (SD: 10.12％)であった．

入力手法による平均認識精度に対する影響を分析する

ために分散分析を行った．その結果，入力手法の効果

は有意ではなかった (F(2,14)=2.01，p>0.05) ．よっ

て入力手法による認識精度の影響は小さく，反対側の

片手のみでも両手を用いる場合と同様の精度で識別を

行うことができる可能性がある．その場合，利き手で

別途作業を行いつつ，反対の手でジェスチャを用いた

操作を行うことができる．

4. 3 実験 3: 記号ジェスチャの認識精度評価実験

記号ジェスチャの認識精度を調べるためにユーザ実

験を行った．参加者として 20代の男性 3人が実験に参

加した．また，右利きの参加者は 2人，左利きの参加

者は 1人だった．参加者は PCのディスプレイの前で

着席し，実験 1の着席時の場合と同様にして訓練デー

タを収集し，方向ジェスチャの識別器を生成する．こ

のとき，参加者には利き手を用いて利き手側の頬に入

力させた．次に PCのディスプレイ上にランダムに表

示された記号を，方向ジェスチャを用いて参加者に入

力させる．最後に得られた入力軌跡を$1 Recognizer

を用いて識別することで記号ジェスチャの識別を行っ

た．また,本実験は視覚補助有り，視覚補助無しの 2つ

の条件下で認識精度を調べた．視覚補助がある場合，

参加者には記号ジェスチャ入力中の軌跡をディスプレ

イ上で確認できるようにした．また視覚補助無しの場

合，参加者には記号ジェスチャ入力中の軌跡を確認で

きないようにした．

実験の結果，記号ジェスチャの平均認識精度は 91.66

％ (SD: 8.98 ％) であった．また視覚補助ありの場合

の平均認識精度は 90.00％ (SD:10.80 ％) で，視覚補

助なしの場合の平均認識精度は 93.33％ (SD: 6.24％)
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図 11 音楽再生アプリケーション
Fig. 11 Music application.

図 12 マップアプリケーション
Fig. 12 Map application

であった．視覚補助あり・なしの 2条件に対して t検

定を行った結果，視覚補助の有無による認識精度の差

に有意差は認められなかった (p=0.53>0.05)．よって，

視覚補助の有無による認識精度の影響は小さく，視覚

補助がなくても視覚補助がある場合と同様の精度で識

別を行うことができる可能性がある．その場合，HMD

上で視覚補助がない場合でも記号ジェスチャをアプリ

ケーションの操作目的で利用することができる．

5. 頬入力を用いたアプリケーション例

提案手法を用いたアプリケーションの例を紹介する．

画像ビューアと音楽再生のアプリケーションは片頬を

用いて操作するアプリケーションであり，周辺地図表

示と文字入力のアプリケーションは両頬を用いて操作

するアプリケーションである．音楽再生，およびマッ

プアプリケーションに関しては実際に実装したアプリ

ケーションを図 11，図 12に示す．また，画像ビュー

アと文字入力アプリケーションに関しては実装案を図

13，図 14に示す．

音楽再生: HMDのスピーカーから音楽を再生する．

再生する音楽は前後の方向ジェスチャで変更でき，音

量は上下の方向ジェスチャで変更できる．また記号ジェ

スチャと特定の音楽を対応付けることで，特定の音楽

を再生するショートカットして記号ジェスチャの識別

を利用できる (図 11)．

周辺地図表示: HMDのディスプレイにマップを表

示する．本アプリケーションは特に OST-HMDと相

性がよく，屋外環境において実際に街並みを確認しな

がら地図を視認できる．地図は上下前後の方向ジェス

チャで表示域を変更でき，両頬をつまむ (前方向に引っ

図 13 画像ビューアの実装案
Fig. 13 Concept image of photo viewing ap-

plication.

図 14 文字入力アプリケーションの実装案
Fig. 14 Concept image of character input ap-

plication

張る)ジェスチャや広げる (後ろ方向に引っ張る)ジェ

スチャで地図のピンチイン・アウト操作を制御できる

(図 12)．

画像ビューア: HMDのディスプレイに画像を表示

する．表示された画像は方向ジェスチャを用いること

で変更できる (図 13)．

文字入力: HMDに対して文字を入力する．本操作

では両頬を用いたフリック操作により文字を入力す

る．まずユーザは片頬に対し方向ジェスチャを入力し，

カーソルを移動させて文字グループを選択する．これ

により，選択された文字グループに属する文字を反対

側の頬で選択できるようになる．反対側の頬でも方向

ジェスチャを入力することで文字グループから文字を

選択し，文字入力を行うことができる (図 14) ．

6. 制限と今後の課題

女性ユーザが入力する場合，頬を強く引っ張ると

ユーザの化粧が落ちてしまうという問題があった．光

センサの感度を強めることで頬を強く引っ張らずに，

つまり化粧崩れを抑えながら入力を行うことも可能で

はあるが認識精度や入力のし易さに影響が出てしまう．

従って現状の実装では化粧を施した状態での入力には

適さない．

今回の実験では試行回数を 5回に設定し訓練データ

の収集を行った．試行回数を増やすことにより誤検出

の頻度を下げることが出来ると考えられ，試行回数に
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対する認識精度への影響の調査を今後の課題とする．

また，本論文中では屋外でのジェスチャの認識精度

に関して計測を行っていない．しかし，太陽光により

屋内の場合より屋外の場合のほうが認識精度が低下す

ることが予測される．屋外において，太陽光がジェス

チャ認識精度に与える影響の調査を今後の課題とする．

7. おわりに

本稿ではHMDに対する情報入力インタフェースと

して頬を用いる手法を提案した．提案手法では，HMD

の入力の為に外部入力デバイスや空中ジェスチャを認

識するためのカメラを用意する必要がない．頬を指で

引っ張った時の皮膚の変形をHMDのフレーム上に配

置された反射型光センサで取得する．本研究では片頬

に対する 4種類の方向ジェスチャと 1種類の頬に触れ

ていないジェスチャを機械学習を用いて認識した．ま

た両頬の皮膚変形を計測することで両頬に同時に方向

ジェスチャを入力する 16種類のジェスチャも認識し

た．さらに方向ジェスチャを用いて，記号ジェスチャ

の入力を可能とした．ユーザ実験では方向ジェスチャ・

両頬に対するジェスチャ・記号ジェスチャをそれぞれ

認識できることを示した．
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