Tele-FingerRuler: 離れた対象の長さを 2 本の指で直感的に測るシステム
Tele-FingerRuler: Intuitive Measurement System with Two Fingers
for the Length of Remote Objects
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概要：本研究では，離れた場所にある対象の長さを自分の指を使って直感的に計測するシステムを提案する．計
測者は，3 つの距離センサが内包されたウェアラブル型の提案デバイスを装着し，片目で対象を確認しながら親指
と人差し指を対象の両端に合わせるだけで様々な対象の長さを知ることができる．また，システムの計測精度を
検証する実験を行い，実用可能な精度であることがわかった．
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1．はじめに

昔から人は様々な工夫を行うことでものの長さを求

距離センサを用いて，o, a, f の 3 つの変数をそれぞれ
計測する．

x : f = (a + o) : a

めてきた．伊藤ら[1] はスマートフォンを傾けること

(1)

で遠隔から樹高を計測するソフトウェアの開発を行な
っているが，事前に計測者から樹木までの水平距離を

3．システム構成

測る必要がある．HoloPlanner[2]や AirMeasure[3]は

Tele-FingerRuler のシステム構成を図１に示す．本

計測対象の始点と終点を逐次的にタッチすることで長

システムは，Arduino Micro・3 つの距離センサ（object

さを計測するため，タッチの間の手ぶれや視線のずれ

距離センサ・arm 距離センサ・finger 距離センサ）・

により意図した対象を正確に指示にくい．さらに計測

7 セグメント LED (COM-09765)・加速度センサ及び

可能な範囲は計測者から最大 10[m]の範囲内にある対

ジャイロセンサ(LSM9DS1)から構成される．

象のみに限定されるという課題もある．
このような背景を受け，計測にディスプレイを介さ
ず，かつ対象の両端を同時に捉えることで，離れた対
象の長さを正確かつ直感的に計測する仕組みが必要だ
と考えた．そこで筆者らは，2 本の指を対象の両端に

図 2 より object 距離センサが計測する値は対象まで
の水平距離でなければならないが，人為的な計測にお
いては必ずしも水平とはならならないため，計測値を
補正する必要がある．よって，object 距離 o ではなく，

合わせる動作に着目した．この動作は，対象のおよそ

加速度センサによって補正した補正値 o’ [m]を用いる．

の長さを知るために一般的に行われている．本研究で

補正値 o’ [m]は，誤差の原因となる水平からの角度θ

は，計測者が離れた場所にある対象を片目で確認しな

[deg]，object 距離 o を用いて式(2)のように表せる．

o' = ocosθ

がら，自分の親指と人差し指を対象の両端に合わせる

(2)

直感的な動作をするだけで様々な物体の長さが測れる
新たな計測システム Tele-FingerRuler を提案する．
2．提案手法

Tele-FingerRuler による計測の原理を図１(a)に示
す．計測したい対象の長さ x[m]は，計測者の指から対
象までの距離（以下 object 距離）o[m]・計測者と指の
距離（以下 arm 距離）a[m]・親指と人差し指の開きの
長さ（以下 finger 距離）f [m]の 3 つの変数から式（1）
を用いて算出できる．そこで提案システムでは 3 つの

図 1

システム概要（a. 計測原理，b. 構成）

4．実験

本システムに内包された 3 つの距離センサそれぞれ
に対して精度検証の実験を行った．定めた計測域の範
囲内の数箇所で対象の長さ x をそれぞれ 5 回計測し，
各箇所での計測結果の平均値を算出した．この平均値
と対象の長さ x の理論値を比較し，誤差を確認した．
検証の際に他の 2 つの値は固定した．実験結果を表 1
にまとめる．計測域内において，補正値 o’・arm 距離

図 2

比較物指し

図 3

瞬間物指し

a ・finger 距離 f の計測誤差はそれぞれ 4.00[%]・
5.00[%]・3.00[%]未満となった．以上より各センサの
計測値は信用性のあるものであり，本システムを用い
て長さを測ることができると考える．
表 1

実験結果

計測箇所

計測域[m]

補正値 o’

1.00≦o’ ≦20.0

固定値
a = 0.200
f = 0.0300

誤差[%]

arm
距離 a

0.0500≦a ≦0.500

o’ = 5.00
f = 0.0300

5.00 未満

finger
距離 f

0.0300≦f ≦0.0800

o’ = 5.00
a = 0.200

3.00 未満

4.00 未満

を押した瞬間の対象の長さを測ることが可能になる．
各種カメラ・センサを内包した従来のデバイスでは，
始点と終点を同時に合わせて測ることができないため，

5． アプリケーション

本システムを用いたアプリケーションとして，実物
がなくても長さが既知であれば別の対象と長さを比較
できる“比較物指し”と，対象の瞬間の長さが測れる
“瞬間物指し”の 2 つを提案する．
5.1

比較物指し

動いている物体やすぐに消えてしまうものなどの長さ
を測ることができない．Tele-FingerRuler は瞬間物指
しを用いることで，計測者がスイッチを押したタイミ
ングにおける対象の長さを測ることができる．図 3 に
瞬間物指しの利用例を示す．例えば，動いている電車
の高さを電車から離れた位置から測ることができる．

比較物指しを用いることで，実物がその場になくて
もその長さが既知であれば，計測者の 2 本の指の開き
から別の対象と長さを比較することができる．本シス
テムに計測結果を常に表示しておく機能を追加する．

6． 今後の展望

今後の展望としてまず，精度の向上が挙げられる．
arm 距離 a や finger 距離 f も補正を行うことで更に良

これにより補正値 o’ と arm 距離 a を固定したまま

い精度の計測が期待できる．また，計測者の指の開き

finger 距離 f を変えることで，その都度 7 セグメント

を制御するアクチュエータを搭載することで，デバイ

LED に表示される値が変わるようになる．したがって，
7 セグメント LED に表示される値が既知の長さにな

ス側から計測者に特定の長さを提示する機能を追加す
ることも検討する．

るように指の開きを合わせることで，計測対象がその
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