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１．要約 

 私は、独自に開発したハードウェアとKinectを用いることにより、従来のものに比べて、

非常に安価なモーションキャプチャシステムを製作することに成功した。 
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２．研究の背景 

 モーションキャプチャとは、実物の人物

や物体の動きをデジタル化して記録する

技術である。現在この技術は、映画の CG

作成や、スポーツ選手の身体の動きなどの

データを収集するために使われている。 

 一般的に用いられている「光学式モーシ

ョンキャプチャ」は、精度が高く、よりリ

アルな CG作成には欠かせない。しかし、

複数のカメラやマーカ、専用のスタジオを

用いて、人物や物体の動きを記録するため、

動きが制限されてしまうだけでなく、モー

ションキャプチャを行う環境を用意する

ために、数千万円単位のコストがかかると

いう問題がある。 

 光学式モーションキャプチャの次に用

いられている「機械式モーションキャプチ

ャ」は、専用の装置を身につけてモーショ

ンキャプチャを行うため、光学式モーショ

ンキャプチャに比べ、非常に明るい場所や

広い範囲を必要とする動きといった過酷

な環境下でもモーションキャプチャを行

うことができる。しかし、これもまた、専

用の装置を身につけるため、装置の重さな

どによって動きが制限されてしまうとい

う問題を抱えている。 

 

 

図１ 光学式モーションキャプチャ 

(Wikipedia より抜粋) 

 

ところで、モーションキャプチャという

技術は映画の CG 作成と行った特殊な用

途だけではなく、身近なものの操作に活用

できるのではないかと考えられる。例えば、

スマートフォンの普及と共に高機能化し

た「マルチタッチ機能」である。 



 

図２ マルチタッチ機能を搭載した 

スマートフォン(iPhone4) 

 

本来マルチタッチ機能は、複数の指の動

きや位置情報を、タッチパネルを用いて取

得することで、直感的な操作を可能にする

ものである。しかし、タッチパネルを用い

て取得するため、２次元空間の位置や動き

を取得することしかできない。また、公共

の場に設置する場合、不特定多数の人が物

理的に触れるため、衛生面での不安がある。 

 そこで、複数のカメラやマーカ、専用の

スタジオを用意することなく、高精度なモ

ーションキャプチャを実現することはで

きないかと私は考えた。 

 

３．本システムの概要 

 本システムは、Microsoft 社製ゲーム機

XBox360のコントローラーであるKinect

と自作ハードウェアによって構成されて

いる。 

 Kinect には、640*480の画像を 30fps

で出力できる RGB カメラと、その画像に

対するカメラと物体の深度を取得する赤

外線深度センサ、ユーザーの声を取得する 

ことができるマルチアレイマイクロフォ

ン、そしてこれらの信号を処理するプロセ

ッサが搭載されている。 

図３ Kinect Microsoft社製 

XBox360 コントローラ 

 

図４ 自作ハードウェア  

 

 また、自作ハードウェアには、２軸コン

パスセンサと、２軸ジャイロセンサの２つ

のセンサ、これら２つのセンサの信号をワ

イヤレスでパソコンへと送信する XBee

モジュールが搭載されている。 

 

４．研究内容 

（１）研究項目 

[研究１] OpenGL を用いて、3D オブ

ジェクトを表示する。 

[研究２] Kinectから画像と深度セン

サーの値を取得する。 

 [研究３] Kinect を使い、ボーントラッ

キングを行う。 

 [研究４] 回転運動の精度向上のため

自作ハードウェアを製作する。 

 [研究５] 物理エンジンと組み合わせ

て、仮想空間の物体と干渉させる。 



（２）研究内容 

 [研究１] OpenGL を用いて、3Dオブ

ジェクトを表示する。 

OpenGL とは、Silicon Graphics 社

(SGI)が中心となって開発した 2D/3D用

グラフィックスのためのプログラムイン

ターフェイスである。この OpenGL の動

作確認をするため、立方体を表示すること

にした。立方体を表示するために必要な関

数は、OpenGL にあらかじめ用意されて

いるため、比較的簡単に動作確認をするこ

とができた。 

 OpenGL を使用して立方体を表示する

には、最低でも３つの関数が必要となる。

まずはじめに、glLightfv で光源の位置を

指定し、glMaterialfvという関数で、オブ

ジェクトに対する光源の反射具合を設定

する。最後に、glutSolidCube(size)を実行

することで、立方体を表示させることがで

きる。 

 

 

図５ OpenGL で立方体を表示する 

 

 次に、テクスチャのある 3Dオブジェク

トを表示することを試みた。しかし、

OpenGL 自体に 3Dオブジェクトを読み

込んで表示する機能がないため、

GLmetaseqというモデルローダを用いて

メタセコイアという 3DCG ソフトのデー

タを読み込んだ。 

 ところが、このモデルローダでは、テク

スチャとして貼りつけて使用する画像が、

ファイル容量の大きい bmp ファイルと

tga ファイルしか読み込むことができな

い。ファイル容量が大きいと、性能の良い

コンピュータでしかプログラムを実行す

ることができないという問題や、実行した

としても、画面を書き換える回数が少なく

なってしまい、動作がカクカクしてしまう

という現象が発生してしまう。 

 そこで、libpngという PNG デコーダを

プログラムに組み込んだ。Libpngとは、

PNG方式で圧縮された画像を展開するた

めのライブラリで、PNG公式のリファレ

ンスライブラリであるため、PNGの仕様

のほぼすべてをサポートしている。 

 このライブラリを使用すると、ファイル

容量の少ないPNGファイルをテクスチャ

に使うことができる。 

 

図６ PNG 読み込みに対応した 

モデルローダで 

ペンギンを 3D 表示している様子 

 



 [研究２] Kinect から画像と深度セン

サーの値を取得する。 

Kinectは、開発コードネームが Project 

Natal と呼ばれ、コントローラーを用いず

にゲームの操作を行うゲームシステムを

確立するために開発されてきた。実際の用

途としては、ジェスチャーや音声認識を行

い、直感的にゲームを操作するといったも

のである。 

 この Kinect の出力端子は USB である

ため、パソコンに接続して制御することで、

モーションキャプチャシステムに転用す

ることができる。また、Microsoft側も転

用することを容認しており、Kinectの

USB 接続はあえて暗号化していないとい

う。 

 

図７ Kinect と接続できる 

USB ケーブル 

 

Kinectの制御には、OpenNI という

Natural Interaction のためのフレームワ

ークを用いて、ソフトウェアから制御する。

Microsoft社に Kinect の深度センサを提

供している、PrimeSense 社や OpenCV

を提供している WillowGarage社らが立

ち上げた OpenNI.org で提供されている

オープンソースのライブラリである。 

OpenNI には、Kinect に接続を行うデ

バイス部とそのデータの画像解析を行う、

ミドルウェア部の２つを統合して扱うイ

ンターフェイスになっている。そのため、

OpenNI をプロジェクトに追加し、Kinect

に接続すると、Kinect からカメラの画像

と赤外線深度センサからのデータを取得

することができる。 

赤外線カメラの画像と赤外線深度セン

サを重ねて表示すると、図８のように表示

することができる。 

図８ OpenNI でカメラと赤外線深度 

センサのデータを重ねて表示 

 

また、ミドルウェア部の一部は、Prime 

Sensor NITE と呼ばれるプログラムをサ

ポートしており、これのミドルウェアを使

用すると、Kinect の画像データの中から

背景を差分し、人物だけをトラッキングす

ることができる。 

 

図９ NITE と Kinect を使い、 

人物トラッキングを行っている様子 



 [研究３] Kinect を使い、ボーントラッ

キングを行う。 

Prime Sensor NITE は、スケルトン処

理と呼ばれる骨格モデルを表示するボー

ントラッキングも行うことができる。 

 

 

図 10 Prime Sensor NITE を使い、 

ボーントラッキングを行っている様子 

 

これらを組み合わせることにより、人物

をトラッキングしながら骨格モデルを表

示することができた。 

 

 

図 11 人物をトラッキングしながら、 

ボーンを表示している様子 

 

 [研究４] 自作ハードウェアと組み合

わせて、精度を向上させる。 

研究３により、Kinect を用いてボーン

トラッキングを行うことができた。 

 しかし、Kinectは深度センサを用いて、

ユーザーを認識するため、その性質上、奥

行きの変化が少ない運動、つまり回転運動

に対してはうまく検知することができな

かった。この動きは、タッチパネルとして

使う場合には特に必要のない動きだが、遠

隔会議システムなどを作成するときには

必要となる。 

 そこで、自作のハードウェアを使い、

Kinectのボーントラッキングの回転運動

補正を行った。 

 自作のハードウェアには前述した通り、

２軸のコンパスセンサと２軸のジャイロ

センサの２つのセンサを搭載している。 

 ２軸のコンパスセンサは、ヨー角の回転

(Z 軸の回転)を取得するために用いられる。

このセンサとして、Honeywell 

International 社製２軸コンパスセンサ

HMC6352 を採用した。 

 

図 12 HMC6352 搭載 

Sparkfun 社製２軸コンパスモジュール 

 



 このセンサの特徴は、I2C インターフェ

イスを用いて、２本のデータ線で現在の角

度を、北向きを 0°とした絶対的な回転角

を出力することである。分解能は 0.1°と、

モーションキャプチャを行うには十分な

精度である。これにより、ヨー角の角度は

正確に取得できる。 

 しかし、このコンパスセンサは水平な平

面上で使われることを想定しているため、

許容範囲を超えて大きく傾いた状態で測

定すると誤差が非常に大きくなってしま

う。そのため、ロール角の回転(X 軸の回

転)、ピッチ角の回転(Y 軸の回転)の取得に

は使うことができない。 

 そこで、２軸のジャイロセンサを用いて、

ロール角、ピッチ角の回転運動を取得する

ことにした。今回、このセンサとして村田

製作所の圧電振動ジャイロセンサ「ジャイ

ロスター」を採用した。 

 

 

図 13 村田製作所の圧電振動 

ジャイロセンサ「ジャイロスター」を 

搭載した秋月電子通商の 

圧電振動ジャイロモジュール 

 

 しかし、ジャイロセンサであるため、特

性上、相対的な値しか出力することができ

ない。また、絶対的な回転角を出力するわ

けではないため、使用しているうちに誤差

が大きくなってしまう問題や、 圧電振動

ジャイロセンサゆえに、ドリフトと呼ばれ

る基準点が外部の振動によりずれてしま

う現象が起こり、正確な回転角が取得でき

なくなってしまうという問題がある。 

 そこで、このセンサを補正する演算を追

加し、２軸ジャイロセンサだけでもロール

角の回転とピッチ角の回転を取得できる

ようにした。 

 次に、これら２つのセンサのデータを

PCへワイヤレスで送信するために、XBee

モジュールを搭載した。XBee とは、 

IEEE802.15.4に準拠した 2.4GHz帯無線

通信モジュールで、115,200bps の転送速

度で PC と通信することができる。日本で

の TELEC の適応を受けており、マイコン

と接続することで比較的簡単に無線通信

をすることができる。XBee にはさまざま

なシリーズがあるが、今回は、「XBee 

Series1 Chip Antenna Model」を採用し

ている。 

 

 

 

 
図 14 XBee Series1 Chip Antenna 

Model 



 また、自作ハードウェア側からのデータ

を受信できる距離を長くするため、PC 側

には 10cm程度の長さを持つアンテナを

外付けにした「XBee Series1 U.FL 

Antenna Model」を使用した。 

 

図 15 XBee Series1 U.FL Antenna 

Model 

 

外付けアンテナには、TELEC(財団法人

テレコムエンジニアリングセンター)の認

証が通っている、10cm程度のU.FL コネ

クタ接続のアンテナを使用した。 

 

 
図 16 外付けアンテナ 

 

 

 これにより、センサ側の子機 XBee では

省スペースなチップアンテナを採用しな

がら、より長い転送距離を稼ぐことができ

た。 

 また、転送距離を延ばすためには、外付

けのU.FL アンテナを垂直に立てる必要

がある。そこで、設置を容易にするため、

専用のケースの図面を CAD で作成し、

CNC フライス(コンピュータ数値制御フ

ライス盤)を用いて 2mmのアクリル板か

ら、６枚のアクリル板を削りだし、組み立

てた。 

 

 

 

図 17 PC 側 XBee 専用ケース 

 

 今回の用途では、PC 側にセンサからの

データを受信するホスト用の XBee が１

台なのに対し、センサ側の XBeeが複数存

在するため、 スタートポロジ(ブロードキ

ャスト)方式でデータを転送している。こ

れにより、PC 側の XBeeでセンサ側の

XBee を一括管理でき、子機側からのデー

タを一括受信することに成功した。 

 



 

 

図 18 スタートポロジ 

       (ブロードキャスト)方式 

 

 さらに、この複数ある XBee に対して、

ハードウェアの固有の名前と IDを振り分

けて登録するソフトウェアを Visual 

Basicを用いて作成した。 

 

 

図 19 自作ハードウェア登録ソフト 

 

このソフトウェアを使うことで、設置し

た自作ハードウェアの固有の名前と IDを

登録し、CSV ファイルとして書き出すこ

とができる。この情報をもとに、Kinect

とハードウェアを組み合わせる。 

 

 [研究５] 物理エンジンと組み合わせ

て、仮想空間の物体と干渉させる。 

Kinectと自作ハードウェアを用いてモ

ーションキャプチャを行うことで、仮想空

間上の物体に触れることができるが、それ

らには、現実世界のような物理法則が働か

ないため現実味に欠ける。 

 そこで、物理エンジンを搭載することを

考えた。仮想空間の物体ごとに、衝突判定

や引力、反発係数、摩擦係数といったさま

ざまな係数を計算することで、現実世界の

物理法則を働かせることができる。 

 物理エンジンとして、AMD が中心とな

って開発しているオープンソースな物理

演算エンジンの”Bullet”を使用した。

Bullet は物理演算エンジンとして最適化

されており、非常に高速に物理演算を行う

ことができる。 

 さまざまな係数を指定して Bullet でシ

ミュレーションを行うとその結果が出力

される。その出力された情報をもとに、

OpenGL でオブジェクトを描画すれば、

物体はまるで現実空間での動きかのよう

に振る舞うことができる。 

 

５．考察 

 今回の研究で、Kinectを用いて全身の

動きを取得することができたが、[研究３]、

[研究４] 、[研究５]において、いくつかの

問題点が挙げられる。 

 

[研究３の問題点] 

Prime Sensor NITE を用いてボーント

ラッキングを行ったが、激しい動きをする

とボーントラッキングから外れてしまう。 



 これは、Kinect のカメラの更新周期が

30fps(秒間 30 枚)のため、高速な動きに対

応できないからである。 

 そこで、自作ハードウェアを改良して高

速な動きは自作ハードウェア側で取得し、

Kinectのボーントラッキングに補正をか

けることで改善ができるのではないかと

考えている。 

 

[研究４の問題点] 

 今回は、自作ハードウェアを汎用ユニバ

ーサル基板上で作成したため、装置が大型

化してしまった。また、コンパスセンサの

出力はデジタル、ジャイロセンサの出力は

アナログと、デジタル出力とアナログ出力

が混在してしまい、アナログ出力であるジ

ャイロセンサにノイズが乗ってしまうと

きがあった。 

 次回、ハードウェアを作成するときには

プリント基板を発注し、より小型化する。、

使用する部品を再検討し、ノイズが乗りに

くいように改善したいと考えている。 

 

[研究５の問題点] 

 今回は、物理エンジンに Bulletを用い

たが、これだけでは条件を指定するための

係数が不足する場合があった。また、物理

エンジンが非常にCPUパワーを必要とす

るため、最新の PC でしかまともに動作さ

せることができなかった。 

 今後、改良していくにつれて、Bullet

を徐々に廃止し、CPU パワーをあまり使

わない物理エンジンを自分で作成し、実際

に使用していきたいと考えている。 

 

 

６．今後の課題 

 物理エンジンを搭載することで、仮想空

間がより現実に近い世界になった。 

 これらの技術に加え、私が今までに研究

してきた母音認識システムを追加すれば、

仮想空間上に表示した人物のモデルのモ

ーフィング(口パク)を行うことができる

と考えられる。 

 これらの技術をすべて使うことができ

れば、高性能な遠隔会議システムを作成す

ることができるのではないかと考えてい

る。 

 今までの遠隔会議システムは、Web カ

メラからの画像とマイクからの音声をた

よりに会議を行っていたが、このシステム

が完成すれば、仮想空間上で実際に会議を

行うことができる。さらに、身振り手振り

を Kinectが検出し、話す内容に応じて口

が動けば、より相手に意思が伝わりやすい

のではないかと考えている。 

 また、現実のオブジェクトを、あらかじ

めKinectを用いて3Dオブジェクト化し、

RFID(近距離無線個体識別技術)を使い登

録しておけば、現実のオブジェクトを画面

に近づけるだけで仮想空間上に表示する

ことができるだろう。 

 これらをふまえて、今後は自作ハードウ

ェアの小型化と会議システムの開発を行

っていきたい。 
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