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同期刺激を用いたナビゲーション方式 SyncBlinkの評価

志摩駿介 (神戸大), 綾塚祐二 (株式会社電通国際情報サービス),
寺田 努 (神戸大, JST さきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

耳かけ式

イヤホン

LED

Arduino + Xbee + バッテリー

Arduino + Xbee + バッテリー

振動モータ

図 1: デバイスのプロトタイプ

1 研究の背景と目的
近年，スマートフォンなどを用いた様々なナビゲーション

システムが使用されている．道案内を提示する場合の大き

な問題は，案内情報と目の前の現実世界とのマッチングであ

る．この問題を解決するため筆者らは以前，パーソナルデバ

イスと環境側が連携し，同期した刺激をユーザに提示するナ

ビゲーション方式 SyncBlink を提案した [1]．本論文ではこ

の SyncBlinkの詳細な特性について評価する．

2 関連研究
パーソナルデバイスと環境側が同期した刺激をユーザに提

示するナビゲーションは以前から研究されている．Rukzio

らによるRotating Compass[2]は，地面に設置したデバイス

が，順番に異なった方向の矢印を点滅させ，ユーザに提示し

たい方向の矢印の点滅に合わせて携帯電話が振動することで

ユーザを案内する．この研究では，環境側の表示は常に規則

的に変化し，ユーザへの刺激には一定間隔の振動のみを用い

ているが，本研究では環境側の表示パターンやユーザ側の刺

激の種類，組み合わせなどについて検討する．

3 これまでの研究内容
SyncBlinkとは，環境側とパーソナルデバイス上の同期し

た刺激を用いたナビゲーション方式である．パーソナルデバ

イス上で，そのユーザが必要とする案内板の点滅と同期した

何らかの刺激を提示すれば，必要な情報をユーザに認識させ

られる．環境側からの情報提示に，視覚情報だけでなく聴覚

情報などを用いることもできるが，視聴覚や視触覚の組み合

わせに比べ，聴触覚ははるかに同期・非同期の時間分別能が

高いので [3]，環境側とユーザ間の距離などに起因する同期

のずれを感じとりやすいと考えられるため，環境側は視覚

情報の提示に限定する．この方式は，環境側が同時に複数の

ユーザに同じまたは異なる案内を行うことも可能である．

4 プロトタイプの設計
提案方式を用いて常時自然な案内を行うために，装着型デ

バイスは邪魔になりにくく，容易に着脱できるものが望まし

い．図 1に作成したデバイスとそれを装着した様子を示す．

図 1上の片側耳かけ式イヤホンと LEDを用いたデバイスは，

聴覚刺激（同期のタイミングで音が鳴る）と視覚刺激（同期

のタイミングで LEDが光る）を単独または同時に使用する

ことができる．図 1 下の振動モータを用いたデバイスは同

期のタイミングで両サイドの振動モータが振動する．

5 評価実験
装着型デバイスを用いて，ユーザ側に視覚，聴覚，触覚刺

激を個別もしくは複合的に用いた場合に，用いる刺激や組

み合わせによって認識に差が出るかを調べる実験を行った．

実験では規則的，またはランダムな順序で点滅する複数の円

を PC画面上に表示し，ランダムに決定されるターゲットの

円の点滅とデバイスの刺激提示の同期を識別する．点灯間

隔は試行中一定で，0.5秒，0.2秒とした．被験者は 3人で，

ターゲットの円を特定し，その円をクリックすることで回答

する．クリックするごとに被験者は正誤を確認でき，その正

誤に関わらずターゲットは変更される．10回の回答を 1試

行とし，点滅の順序と点灯間隔の組み合わせを変更して，同

じ刺激で計 4試行し，刺激を変更する．刺激の順序は，まず

いずれか 1つの刺激を用いて各刺激で実験した後，2つの刺

激を用いて各組み合わせで実験し，最後に 3つ全ての刺激を

用いて実験した．回答の正誤の他に，素早い認識ができるか

調べるため，ターゲットの円の点滅回数も記録した．

実験の結果どの試行でも 2回以上の誤答はなく，ターゲッ

トの点滅回数の平均は 1.1以下で，少ない同期回数で高い正

答率が得られた．用いた刺激の数で比較すると，1つの刺激

を単独で使用した場合と比べ，2つまたは 3つ使用した場合

にわずかに正答率が高かったが，その差はわずかで，被験者

の慣れも考慮すると複数使用した場合に認識率が向上するか

はわからない．また各被験者に複数の刺激を用いた場合に，

全ての刺激に集中していたかたずねると，全ての被験者がど

れか一つに集中し，その他の刺激は補助的に利用，もしくは

利用していなかったと答えた．このことからもユーザ側の刺

激に複数の刺激を複合的に用いることで認識率が大きく向上

することはなさそうである．

6 まとめと今後の課題
本研究では，提案方式 SyncBlinkのユーザ側に用いる刺

激の特性を評価した．今後は環境側の点滅のパターンなどの

特性を評価し，提案システムに有効な組み合わせを検証する

予定である．

参考文献
[1] 志摩駿介, 綾塚祐二, 寺田 努, 塚本昌彦: SyncBlink: 同

期刺激によるナビゲーション方式の提案と評価, 第 21

回インタラクティブシステムとソフトウェアに関する

ワークショップ (WISS 2013), pp. 85–90 (Dec. 2013)

[2] E. Rukzio, M. Muller, and R. Hardy: Design, Imple-

mentation and Evaluation of a Novel Public Display

for Pedestrian Navigation: The Rotating Compass,

Proc. of the 27th the SIGCHI Conference on Human

Factors in Computing Systems (CHI ’09), pp. 113–122

(Apr. 2009).

[3] S. Nishida andW. Fujisaki: Sensory Attribute Binding

from Temporal Synchrony, Journal of Japanese Neural

Network Society (JNNS), Vol. 16, No. 1, pp. 22–30

(2009).
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着ぐるみ装着者のための周囲状況を考慮したマルチモーダルインタフェース

丁 吉之 (神戸大), 寺田 努 (神戸大，JSTさきがけ)，塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
着ぐるみを用いたパフォーマンスにおいて，着ぐるみ装着

者は周囲の状況を把握する手段を覗き穴などに制限される
ため，着ぐるみの周囲に人などが近づいた場合にも気づきづ
らく，パフォーマンスへの悪影響が考えられる．この問題に
対し筆者らの研究グループでは，着ぐるみに複数のカメラ
を装着し，着ぐるみ装着者に頭部装着型ディスプレイ (Head

Mounted Display: HMD)で周辺の映像を提示するシステム
[1]を提案し，実際のイベントで運用した．しかし，実際にシ
ステムを使用した着ぐるみ装着者の多くは，演技中は主に覗
き穴を見ており，HMDを見る余裕があまりなかった．シス
テムを実運用するためには，ユーザの周囲環境や演技などの
ユーザの状況に応じて，複数種類の情報提示手段から適切な
方法で情報提示することが望ましいと考えられる．そこで本
研究では，既存システムに周囲状況提示デバイスを追加し，
システムを使用する際のユーザ状況と，各提示デバイスによ
る情報提示の認知度との関係を調査した．

2 システム構成
システムはカメラ，超音波測距センサ，PC，HMD，振動

モータで構成される．システムが提示するユーザの周囲の情
報は接近する物体の方向とし，HMDによる視覚情報提示，
PCスピーカによる聴覚提示，振動モータによる触覚提示の
3種類の方法で提示する．物体検出のために超音波測距セン
サを着ぐるみ胴体に 5個，周囲映像取得のためのカメラを着
ぐるみ頭部に 5個装着した．提示デバイスについては，HMD

は着ぐるみ頭部の内側に，振動モータはユーザの胴回りに装
着した．なお，カメラ，超音波測距センサ，振動モータを装
着する 5方向は一致させている．超音波センサが物体を検
出すると，視覚提示では検出したセンサの方向と，その向き
のカメラ映像を提示する．聴覚提示では方向を音声で読み上
げ，触覚提示では対応する方向の振動モータを振動させる．

3 評価実験
3.1 実験内容
着ぐるみ装着者の状況と提示方法の認知度の関係を調査

した．本実験ではユーザの情報提示の認知度を評価するため
に，着ぐるみの周囲に人が接近してから被験者が気づくま
での経過時間を測定した．測定は各組合せで 10回ずつ行い，
実装した 3つの情報提示デバイスをそれぞれ使用した場合
と，システム無しの場合で行った．ユーザ状況と情報提示デ
バイスの組合せ，及び実験を実施する順番はランダムに決定
した．被験者は 22～25歳の男女 10名である．

3.2 ユーザ状況の設定
本実験ではユーザ状況をユーザの周囲環境と行動の 2つ

から構成されるものとして考え，それぞれ 4種類のユーザの
周囲環境と行動を設定し，これらを組み合わせた 16種類の
ユーザ状況について実験を実施した．今回，屋内で着ぐるみ
パフォーマンスが行われる状況を仮定し，ユーザ状況を設定
した．ユーザの周囲環境としては，明るさの明暗と騒音の大
小を組み合わせた 4種類の周囲環境を設定した．ユーザの行
動は，演技中の着ぐるみの行動を想定して，静止，ポーズ，
歩行，コミュニケーションの 4種類を設定した．図 1にそれ
ぞれの行動の様子を示す．

歩行 コミュニケーション

静止 ポーズ

図 1: ユーザの行動
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図 2: ユーザの周囲環境ごとの

平均経過時間 [s]
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図 3: ユーザの行動ごとの平均

経過時間 [s]

3.3 実験結果
実験結果を図 2，3に示す．各ユーザ状況での 10回測定し

た経過時間を，図 2はユーザの周辺環境ごと，図 3はユー
ザの行動ごとに平均した数値である．提示デバイスを使用し
た場合，経過時間は周囲環境ごと，行動ごとのどちらの場合
も振動モータを使用した場合に最も短く，HMDを使用した
場合に最も長かった．しかしその差は 1.5秒程度と小さく，
ユーザ状況が及ぼすユーザの情報提示の認知への影響はほぼ
ないと考えられる．理由としては，設定したユーザ状況が実
験中ほぼ一定であったことが挙げられる．一方，システム無
しの場合の経過時間は，提示デバイスを使用した場合と比較
して約 3秒長かった．これより，既存手法に追加した聴覚，
触覚情報提示は方向を提示する用途では有用であると考えら
れる．また，振動モータを用いた情報提示は演技を妨げず，
かつ提示が最も直観的だったとの意見が被験者から得られ
た．これより，方向提示において今回実装した 3種類の情報
提示では，触覚情報提示が最も適していると考えられる．

4 おわりに
本研究では，着ぐるみ装着者支援システムの実運用のため

に情報提示デバイスを追加し，システムを使用する際のユー
ザの状況がユーザの情報提示の認知に及ぼす影響を調査し
た．今後は頻繁に変化するユーザ状況下で実験を行う予定で
ある．また，提示デバイスの使い勝手を改善させ，直感的で
わかりやすい情報提示を目指す．

参考文献
[1] T. Okazaki, T. Terada, and M. Tsukamoto: A Sys-

tem for Supporting Performers in Stuffed Suits, Proc.

of the International Conference on Advances in Com-

puter Entertainment Technology 2012 (ACE 2012),

pp. 85–100 (Nov. 2012).

ユビキタス・ウェアラブルワークショップ Dec. 2014

2



テレビ番組視聴履歴を用いた電子書籍推薦

富士谷康（立命館大学）, 堀井遼太, 芥子育雄（シャープ株式会社）, 西尾信彦（立命館大学）

1 研究背景と目的
推薦アイテムのドメイン（ターゲットドメイン）と，ユー

ザについての知識を獲得するドメイン（ソースドメイン）が
異なる，クロスドメインの情報推薦に関する研究が行われて
いる [1]．これによって，ターゲットドメインで履歴を持た
ないユーザに対する推薦が期待できる．
シャープ株式会社では，電子書籍ストアのGALAPAGOS

STORE1 を運営している．また，テレビ番組視聴履歴によ
る視聴者数を元に，番組ランキングを表示する AQUOS視
聴ランキング 2を提供している．書籍推薦によって売上増加
が見込まれるが，クロスドメインでない推薦では，ストア利
用履歴が必要となる．番組情報を用いた番組推薦の研究が行
われている [2]．また，番組で紹介されたアイテムを提示す
るサービスは存在するが 3，未紹介だが番組に適した書籍の
提示はできない．
本研究では視聴履歴と番組情報を用いて，ユーザに適した

電子書籍の推薦を目指す．さらに，番組に適した書籍を抽出
することで，マーケティングなどでの活用を可能にする．コ
ンテンツベースの手法を採用し，視聴履歴および番組情報を
用いた書籍推薦を行い，フィージビリティの検証を行った．

2 視聴履歴を用いた電子書籍推薦
推薦システムは大きく，「書籍プロファイルの構築」「ユー

ザプロファイルの構築」「距離の算出（マッチング）」の 3

つに分けられる．書籍プロファイルの構築では，書籍情報か
ら文書を構築し，TF-IDF手法を用いて，ベクトルを構築す
る．書籍情報には，説明文（長短の 2種類），タイトル，シ
リーズ名，著者が含まれており，これらの文字列を連結し，
書籍ごとに文書を構築した後，形態素解析を行い，特徴語を
抽出する．特徴語には，数詞や非自立語などを除いた名詞を
用い，ストップワードを設定した．形態素解析器には書籍タ
イトルやシリーズ名，著者から構築した辞書を登録した．
ユーザプロファイルの構築では，視聴履歴と番組情報を元

に，書籍と同様にベクトルを構築する．ワイヤーアクション
社 4が提供する番組情報を用い，番組タイトル，トピック説
明文，トピック名，キーワード，出演者を利用した．ユーザ
プロファイルを構築するため，次の 3つの方法で文書を構
築した．番組プロファイルは，視聴番組ごとに文書を構築す
る．ジャンルプロファイルは，番組情報に付与されたジャン
ルごとに視聴番組をまとめ，一つの文書にする．単一プロ
ファイルは，視聴番組すべてをまとめ，一つの文書にする．
ここで，IDFは書籍のものを用いた．
マッチングでは，コサイン類似度を距離に変換したものを

用いて，書籍プロファイルとユーザプロファイル間の距離を
算出し，距離が近い上位の書籍を提示する．

3 実験と評価
実験では，20代から 50代までの男性 10名に，視聴番組を

手入力してもらい，1週間の視聴履歴を元に書籍を推薦した．
推薦対象は，GALAPAGOS STOREに登録された，アダル
トなど一部ジャンルを省いた約 10万冊である．ユーザファ

1http://galapagosstore.com/
2https://aquos.jp/intro/chranking/
3http://kakaku.com/tv/
4http://www.wireaction.jp/

図 1: 評価結果

イルごとに，上位 5冊を被験者に提示し，提示された書籍
に興味があったか，提示された書籍は視聴番組と関連があっ
たかの 2種類について，5段階評価を得た．評価結果を図 1

に示す．評価尺度は，評価値の平均を各プロファイルで算出
した評価平均と，Top5精度，Precision@5，Precision@1を
用いた．評価値が 4以上を正解とし，Top5精度では，上位
5冊に 1冊以上正解があった場合の正解率を測った．評価で
は，番組プロファイルで推薦した書籍を距離でソートし，上
位 5冊を抽出した番組 Top5プロファイルを加えた．
番組プロファイルと比べ，ジャンルプロファイルが良く

なった理由として，番組に対し適切に抽出できなかった書籍
を除くことできたことが考えられる．また，単一プロファイ
ルが最も悪いが，これは，視聴番組をすべてまとめたこと
で，特徴語の種類が多くなり，説明文が長い雑誌がほとんど
被験者に対し推薦されたためである．一方，番組 Top5プロ
ファイルは精度が高く，距離によるフィルタがある程度有効
であるといえる．

4 まとめと今後
番組情報と視聴履歴を用いた書籍推薦について，文書の類

似度を用いたものを実装し，評価を行った．番組に対して適
切な書籍の抽出や，ユーザに適した書籍の推薦をある程度の
精度で行えることを確認した．
課題として，番組説明文が少ない場合やあらすじのみが書

かれている場合，適切な書籍の抽出が難しい．今後，精度向
上や書籍とユーザプロファイル構築方法，類似度の新たな算
出手法や，効果的な推薦結果の提示方法を検討する．

謝辞
この取り組みは，筆者がシャープ株式会社におけるイン

ターンシップにおいて実施した．受け入れ先の方々のご指導，
ご助言など，深く感謝致します．
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情報提示に基づく群衆誘導機能をもつナビゲーションシステムの設計と実装
沈 瑞未 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
近年，様々な領域にナビゲーションシステムは幅広く使用

されている．これまでのナビゲーションシステムはユーザが
明確に目的地を設定し，システムがルートを提示することに
よって成立していたため，観光地の管理者やイベント主催者
などが，ユーザに向かわせたいスポットに自然に誘導するこ
とが難しい．提案システムは情報提示を適切に制御するこ
とにより，サーバ側からユーザを自然にある特定の目的地に
向かわせる機能をもつため，群衆誘導が可能になる．本稿で
は，提案システムの実証実験として，大阪でわれたイベント
「水辺バル」において提案システムを実運用した結果につい
て述べる．運用結果からユーザに提示したランキングの操作
によって人々の行動が変化することが分かった，このような
機能を活用することで，ユーザを特定の地域に誘導すること
も可能になると考える．

2 システム設計
システムはローカル部，クラウド部 2つの部分で構成され

ている．ローカル部では，携帯端末やスマートフォンにあら
かじめ開発したソフトウェアを搭載し，ユーザの位置情報を
リアルタイムで取得し，ユーザにナビゲーションシステムの
情報を提示する．提示する情報は，例えばユーザの現在地付
近の観光スポットや，ユーザが選んだ目的地までのルートで
ある．クラウド部では，サーバ側からユーザの位置情報やス
ポット情報のチェックの履歴などを取得し，ユーザをグルー
プにわけてナビゲーションシステムの情報を提示することに
よってユーザを誘導する．
効率よく群衆を誘導するため，情報提示手法について検討

する必要があると考える．本研究では行動経済学で定義され
ている人間の行動特性を考慮し，以下 3つの効果をシステム
に適用することが有用であると考えた．

1. 確実性効果 (Certainty Effect): 人々は一定の確率で起
ることより，確実に起ることを重視する．

2. アンカリング効果 (Anchoring Effect)．最初の一目で
ものに対する印象をほぼ決めてしまい，その後の情報
によって印象を微調整していく．

3. 反射効果 (Reflection Effect)．人々は恵まれた環境でリ
スクを回避し，貧しい環境でリスクの高い選択をチャ
レンジすることである．

今回のプロトタイプシステムでは，情報提示によるユー
ザの行動への影響の例として，アンカリング効果を利用し，
ユーザにおすすめリストという形でランキング情報を提示
し，ランキング情報の提示の仕方に応じてユーザの行動がど
う変化する．

3 システム実装
提案したシステムを 2012年と 2013年の水辺バルという

イベントに実装し，提示情報によるユーザの行動への影響
について実験を行った．今回のプロトタイプでは，ウェブア
プリケーションと iPhone用のネイティブアプリケーション
二つを用意した．アプリケーションのトップページに「舟情
報」,「店情報」と「おすすめ」の 3つの機能を提供する．「舟

図 1: 2013 年のイベントの表示ごとのクリック割合

情報をさがす」はイベント当日の各港の船便のチケット枚数
をリアルタイムで表示する機能である．「店情報をさがす」は
検索機能となり，イベントに参加する店の位置やメニューな
ど詳細情報を検索できる．「現在地からおすすめ」をクリック
すると，サーバからユーザにおすすめ店のリストを表示し，
さらに，そのリストの項目をクリックすると，店の詳細情報
など，ユーザの現在地から店までのルートと移動距離や時間
などを提示し，ユーザを目的地まで案内することができる．
ユーザがアプリケーションを起動し，サーバと接続する時
に，サーバ側にあらかじめ設置したコマンドによって，ユー
ザの属するグループをランダムに決定する．同時にユーザの
位置情報やチェック履歴をサーバに保存する．おすすめ店リ
ストをユーザに提示する際には，このグループに応じて，位
置情報や店ランキング情報など，別の属性をもとに別のラン
キングを提示する．

4 評価
2012年 10月 13日と 14日，2013年 10月 12日と 26日の

イベントでシステムを運用し，評価実験を行った．ウェブ版
の利用者は 2696人で，iPhone版の利用者は 11人であった．
そのうち「船情報」を利用した人数は 2652人，「おすすめ」
を利用した人数は 142人，「店情報」を利用した人数は 111
人であった．今回の実験における「おすすめ」の表示パター
ンは，店を近い順で表示，店と港を同時に近い順で表示，店
をランダムで表示，の 3種類であり，ユーザはランダムにこ
れらの 3グループのいずれかに属している．それぞれのパ
ターンにおけるクリック数は 46，146，214であった．図 1
は 2013年のイベントで 3つのパターンをまとめてユーザが
店リストを選択したランキングの順位の割合を示す．表示パ
ターンにかかわらず，ユーザの選択が同様であったため，そ
の内容よりランキング位置の方が重要であることがわかった．

5 おわりに
本研究では，群衆誘導のためのナビゲーションシステムを

開発し，表示方法によって，群衆誘導が行えるかどうかを調
査する実証実験を行った．実験の結果によると表示されるリ
ストの高い順で誘導目的地を入れると誘導される可能性が高
いことが分かった．
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引き出し内の片付け支援システムのための条件付き箱詰めアルゴリズム

古田達彦 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
片付けは社会で生きていく上で重要なスキルである．しか

し，片付けが苦手な人や子供にとって，片付けの配置を自力
で考えることは困難だと考えられる．例えばいくつかのもの
を限られたスペースに片付ける際，スペースを無駄にしてし
まい全てのものを詰め切れなかったり，よく使うものを奥に
片付けてしまい，取り出す際に他のものが邪魔になって取り
出しにくいなどのケースが考えられる．そこで本研究は引き
出しへの片付けに注目し，ユーザに引き出しへの適切な片付
け方法を提示するシステムを構築する．本稿では片付けるも
のの適切な配置を決めるためのアルゴリズムを提案する．

2 システム設計
提案システムでは，まず片付けるものすべてのテクスチャ，

大きさ，名前，使用頻度，グループ名を登録する．テクスチャ
とものの大きさはマイクロソフト社のセンサデバイスKinect

のカメラ映像と深度情報を用いて取得し，名前，使用頻度，
グループ名はユーザが入力する．それらの情報を元に適切な
片付け配置を生成し，図 1のように片付け配置図を PC画
面上に表示する．ユーザは画面上の表示に従って片付けを行
う．良い片づけにはいくつかの条件があり，どの条件を重視
するかで最適な片付け配置が変わるため、複数の片付け配置
の生成を目指す．

3 片付けの条件
片付けるものの形は，直方体・円柱など様々な形が考えら

れるが，本研究では簡単化のために直方体のもののみを考慮
する．片付けの制約条件として，使用頻度，グループ，もの
を置く向きについて説明する．

使用頻度
片付けるものそれぞれの使用頻度を考慮し，手軽にものを

取り出しやすい引き出しの手前には使用頻度の高いものを，
ものを取り出すのに時間がかかる引き出しの奥には使用頻度
の低いものを配置する．

グループ
ものをグループごとにまとめて片付けたいといったケース

も考えられる．例えば同じシリーズの本の 1,2,3巻を片付け
るときは，バラバラに配置するよりもまとめて配置した方が
取り出すときに便利である．この他，調理用品・掃除用品・
文具などの種類ごとにまとめたり，同時に使用するものを同
じところに片付けることも考えられる．

ものを置く向き
ものを置く向きに関しても考慮する必要がある．図 2に同

じものを (a)寝かせて重ねたときと (b)立てて並べたときの
様子を示す．上から見たときのそれぞれのものの見える面積
に注目する．(a)は重なって下になっているものは上から見
えないため，見える面積が 0であるが，(b)はすべてのもの
に見える面積がある．全てのものを上から見渡せるようにす
るため，できるだけものを立てて重ならないように配置する
ことで，それぞれの見える面積がなくならないようにする．

4 配置アルゴリズム
配置には BLD法 (Bottom Left Depth Algorithm) [1]と

局所探索法を用いる．BLD法とは，片付けるもの全てに番

図 1: 片づけ配置の表示画面

(a)寝かせて重ねたとき (b)立てて並べたとき

図 2: ものを立てたときと積み上げたとき

号をつけ，その番号順にできる限り下 (Bottom)，できる限
り左 (Left)，できる限り奥 (Depth) に詰め込むことを繰り
返して配置する方法である．この方法はものを並べる順番で
配置のパターンが完全に決まってしまうため，局所探索法を
用いて並び順を改善していく．局所探索法とは，あるものの
並び順に対し，２つのものの順番を入れ替え，入れ替えたあ
との並び順が良ければ入れ替えたあとの並び順を，悪ければ
入れ替える前の並び順を採用し，この操作を指定した回数繰
り返す方法である．並び順の評価は，得られる片付け配置の
容積率や使用頻度，グループなどの情報を数値化することで
行う．例えば，使用頻度の評価では，取り出す際のコストを
考え，引き出しの手前は取り出しコストが低く，奥や下に行
くほど取り出しコストが高いとして，それぞれのものの使用
頻度と取り出しコストの積を取り，総和を取ることで引き出
し全体の取り出しコストを算出する．グループの評価では，
同じグループのものが隣接して配置されていて，かつ引き出
しの上から見たときの面積分散や各辺の長さの分散が小さ
いとき，揃って近くに配置されているとして高いスコアをつ
ける．

5 おわりに
本稿では，引き出し内の片付け支援システムのための配置

アルゴリズムについて提案した．今後は引き出しが複数ある
状態を想定するなど新たなアルゴリズムを提案し，片付け支
援システムに反映させていく予定である．

参考文献
[1] 矢野夏子, 斉藤 努, 徳永健二郎: 航空貨物の最適積み付
けシステム, オペレーションズ・リサーチ 経営の科学,

Vol. 55, No. 11, pp. 693–699 (2010).
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相手に不快感を与えないように会話を回避するためアプリの提案  

王宇，西田健志（神戸大学）  

1 研究背景と目的 

人には物理的・心理的な原因で、コミュニケー

ションをしたくないタイミングがある．コミュニ

ケーションを促進する研究が数多く行われている

一方で、「コミュニケーションをしたくない時に会

話を回避したい」というニーズ[1]に答える研究は

あまり行われてない．本研究の目的はユーザの「会

話したくない」気持ちをケアしながらも、コミュ

ニケーションで相手に不快感を与えることなく、

人間関係を維持するように支援することである． 

2 関連研究 

会話をしたくないというニーズに対しては、急

な連絡に呼び出されたように見せかけたり[4]、言

い訳を利用したり [1]するのが一般的な方法であ

る、また，そのようなテクノロジーがどのように

そういった嘘と関わっているかについても研究さ

れている[2][3]．しかし、嘘をつく手法ではばれた

ときに人間関係にひびが入る恐れがあるため、日

常的に利用する場合には注意が必要である．本研

究では，嘘をつかないでよい新たな方法を模索す

る． 

3 これまでの研究内容 

本研究では、まずアンケート調査により「人は

会話をしたくない時がある」ことと「言い訳が得

意ではない」ことを明らかにした．本研究は上述

の「嘘をつかない」という指針に従い、対面コミ

ュニケーションで、会話を回避するスマートフォ

ン用のアプリケーションを提案した．提案するア

プリケーションには、ユーザの実際に予定情報か

ら「もうすぐ（予定）です」という言い訳候補を

複数作成する機能に加えて、ユーザが選んだ候補

を音声読み上げする機能がある．予定が実際にし

ばらく後のものであったとしても「もうすぐ」と

いう言い方の曖昧さによって嘘とはならず、また

アプリケーションがおかしな挙動をしただけのよ

うに見えるところがポイントである． 

 

(a)

(b)

(c)

 

図 1 開発したアプリケーションのスクリーンシ

ョット (a) 言い訳自動生成機能 (b) タイマー機

能 (c) カレンダー表示機能 

 

4 終わりに 

今後の課題はアプリケーションの有効性をユー

ザテストで検証することに加え、さらに様々なニ

ケーション場面に対応することである．更に自然

な形態で言い訳を行うためには、ウェアラブル端

末を利用するという方向性も考えられる． 

 

参考文献 

[1] もめない断り方 , 長尾敬子 , 出版社 , 
(2013). 

[2] Paul M. Aoki, Allison Woodruff. Making space 

for stories: ambiguity in the design of personal 

communication systems. CHI’05, pp.181-190, 

Now York, NY, USA, 2005, ACM(2005). 

[3] Jeffery T. Hancock, Jennifer Thom-Santelli, 

Thompson Ritchie. Deception and design: the 

impact of communication technology on lying 

behavior. CHI’04, pp.129 -134, New York, NY, 

ACM(2004). 

[4]https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.popularapp.fakecall&hl=ja. 

ユビキタス・ウェアラブルワークショップ Dec. 2014

6



球体型自走ロボットによる身体表現の拡張の提案

土田修平 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
人間はこれまで，物質としての限界がある身体に様々な道

具を付加し，新しい身体表現の可能性を模索してきた．例え
ば，ボールを利用した新体操での演技，フリースタイルフッ
トボール，ジャグリングでは，重力という法則に従って動く
ボールを身体で操作することによって，身体にボールという
物質を加えた新たな身体表現を確立している．ボールといっ
た球体の動作は予測しやすいため，球体を身体表現に付加す
る道具として用いられる場合が多々見受けられる．そしてこ
れら球体はテクノロジーの進化に伴い，動力を加えることに
よって，人間の手を離れ自律して移動することが可能となっ
た [1]．しかし，それら人間の手を離れて移動する球体型自
走ロボットを利用した身体表現を創作する際に，身体表現に
どのような変化があるか，わかっていない．従来のパフォー
マンスのように物質としての限界がある身体に付加し，身体
拡張に用いることができるか，わからない．
そこで本研究では，パフォーマの身体動作と球体型自走ロ

ボットの動作との組み合わせによって，身体表現にどのよう
な影響をもたらすか調査するために，パフォーマの動作と球
体型自走ロボットの動作の対応を考える仕組みを構築する．
また，更にそれら移動する球体型自走ロボットが，光という
新たな表現の要素を加えた場合の，身体表現への影響の調査
を考慮したシステムを提案する．提案システムを用いること
で，これまでの身体表現を拡張できると考えられる．

2 システム構成
提案システムの利用手順は以下の通りである．

1. 開発したアプリケーションを用いて，球体型自走ロボッ
トの動作と光をそれぞれ作成する．

2. Kinectを用いて，シミュレータ上で先ほど作成した通
りに光り，移動させた球体と踊りの確認を行う，

3. 光，動作のパターンを制御用 PC，Androidにそれぞ
れ保存する．

4. 音楽と球体型自走ロボットの移動，光を同期させなが
ら，パフォーマンスを行う．

提案システムを実現するために以下の 2つのソフトウェアを
実装した．

2.1 動作，光作成用アプリケーション
開発したアプリケーションの UIを図 1に示す．開発には

openFrameworksを用いた．制御できる球体自走型ロボット
の個数はパフォーマンスの規模に合わせて自由に変更でき
る仕様になっている．球体型自走ロボットのフォーメーショ
ンは，スライダでパラメータを操作，もしくは球体型自走ロ
ボットの位置を示した点を直接ドラッグ＆ドロップすること
によって，作成できる．作成したフォーメーションを音楽情
報が載ったタイムラインにキーフレームを追加することに
よって，音楽に同期させたフォーメーション移動を可能にす
る．また，動作，光の確認は 3D表示が可能で，Kinectを利
用してシミュレータ上で身体動作を加えての確認ができる．

��������	 
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図 1: 動作，光作成用アプリケーションの UI
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図 2: システム構成

2.2 球体型自走ロボット制御システム
システムの構成を図 2に示す．赤外線カメラを用いて，映

像の背景差分から赤外線 LEDを搭載した球体型自走ロボッ
トの位置を検出し，手動で IDを割り当てている．赤外線カ
メラは自由な位置，角度で設置することができ，射影変換を
用いて天井に取り付けた環境と同様の球体型自走ロボット
の位置情報に変換している．次の目的地までの距離，角度か
ら，PID制御を用いて球体型自走ロボットの速度，向きを算
出し，それぞれの球体の位置関係，目的地までの理想の軌跡
からのずれを基に速度，向きの修正，決定を行っている．制
御用 PCにて決定した球体型自走ロボットの速度，向き情報
をWi-Fiを介して，Android端末に送信し，Android端末
からBluetooth接続された球体型自走ロボットに命令を送っ
ている．

3 おわりに
本論文では，パフォーマの身体動作と球体型自走ロボット

の動作との組み合わせによって，身体表現にどのような影響
をもたらすか調査するためのシステムを提案した．今後，シ
ステムを利用して様々なパフォーマンスを作成し，パフォー
マの身体動作と球体型自走ロボットの動作の対応を定義して
いくことによって，新たな身体表現のジャンルとしての確立
を目指す．

参考文献
[1] K. Nitta, et al.: HoverBall: augmented sports with a

flying ball, Proc. of tthe 5th Augmented Human Inter-

national Conference (AH ’14), No. 13, (Mar. 2014).
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PC操作履歴の作業集合抽出に基づくリソースアクセス予測手法
中村明順，村尾和哉，望月祐洋，西尾信彦（立命館大学）

1 はじめに
情報技術の高度化に伴い，ユーザが作業遂行のために将

来利用するファイルやWebページ，ウィンドウ（以降，リ
ソースと呼ぶ）へのアクセスの手間が増加している．特に過
去の作業に利用したリソースへ再度アクセス（以降，再アク
セスと呼ぶ）することは頻繁にあると考えられる．
関連研究には，ファイルシステム上のレイテンシを向上

させることを目的としているアクセスファイル予測がある
[1, 2]．これらは暗黙的に，n次マルコフモデルによってアク
セスファイルパターンをモデル化することができるという仮
説に基づいている．Ahmedら [1]は Best k-out-of-mによる
アクセスファイル予測手法を提案している．この手法は最新
m個のアクセスファイル履歴から，あるファイル (i)の次に
アクセスしたファイル (j)という組 (i, j)の出現回数が最小
k回以上，かつ最大となるファイル (j)を予測する．
アクセスファイル予測では一般的にOSレベルを対象とし

ており，プログラム等によってアクセスパターンが制御され
るが，本研究ではユーザによって自由自在にリソースアクセ
スされるため，アクセスパターンが不定である可能性があ
る．マルコフモデルに従った手法では過去のアクセスパター
ンに存在しない再アクセスの場合，予測できないという問題
がある．そこで，本研究では「作業の中心的な役割に担った
リソースほど再アクセスされやすい」という新たな仮説を立
て，これに基づいた手法を提案し，評価する．

2 アプローチ
ユーザはあるリソースを中心にして他のリソースへとア

クセスしながら，中心リソースと対応する作業を遂行してい
ると考えられる．たとえば論文執筆という作業では，執筆し
ている texファイルを中軸にして，実験結果が記述されてい
る excelファイル，texコマンド一覧が表示されているWeb
ページ，論文内容を議論する際に利用した skypeウィンドウ
といった他のリソースへとアクセスしていく．このように作
業の中心となったリソースは，他のリソースから再アクセス
されやすいと考えられる．
まず作業遂行時に一緒に利用していたリソースを抽出する

必要がある．そこで我々が提案した，リソース間の遷移関係
と，リソースが現在見えている割合とその状態が維持されて
いた時間との 2つの尺度に基づき同一作業に利用したリソー
ス群を抽出する手法 [3]を利用する．
つぎに現在アクセスしているリソースが属している作業

を特定し，その作業内の各リソースの中心性に基づき，将来
利用されるリソースを予測する．中心性算出には PageRank
を利用する．PageRankの仮説を本研究に例えると，「中心
的な役割を担った多くのリソースから再アクセスされている
リソースは，やはり中心的な役割を担ったリソースである」
と言える．PageRankを用いて中心性を算出するためにはリ
ソース間の有向リンクが必要であるため，リソース xからリ
ソース yへアクセスした場合，xから yへ有向リンクを張る．

3 評価
提案手法の性能を測るために，アクセスパターンに基づく

予測手法との比較実験を行なった．被験者は研究室の 20代
男性 5名 (a, b, c, d, e)で，実験期間は 1～3週間とした．各

表 1: 予測精度
被験者 提案 比較

a 43.09 53.01
b 46.21 55.30
c 59.35 27.30
d 9.13 21.00
e 45.97 47.87

表 2: 予測種類
被験者 提案 比較

a 25.00 26.44
b 32.73 18.18
c 40.00 19.31
d 10.77 16.15
e 30.77 34.62

被験者にはOS Xに対応した履歴収集ツールをインストール
してもらい，普段通りの PC操作を促した．
各被験者の i日までの履歴を学習データとして利用し，i+1

日目の履歴を評価データとして利用する．最前面リソース x
の後に実際にアクセスされたリソース yが，予測手法での
top10以内に含まれていれば，予測が正解したとする．
評価尺度は 2つである．

予測精度 =
正解した再アクセスの数
全再アクセスの数 (1)

予測種類 =
正解した再アクセスの種類
全再アクセスの種類 (2)

予測精度のみでは高くなった原因が，同一リソース間での頻
繁な再アクセスを予測できたのか，ユーザの自由自在な再ア
クセスを適切に予測できたの区別がつかない．多様な再アク
セスを予測できると予測種類の値が高くなる．
実験結果を表 1と表 2に示す．両尺度とも全体的には比較

手法が高い．しかし，被験者 cでは両尺度とも提案手法の方
が高くなっている．被験者 cはプログラミング作業において，
学習データではリソース間にアクセス関係がなかったが，評
価データでは再アクセスしていた．これは過去のアクセスパ
ターンに存在しないアクセスである．提案手法では作業集合
内の中心性を基に予測するため，同一の作業で利用していた
なら予測の候補となり，適切に予測できた．

4 おわりに
本研究では作業集合内のリソースの中心性に基づくリソー

スアクセス予測手法を提案した．作業集合を抽出すること
で，過去のアクセスパターンに存在しない再アクセスであっ
ても予測可能になったことを確認した．今後は比較手法を組
み合わせて，より高精度な手法を提案していきたい．

参考文献
[1] Amer, A., Long, D DE., Pâris, J-F., and Burns, R

C.: File access prediction with adjustable accuracy, In
Performance, Computing, and Communications Con-
ference 21st IEEE International, pp. 131-140 (2002).

[2] Griffioen, J., and Appleton, R.: Reducing file system
latency using a predictive approach, USENIX Sum-
mer, pp. 197-207 (1994).

[3] 中村明順，島谷宙伸，西尾信彦：多種情報アクセスロ
グにおける同一作業への関連性抽出手法，電子情報通
信学会論文誌. D, 情報・システム，Vol. 96, No. 5, pp.
1188-1198 (2013).
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装着型センサを用いた会話中の頭部動作認識手法

大西鮎美 (東京大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
会議や打合せでは議事の確認や情報共有のために議事録の

作成が一般的に行われている．作成された議事録から自分に
関係する箇所を振り返りたいとき，可能な限り手数をかけず
に該当箇所を検索したいが，筆者らの知る限り検索に適した
機能を備えた議事録は提案されていない．議事録の効率的な
検索には議事録の時系列上でのタグ付けや数値化が必要であ
り，例えば会議中の参加者のリアクションが頻繁に起こって
いる箇所を検出することで，会話内容に対する各参加者の興
味度の推定や，場の盛上りや長考状態の検出を行い，各参加
者の役割や貢献度などの会話中の状況を推定し，重要な箇所
として自動抽出できる．斎賀ら [1]は，加速度センサを用い
て会話中のうなずきの自動検出を行っているが，相手の発話
に対する応答としては，うなずきだけでなく，左右を見る，
首をかしげるといった動作が考えられる．本研究では，加速
度センサおよび角速度センサを用いて参加者の頭部動作の認
識してタグ付けすることで，動作が頻繁に行われた箇所を検
索し，さらに発話判定によって話者ごとに議事録を階層化す
るシステムを提案する．

2 提案手法
2.1 システム構成
図 1に示すように，提案システムは会議参加者全員の頭

部に装着した加速度・角速度センサから参加者の発話状態
およびうなずく，首をかしげる，左右を見るの 3 種類の頭
部動作の検出を行う．検出結果は会議中に記録された録画
映像にタグとして付与される．使用したセンサは ATR社の
WAA-006，サンプリング周期は 20[ms]である．

2.2 頭部動作判定手法
頭部動作判定ではうなずく，左右を見る，首をかしげる頭

部動作および静止状態はを次式に従い閾値ベースで判定する．
これらの閾値は予備実験の結果をもとに設定した．ただし，加
速度センサのX，Y，Z軸成分をそれぞれaccX，accY，accZ，
角速度センサの X，Y，Z 軸の回転成分を angX，angY，
angZ とする．

if (accX ≥ 300)||(angY ≥ 300)

→ Nod

else if ((accY ≤ −400)||(accY ≥ 400))&&

((angZ ≥ −500)||(angZ ≤ 500))

→ Look around

else if ((angZ ≤ −500)||(angZ ≥ 500))

→ Put head on one side

else → Standstill

2.3 発話状態検出による議事録の階層化
検出した頭部動作を録画映像にタグ付けする方法を述べ

る．頭部動作は会話中に多数発生するため，録画映像の各時
刻での場面が可視化されていない状態で，頭部動作の検出結
果を時系列上にプロットしても，プロットされた点が多く自
分の見たい箇所の探索に時間を要する．提案システムでは，
場面の把握を容易にするため，参加者の発話・話者判定を行

加速度・角速度センサ

加速度・角速度の

図 1: システム構成

表 1: 評価結果
再現率 適合率 F値

発話
第一層 0.70 0.68 0.68
第二層 0.55 0.7 0.61

うなずく 0.97 0.25 0.39
動作 左右を見る 0.91 0.26 0.39

首をかしげる - - -

い，議事録の階層化を行う．発話状態は 3軸角速度の合成値
Gang =

√
angX2 + angY 2 + angZ2 の過去 200[ms]の分散

値 Vang から次式に従い閾値ベースで判定を行う．

if (Vang ≥ 200&&Vang ≤ 500) → Speaking

発話の判定結果から無言状態を 0，発話状態を 1とラベリン
グを行い，参加者それぞれのラベリング結果の過去 10秒間
の和が閾値を超えた人物を主となる話者として第一層に，過
去 2秒間の和が閾値を超えた人物を副となる話者として第二
層にラベリングする．第三層には，2.1節で判定した 3種類
の頭部動作のタグをつける．

3 実験
提案手法による発話検出および頭部動作検出の精度を評価

するために，4名が向かい合って机の周りに着席し，一人ず
つ報告を行い，その後全員でディスカッションを行う形式で
計 10分間のミーティングを行った．提案手法による 3種類
の頭部動作検出の精度および発話者検出の精度を表 1に示
す．うなずく動作の認識精度は 0.39，左右を見る動作の認識
精度は 0.39であった．首をかしげる動作は実験中には行わ
れなかった．階層化した第一層の発話者の認識精度は 0.68，
第二層は 0.61であった．

4 まとめと今後の課題
本研究では，加速度および角速度センサを用いて会議参加

者の発話および 3種類の頭部動作認識手法を提案した．提案
システムでは，会議中の録画映像に対して報告者の遷移を表
す第一層，報告者以外の発話者を表す第二層，うなずきなど
の応答を表す頭部動作を第三層にタグ付けし，録画映像の振
り返りを容易にする．今後の課題は，認識精度の改善と興味
度や役割の推定が挙げられる．

参考文献
[1] 斎賀弘泰, 角 康之, 西田豊明: 多人数会話におけるうな
ずきの会話制御としての機能分析, 情報処理学会研究報
告, Vol. 2010-UBI-26, No. 1, pp. 1–8 (May 2010).
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没入型HMDを用いた主観的音量の制御システムの設計と実装

佐久間一平 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
近年，録音された音声の再生に用いるプレーヤには，イコ

ライザを内蔵するものが増え，聴取者が自由に好みの音域
の音量を調節して再生することが可能となった．しかし，音
楽演奏会などのリアルタイムでの演奏，大勢が同時に話す
パーティなどでは，聴取者が特定の 1人から発せられる音
の音量を調節することや，また個人に合わせて音源側の音
量を調節することは難しい．一方 [1]によると，ユーザ状況
に応じて本来は同じであるはずの音量が大きくなったり小
さくなったり感じる「主観的音量」というものの存在を指摘
している．この研究では，聴覚刺激の有無により実際の音量
が同じであっても，主観的音量は大きく変化すると述べられ
ている．しかし，音量以外のユーザ状況については述べら
れていない．よって本研究では，視覚に着目し視覚情報の変
化によって主観的音量が変化するか調査し，視覚情報により
主観的音量を調整するシステムの構築を行う．提案するシス
テムは，Webカメラをつけた，装着型ディスプレイ（HMD:

Head Mounted Display）を用い，ユーザが指定した箇所に
視覚効果を施すことにより，主観的音量の制御をする．

2 提案手法の概要
図 1に提案する主観的音量の制御システムの概要を示す．

図 1に示すように，ユーザはWebカメラをつけた，Oculus

Rift DK2を装着し，そのカメラ越しに弦楽四重奏の様子を
見ている．ユーザが見ている映像中のある箇所を選択する
と，提案システムは選択された箇所に適切な視覚効果を施
し，ユーザの主観的音量を制御する．今回システムでは，主
観的音量を上げたい箇所の照度を下げるという視覚効果を用
いている．

3 実験と結果
視覚効果によって主観的音量がどのように変化するかを調

査するために以下の実験を行った．手元が映し出された 1分
程度のピアノ演奏動画に対してそれぞれ視覚効果を施し被
験者に見せ，右手と左手が奏でる音の音量が揃うよう調節し
てもらった．この時，左手の音量はランダムな値で固定し，
右手の音量をスライダで調節してもらう．被験者は 18歳か
ら 23歳の男女 7名の学生である．また，実験に用いた楽曲
は，J.S.バッハ作曲メヌエット ト長調である．被験者に見
せた動画に施した視覚効果を表 1にまとめる．また実験は，
防音室で，Bose社の Computer MusicMonitorを接続して
パソコンの両側から音声を流し，被験者は椅子に座ってモニ
ターを注視する状態で行った．
実験結果を図 2に示す．図 2において，縦軸はスライダ操

作後の右手の音量から左手の音量を引いた差分の平均値で，
横軸は各動画の種類である．また，誤差範囲は標準偏差であ
る．動画 1について，7人中 4人が左手より右手の音量を大
きく感じていた．また，t検定を行ったところ，有意差は見
られなかった．これより，視覚効果を施さない場合，右手と
左手それぞれの音量の感じ方は人によって違うと考えられ
る．動画 2について，7人中 7人が左手より右手の音量を大
きく感じていた．t検定を行ったところ，有意差が見られた．
これより，照度を下げる視覚効果を与えることで，左手の主
観的音量が上がったと考えられる．動画 3については，7人

Webカメラ没入型HMD

主観的⾳量がUP
視覚効果を施す

⾳量をあげる箇所を選択
図 1: 提案手法の概要

図 2: 実験結果

表 1: 施す視覚効果

　 動画 1 動画 2 動画 3

右手 なし なし 照度を下げる

左手 なし 照度を下げる なし

中 1人が左手より右手の音量を大きく感じていた．t検定を
行ったところ，有意差は見られなかった．これより，有意差
は見られなかったが，右手の主観的音量を大きく感じる傾向
があると考えられる．被験者の感想に，どちらか一方の手の
照度を下げると音量の決定が難しかった，何度も演奏を聴い
ているうちに音量が分からなくなってきた，などがあった．

4 まとめと今後の課題
本論文では，没入型HMDを用いて主観的音量を制御する

システムを考案し，視覚効果による主観的音量の変化に関す
る実験を行った．実験結果より，手元が映し出されたピアノ
演奏に関しては，片方の手の照度を下げると，その手が奏で
る音の主観的音量を上げることができると考えられることが
分かった．今回の実験では，2つの異なる声部の演奏で行っ
たが，今後はより多くの被験者でオーケストラ演奏などの，
より多声部の演奏で実験を行う．今回は主観的音量を上げる
ために，照度を下げるという視覚効果を用いたが，それ以外
にも主観的音量を変化させる視覚効果を用いて汎用的なイコ
ライザを構築し，評価を行う．

参考文献
[1] 矢高真一, 田中宏平, 寺田 努, 塚本昌彦, 西尾章治郎:

ウェアラブルコンピューティングのための状況依存音
声情報提示手法, 情報処理学会論文誌, Vol. 51, No. 12,

pp. 2384-2395 (2010).
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HMDへの視覚効果提示による行動変化の調査

廣本皓大 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
ウェアラブルコンピューティング技術の発展にともない，

頭部装着型ディスプレイ (Head Mounted Display: HMD)に
注目が集まっている．HMDは常時視覚に情報提示するが，
HMDを用いた視覚情報提示による人への影響に関する研究
が数多く行われている．例えば，高幣らは視覚と運動感覚の
関係に着目しており，歩行するユーザにHMDで実際の歩行
速度と異なる速度で前進する映像を提示することで，ユーザ
の歩行速度が変化することを明らかにしている [1]．このよ
うなカメラ映像を処理して意図的に通常と異なる視界映像を
提示する場合には，ユーザの視野にHMDによる情報のみを
提示できるビデオシースルー型HMDが用いられている．今
後，ビデオシースルー型 HMDを用いるコンテンツが増え，
日常的，または長時間利用することが考えられるが，文献
[1]のように実際とは異なる映像が提示されることで人に何
らかの影響がある可能性が大きい．そういった影響はHMD

装着時のみではなく，HMDを外した後の日常生活にまで及
ぶことも考えられる．実際に視覚情報は人間の認知において
重要な役割を持ち，人間の行動へ大きく影響を与えることが
知られているため，視覚情報提示がユーザに与える影響を詳
細に検討する必要がある．
そこで本研究は，ビデオシースルー型HMDの利用におい

て，通常と異なる視覚情報を提示することによる人への影響
を明らかにすることを目的とする．本稿では特にユーザの視
野に着目し，顔の向きの水平方向において通常の視野と異な
る角度の視界映像を提示する場合について調査を行った．

2 実験用システム
2.1 提示する視覚効果
本稿では，ユーザがビデオシースルー型 HMDを日常的，

あるいは長時間装着する状況を想定している．提示する視覚
効果として，図 1のように，ビデオシースルーHMDにおい
て通常提示されるユーザの顔の向きの映像 (図 1左下)とは
顔の向きの水平方向について異なる角度の映像 (図 1右下)

を提示する. HMD装着時点でカメラの向きが常時一定の角
度を変えられているものと，使用中にカメラの角度が変化す
るものの 2つ映像提示パターンを用意した．
2.2 システム構成
システムはHMD，Webカメラ，サーボモータ，マイクロ

コンピュータ，PCで構成される．システム構成図を図 2に
示す．HMDは高視野角でヘッドトラッキング可能なOculus

Riftを使用する．カメラの向きを操作するためにカメラに
サーボモータを装着し，カメラを回転させる．サーボモータ
を制御するマイクロコンピュータには Arduinoを使用して
いる．

3 予備実験
システムを装着し，通常と異なる角度の視界映像を見せた

際の被験者への影響を調査した．被験者は HMDに提示さ
れたカメラの映像を見ながら直進する．被験者は筆者のみで
ある．
常時一定角度異なる視覚映像を提示した際，使用中にカメ

ラの角度が変化する映像を提示した際のどちらも本来の顔の
向きと異なる角度の映像を提示している間は歩行時の進行方
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図 1: 視覚効果の例
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図 2: システム構成

向がカメラの回転方向と逆向きに逸れていった．これより，
実際と異なる角度の映像を提示することは歩行に影響するこ
とがわかった．
また，被験者が実験中に映像酔いを感じることがあった．

これは映像処理によるの表示の遅延や実際の目の位置とカ
メラの位置のずれによる酔いの他に，被験者が想定してい
る向きとは異なる映像を提示されたため起こったものだと考
えられる．長時間視覚効果を与えた場合，HMDを外した後
でも体が傾いているような感覚が数十分間ほど残ることが
あった．これは，被験者がHMDに提示されている視界映像
に順応したため，外した際に影響が出たと考えられる．した
がって，HMDの提示映像に視覚効果を用いる際は，継続し
て提示する時間やタイミングを考慮する必要があると考えら
れる．

4 まとめと今後の課題
本稿では，ビデオシースルー型HMDに顔の向きとは異な

る映像を提示することで，人の行動へ及ぼす影響を検討し，
実験により，実際に行動が変化することを確認した．また，
ユーザの想定と異なる視覚映像を長時間見続けることにより
装着後にも影響が生じることを確認した．今後は，視覚効果
を与えた際の行動の変化を定量的に検討する．視覚効果を提
示するタイミングや継続して提示する時間についても検討
する．さらに，その他の視覚効果についても検討し，ビデオ
シースルー型HMD装着時の視覚映像が与える効果について
幅広く検討する．

参考文献
[1] 高幣俊之, 野村宜邦, 前田太郎, 舘 日章:歩行における視覚
と運動感覚の整合性に関する研究, 日本バーチャルリア
リティ学会論文誌, Vol. 5, No. 2, pp. 831-835(2000).
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HMD常時提示によって苦手が克服できるか 

西田健志（神戸大学） 

 

1. 研究の背景と目的 

対人コミュニケーションにおける問題の多くは相手に慣

れているかどうかが関係していると思われる．たとえばコミ

ュニケーションが苦手だと自覚している人であっても家族や

友人など慣れ親しんでいる人とは問題なく話せることが多い

一方，コミュニケーションが得意な人であっても見知らぬ人

とのコミュニケーションでは緊張してしまうという場合があ

る．中でも，身近に異性や外国人などある特定のカテゴリー

に属する人間が極端に少ない集団で長期間過ごしてきた人が

それらの人と対面したときにひどく緊張してうまくコミュニ

ケーションを行うことができなくなってしまうことはよく見

られる現象であろう． 

本研究の目的は，あるユーザーが苦手としている種類の人

の映像をHMDに常時提示し続けて視覚的に慣れさせること

で，その後実際に対面した時の緊張を緩和し，コミュニケー

ションを円滑にすることができるかを検証することである． 

2. 関連研究 

本研究に関連して，HMD によって相手の視線を遮蔽する

ことでコミュニケーションにおける緊張感を緩和する研究

[1]，英語ネイティブの発話を日本人風の発音に変換すること

で緊張感を緩和する研究[2]，HMDへの持続的な情報提示に

よって実空間での情報に気付きやすくする研究[3]などが行

われている．しかし，我々の把握する限り，HMD による持

続的な情報提示が提示終了後のコミュニケーションに与える

長期的な影響については研究されていない． 

3. 実験計画 

本稿では，以下の実験計画を，UWW参加者との議論を通

じてより洗練された計画とすることを期待している． 

被験者は，あるカテゴリーの人とのコミュニケーションが

苦手であると自覚している人とする．（以下，そのカテゴリー

に属す相手を「苦手な相手」と記述する．） 

1. 実験群，対照群の被験者ともに，初対面の苦手な相手

とコミュニケーションを行い，緊張度を測定する． 

2. 実験群の被験者は後日コミュニケーションを行う苦

手な相手を想定した映像を提示し続ける HMD を装

着した状態で一定の期間，日常生活を送る．対照群は

通常の生活を送る． 

3. 再度，1.とは別の初対面な苦手な相手とコミュニケー

ションを行い，緊張度を測定する．2回のコミュニケ

ーションにおける緊張度の変化が実験群と対照群で

異なるかどうかによって仮説を検証する． 

 

本実験については，表１に挙げた様々な要素がいまだ検討

中である．このように，結果を左右するさまざまな条件が考

えられる実験であるが，まずはもっとも効果があると思われ

る条件で実験を実施したい．長時間の提示が必要だが，提示

する映像が同じカテゴリーに属する人であれば誰の映像でも

よいという結果が得られるのが，HMD アプリケーションと

しては最良の結果であろう． 

 

表 1. 検討中の実験条件 

使用する HMD 単眼非シースルー（Vuzix M100） 

苦手な相手の種類 外国人 / 異性 

緊張度の測定 生体情報の測定 / ビデオ記録の分析 

提示する時間 短時間（HMDの必要性が少ない） 

長時間（HMDの必要性が高い） 

情報の提示方法 静止画 / 動画 

本人 / 同じカテゴリーの別の人 

 

4. 将来展望 

さまざまな行為に対する本番前の準備を，日常生活の中で

同時に行うという用途へとHMDの利用場面を広げることを

目指したい． 

 

参考文献 

[1] 萩原早紀,栗原一貴,"シースルー型HMDを用いた社会福

祉学的アプローチに基づく"視線恐怖症的コミュ障"支援

システムの開発",WISS2014論文集,pp103-108,2014. 

[2] 西田健志, "ネイティブ英語発話の日本人風の発音への

変換による国際的な意識の促進", WISS2013 論文集, 

pp.1-6, 2013. 

[3] N. Isoyama, T. Terada, and M. Tsukamoto: Primer 

Streamer: a System to Attract Users to Interests via 

Images on HMD, Proc. MoMM 2013, pp. 93-99 (Dec. 

2013). 
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没入型HMDを用いた強制的な非利き手使用システムの提案

小西直人 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
現在，人間の利き手の割合は約 1割が左利き，約 9割が

右利きと推定され，割合が偏っている．このような利き手の
偏りにより，日常生活において不便に感じる事柄が数多く存
在する．例えば，利き手の左右に関わらず利き手を怪我した
際に，手を使ったパフォーマンスが低下することや，利き手
で電話の受話器を咄嗟に取ってしまった際にメモが取りづら
くなることが挙げられる．咄嗟に利き手で取った電話を非利
き手に持ち替えることも可能だが，持ち替える際に電話を落
とす危険性がある．これらの問題は両方の手が利き手と同
様のパフォーマンスが行うことで解決できると考えられる．
また，非利き手を使うことで中枢神経が刺激され，自律神経
が活性し，自制心をコントロールできると言われている [1]．
しかし，意識するだけで非利き手を使用し，利き手の使用を
制限して，両利きになることは難しい．
そこで本研究では視覚効果を用いて利き手の使用を強制的

に制限し，非利き手の使用を促すシステムを提案する．ユー
ザは提案システムを使用して生活し，利き手の使用時のみに
視覚効果を与えられる．ユーザは本システムを用いて生活す
ることで，利き手の使用頻度を低くし，非利き手の使用頻度
を高め，従来手法よりも短時間で両方の手で同様のパフォー
マンスが可能になると考えられる．関連研究としては，立屋
敷かおるら [2]が視覚を遮断されることで箸の使用における
物体の把持動作に時間の差が出ることを示した研究が挙げら
れる．

2 提案手法
2.1 提案システム
本研究で提案するシステムを図1に示す．システムは深度セ

ンサ，RGBカメラ，没入型HMD（Head Mounted Display），
PCで構成されている．提案システムではHMD上部に取り
付けられた深度センサと RGBカメラから深度情報と RGB

画像をそれぞれ取得し，PCで画像処理を行うことで，利き手
の領域が黒く塗りつぶされた映像をHMDに映し出す．ユー
ザは深度センサとRGBカメラを上部に設置したHMDを装
着し，PCから提示された映像を見ながら行動する．HMD

に映し出されるイメージ映像を図 2に示す．図 2は右利きの
ユーザの視点である．右下の黒い領域が本システムによって
作られた黒いマスクで，利き手である右手を隠している．

2.2 利き手の認識
頭部の向きに合わせて映像を出すために HMDの上部に

RGBカメラを設置している．RGB画像のみで行う背景差
分法は，固定カメラで移動物体をとらえる場合などに利用す
る方法であるので，本研究のシステムでは適さない．また，
HSV表色系を用いた色領域による手の認識も挙げられるが，
長袖を着用していると腕が認識されないため，適さない．し
たがって，RGBカメラと同じ位置に取り付けた深度センサ
から手の認識を行う．
手の認識アルゴリズムを図 3に示す．まず，深度センサか

ら深度情報を取得する．取得した情報から指先が届く深度ま
でを閾値として，カメラからの近接対象を設定する．近接対
象を白，近接対象以外を黒に 2値化して，近接対象領域の輪
郭を抽出する．輪郭を抽出した領域の面積を算出し，面積の
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図 1: システム構成

　

　
図 2: イメージ映像
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図 3: 手の認識アルゴリズム

　　

大きさについて閾値を調整することで深度情報のノイズを
消す．また，利き手の認識は，画面の右下から出ている領域
を右手，左下から出ている領域を左手とし，あらかじめユー
ザの利き手を設定しておく．利き手の領域を認識すると，利
き手を覆う凸包を出すことで，ユーザの利き手の使用を抑制
し，非利き手の使用を促進できると考えられる．

3 まとめと今後の課題
本研究では，非利き手の使用を促すために，利き手の使用

時に視覚効果を与えるシステムを提案した．ユーザに与える
視覚効果は画面に黒いマスクをかけることであるが，このよ
うな視覚効果による視界制限で起こる危険性が考えられる．
従って，今後は隠消現実感（DR: Diminished Reality）[3]を
用いて利き手のみを見えなくすることで視界制限による危険
を少なくするシステムを検討する．
また評価実験を行い，システムの有効性についても調査し

ていく予定である

参考文献
[1] Thomas F. Denson, C. Nathan DeWall, and Eli J.

Finkel: Self-Control and Aggression, Current Direc-

tions in Psychological Science, 21(1), pp. 20–25 (2012)

[2] 立屋敷かおる, 今泉和彦: 箸使用時の利き手と非利き手
のパフォーマンスに対する視覚の関与, 日本調理科学会
誌, Vol. 38, No. 3, pp. 236–242 (2005).

[3] 森 尚平, 一刈良介, 柴田史久, 木村朝子, 田村秀行: 隠
消現実感の技術的枠組と諸問題, 日本バーチャルリアリ
ティ学会論文誌, Vol. 16, No. 2, pp. 239–250 (2011).

ユビキタス・ウェアラブルワークショップ Dec. 2014

13



HMD を用いた現場作業支援システムの試作と課題の抽出 

鍵本麻美，大崎雅代，上野洋平，大井忠（三菱電機株式会社） 

 

1. はじめに 

現在，水処理や発電分野のプラントにおいて，近年進歩の

著しいスマートデバイスの適用化に向けた動きが活発化して

いる[1]．本稿では，HMD (Head Mounted Display) を用い

た下水処理場向け現場点検・保守作業支援システムを試作し，

展示会でのヒアリングを通じて，ウェアラブルデバイスの実

運用に際する課題の抽出を行った結果について報告する． 

2. システムの設計と開発 

現状の現場作業において，改善が必要であると考えられる

状況は下記の３点である． 

(1) 装置や計器が表示するのは現在値のみであるため，現場

作業者が変化の傾向を把握しづらい． 

(2) プラント全体の状況や指示を中央制御室に電話で尋ねな

がら現場作業を行っており，双方にとって負荷が高い． 

(3) 現場の状況を他人に伝える手段は，電話または写真を直

接見せに行く等であり，状況を正確かつ迅速に伝えづらい． 

そこで，現場での作業性の向上と，現場・中央制御室間の

コミュニケーション力の向上を目指し，手作業しながらも情

報閲覧が可能である光学シースルー型 HMD (EPSON 製 

Moverio BT-200) を用いた現場作業支援システムを試作し

た．現場作業者が水処理場内にて，水位計（計器）が異常な

値を示している設備を確認しに行く場面を想定し，次の 4 種

類の機能を設計・試作した． 

(a) プラント系統全体図の表示（図１(a)） 

(b) 計器のトレンドグラフの表示（図１(b)） 

(c) 計器の値の変化傾向の表示 

(d) 遠隔作業者から指示が書き込まれた画像の表示（図 1 (c)） 

上記機能は音声認識での切替を想定しているが，展示時は

付属コントローラでの操作とした． 

3. ヒアリング結果と課題 

展示会の様々な立場の来場者に対し，本システムに関する

ヒアリングを実施した．その結果，(d) 遠隔指示画像の表示

に関しては「具体的な指示ができて良い」「熟練者減少への

対策として良い」などの好意的な意見を得られた．しかし，

システムに対する否定的意見も多く，次の課題を抽出した． 

・デバイスの課題（装着性，操作性，耐久性，安全性） 

・情報提示方法の課題（危険性の少ない表示） 

・運用の課題（デバイスの継続的提供，システム保守） 

特に多く挙がったのはデバイスに起因する課題であった

が，一方でソフトウェアの課題も多いと考えられる．現場作

業の安全性確保のためには，僅かな領域で必要情報を提示す

る，作業者が意識した際に情報が目に入るようにする，など

の情報提示方法の更なる検討が必要である．さらに運用面で

の課題として，このようなデバイスは進歩が著しく入れ替わ

りが早いため，導入後も継続してシステムを提供する仕組み

作りが重要であると分かった． 

4. おわりに 

本稿では，下水処理場向け HMD を用いた現場点検・保守

作業支援システムの試作および課題の抽出を行った結果を報

告した．得た知見を元に，今後は情報提示方法の更なる検討，

運用性も視野に入れた研究開発を行う予定である． 

参考文献 

 [1] 佐川他：“監督者支援機能に着目した 2D-AR による遠

隔作業支援システム”，ヒューマンインタフェースシンポ

ジウム 2014，pp. 65 - 70，2014. 

 
(a) 系統全体図 

 

 
(b) トレンドグラフ 

 

 
(c) 遠隔指示画像 

図 1：画面表示例（黒背景箇所は実際には透過表示） 
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Smart Glasses for Retail

Radim Zemek, Kazuki Kizawa(Orange Japan Co., Ltd.)
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腕時計型デバイスを用いた指さし先共有システムの提案

杉谷拓哉 (神戸大),寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ),塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
実生活において，指さしは咄嗟に行える情報提示手法の

一つである．しかし，指さし情報提示者（以下，提示者と呼
ぶ）と指さし情報享受者（以下，享受者と呼ぶ）との視線に
はずれがあり，提示者の指さし先がどこなのか享受者が即座
に理解できないという状況は多い．そのため，提示者の指
さし先情報を可視化，共有するシステムが提案されている
[1, 2]．これらの手法は提示者と享受者間の双方向の指さし
先共有を対象としておらず，また教示者の指さし先検出のた
めに専用のデバイスを用意しなければならないため，実生活
で自然に使用することは困難である．そこで本研究では，腕
時計型デバイスを用いた実生活での使用を想定した双方向の
指さし先共有システムを提案する．

2 提案システム
2.1 構成
システム構成を図 1に示す．提案システムは，複数台の腕

時計型デバイスとスマートフォンから構成されている．デー
タ取得とユーザへのフィードバックを腕時計型デバイスで，
データ処理をスマートフォンで行う．

2.2 指さし先取得方法
腕時計型デバイスに搭載された加速度センサと地磁気セ

ンサから得られる方位角と仰角をもとに，指さし先を取得す
る．図 2にシステム使用時のポーズ例と，そのときの方位角
および仰角を示す．本研究では，ユーザの指さし先と視線を
一致させるために，腕時計型デバイスを装着した腕を真っ直
ぐ伸ばし，その腕に頭を固定する．こうすることで，ユーザ
は自分の見ているものを正確に指さすことができる．
本研究では天体観測のように指さし先対象物が無限遠にあ

る場合を想定する．このとき，提示者の仰角および方位角と
享受者の仰角および方位角が一致すれば，同じものを指さし
ていると判定できる．

3 実装
提案システム設計に基づき，指さし先データ取得のため

のシステムを作成した．実装システムはデータ取得のため
の腕時計型デバイスとデータ管理のためのスマートフォン
で構成される．腕時計型デバイスで取得できるデータは，逐
一スマートフォンに送信される．腕時計型デバイスは LG

Electronics Inc.のLG GWatchを，スマートフォンはASUS

社の ZenFone 5を使用した．

4 予備実験
指さし先一致判定に用いる方位角と仰角の閾値を決定す

るための予備実験を行った．被験者は同時刻に同じ星 (ベガ:

赤経 310.48度，赤緯 45.28度)を指さし，そのときのユーザ
の方位角，仰角を計測した．被験者ごとに 6回ずつデータを
測定し，それぞれの平均値を各被験者の方位角，仰角とした．
被験者は 19から 20才の男女 5名で，全員天体観測の知識を
有している．結果を表 1に示す．表 1から，同じ星を指差し
た時の方位角と仰角の標準偏差はそれぞれ 2.0，2.2となり，
方位角の誤差は 2.0以下，仰角の誤差は 2.2以下のときに指
さし先が一致していると判定すればよいことがわかった．

データ処理・共有

取得データ
転送

フィードバック

取得データ
転送

フィードバック

図 1: システム構成

仰角

方位角

図 2: システム使用時のポーズ例

表 1: 同じ星を指さしたときの方位角と仰角 [deg]

A B C D E 平均値 標準偏差

方位角 307.6 310.9 313.0 307.1 310.3 309.8 2.2

仰角 52.3 55.4 50.0 54.1 55.2 53.4 2.0

5 まとめと今後の課題
腕時計型デバイスを用いた指さし先共有システムを提案し

た．また，予備実験として同じ星を指した際の方位角，仰角
を計測し，指さしを共有できたと判定する際の方位角の誤差
と仰角の誤差の閾値を決定した．今後，2人以上で本システ
ムを利用した場合の認識精度を評価し，教示者と対象物との
距離が近い場合での指さし先共有手法についても検討する．

参考文献
[1] 高関和樹, 床井浩平, 曽我真人:指さし天体情報提示シス
テムの構築, インタラクション 2007論文集, pp.203-204

(Mar.2007).

[2] K. Shunichi and J. Rekimoto: JackIn: Integrating

First-Person View with Out-of-Body Vision Gen-

eration for Human-Human Augmentation, Proc. of

the 5th Augmented Human International Conference,

pp.1-8 (Mar. 2014).
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視線情報を用いたユーザの意図推定に基づくコンピュータ操作支援に向けて

笠波昌昭 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JST さきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
“気が利くコンピュータ”とは，ユーザの意図や状況をコ

ンピュータが推定しユーザの役に立つ動作を自動で行ってく
れるものと考える．例えば，複数のウィンドウを開いて作業
を行う時，ユーザがどのウィンドウを操作したいかという意
図をコンピュータが推定し，自動でそのウィンドウを直接操
作ができるようにすることで，逐一フォーカスの切替え操作
をする必要がなくなる．また，ユーザが壁に貼られたポス
ターのようなディスプレイ外の情報を注視しながらタイピン
グ入力を行っている状況では，ディスプレイを確認できない
というユーザの状況をコンピュータが推定し自動で注視して
いる情報をディスプレイに表示することで，ユーザは大きな
視線移動無く入力作業に集中でき，タイプミスなどによる作
業効率の悪化を防げる．
人の意図や興味は視線情報から推定できることが知られて

いる [1]．そこで本研究では，ユーザの視線情報（注視点座
標，視界映像，頭部の向き）からユーザの意図，興味とその
対象を推定し，コンピュータ操作支援に活用するシステムを
提案する．

2 提案システム
2.1 システム構成
図 1に示すように，ユーザはアイマークレコーダ (以降，

EMR)，Webカメラ，加速度・地磁気センサを頭部に装着し，
ユーザの注視点座標と，視界映像，頭部の加速度・地磁気
データを取得する．視界映像上でのディスプレイの位置を検
出するために，ディスプレイの隅にはARマーカを設置する．

2.2 コンピュータ操作支援機能
本稿では，複数のウィンドウが開いている状態でのウィン

ドウ操作支援機能と，ディスプレイ外の情報を注視している
時のタイピング入力支援機能の 2つの機能を提案する．

ウィンドウ操作支援機能
ディスプレイに複数のウィンドウが開いている状態で，ユー

ザが操作したいと考えているウィンドウを，フォーカスの切
替え作業を行わずに操作できる機能を提案する．
図 2 に処理の流れを示す．まず，マーカを用いて拡張現

実を実現するためのライブラリである ARToolKit を用い，
EMRから取得した視界映像からディスプレイ横に設置した
ARマーカを検出する．さらに，EMRから取得した視界映
像基準の注視点座標をARマーカ平面上に投影する幾何学変
換を行い，ディスプレイ基準の注視点座標に変換する．ユー
ザは操作したいウィンドウを注視していると考えられるの
で，入力機器に入力情報が与えられた時，アクティブなウィ
ンドウではなく注視点座標上に存在するウィンドウに操作
メッセージを送信する．

ディスプレイ外の情報を用いたタイピング入力支援機能
ユーザがタイピング中に注視しているディスプレイ外の

情報をWebカメラで撮影しディスプレイに表示することで，
ユーザが大きな視線移動なくタイピング入力できる機能を提
案する．
図 3に処理の流れを示す．まず，加速度・地磁気センサか

ら地磁気データを取得し，ユーザの頭部の向きを推定する．
タイピング中に一定時間以上ディスプレイ外を注視する、ま

コンピュータ

ARマーカ

Webカメラ

加速度・地磁気

センサ

EMR

ユーザ

注視点情報

視界映像

図 1: システム構成
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視線情報

視界映像

PC
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⼊⼒情報

⼊⼒

機器
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注視

ウィンドウ

操作

キーボード

など

図 2: ウィンドウ操作支援

視界映像
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データ
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撮影・表示

加速度

地磁気

センサ

頭部の

方向を

算出

頭の向き

Webカメラ

図 3: ディスプレイ外の情報を用いたタイピング入力支援

たは視線がディスプレイ外とディスプレイの間で頻繁に移動
する場合は，ユーザは入力内容の確認をせずにディスプレイ
外の情報を注視していると推定する．そこで，本機能はユー
ザがタイピング中にディスプレイ外の情報を注視している
場合，タイピング入力の確認が困難であると判断し，自動で
視界映像を撮影，保存しディスプレイに表示する．これによ
り，ユーザは入力内容を確認しながらディスプレイ外の情報
を把握できる．

3 まとめと今後の課題
本研究では，ユーザの視線情報をコンピュータ操作支援に

活用するシステムとして，複数ウィンドウが開いている状態
でのウィンドウ操作支援機能，ディスプレイ外の情報をディ
スプレイを注視しながら参照できるタイピング入力支援機能
を提案した．今後は，提案した機能を実装し，提案システム
の有用性を検証する実験を行う予定である．また，ディスプ
レイ外の情報を用いたタイピング入力支援機能について，注
視点座標を用いて視界映像からユーザの注視対象の切出しを
検討している．

参考文献
[1] 大野健彦: 視線から何がわかるか ― 視線測定に基づ
く高次認知処理の解明, 認知科学, Vol. 9, No. 4, pp.

565-579 (2002).
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衣服のシワを用いた入力インタフェースの評価

上田健太郎 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
ウェアラブルコンピューティング環境では，コンピュータ

を常時装着することで，様々な場所や状況でコンピュータを

使用できるが，入力インタフェースもそれらに対応した仕様

が求められる．マウスやトラックボールなどはデバイスを把

持する必要があるため手が塞がっているときには操作できな

い．把持しないデバイスとしてキーボードがあるが，装着し

た際にユーザの見た目を大きく変化させてしまう．デバイス

を把持する必要がなく，見た目を損なわないために，衣服を

利用したインタフェースの研究が進んでおり，布表面を触る

触覚により，入力操作を直接見ずに行うことができる．しか

し，ユーザが選択肢の数や入力の成功などの入力に関する情

報をインタフェースから得ることができない．

本研究では衣服にシワを生成し，シワによる触覚フィード

バックを利用してタッチ入力を行うインタフェースを提案す

る．シワから得られる触覚により，入力に関する情報を得る

こできる．

2 提案システム
提案システムはシワ生成機構とタッチ検出機構からなり，

布にシワを生成し，そのシワをタッチすることで操作を行う．

シワ生成機構は人工筋肉とバネからなり，人工筋肉の収縮

によりシワを生成し，バネの張力によってシワを消失する．

タッチ検出機構は導電性糸と静電容量センサからなり，導電

性糸に指が触れた際の静電容量の変化を静電容量センサで認

識し，タッチを検出する．シワの選択とタッチを区別するた

めに長押し法と絞り込み法の 2種類のタッチ認識手法を提案

する．長押し法は入力したいシワの導電性糸に約 1秒触れて

いるとタッチと認識し，絞り込み法は生成されたシワを一度

すべて手の平で触れ，その後入力したいシワの導電性糸に触

れるとタッチと認識する．

提案システムのプロトタイプを実装し，図 1にプロトタイ

プをパンツの右太もも部に縫い付けた様子を示す．シワ生成

部の布の大きさは 22× 10cm，布には最大 5本までシワを

生成できるようにシワ生成機構を並行に実装した．シワの山

の頂点に沿って導電性糸を縫い付け，その導電性糸に静電容

量センサとしてMPR121搭載静電容量タッチセンサコント

ローラを接続しタッチ検出機構を実装した．シワ生成とタッ

チ検出を行う回路は Arduinoと PCにより制御する．

3 評価実験
実装したプロトタイプを用いて，触覚のみによる任意のシ

ワへのタッチの精度とその習熟度を評価した．

3.1 タッチ精度の評価

タッチ精度の評価実験はデバイスに 5本のシワを生成した

状態で行う．被験者はシワ生成部を見ずに PC画面上に出る

指示に従いシワをタッチする．各シワ 4回ずつ計 20回ラン

ダムに指示を出す．タッチ 20回ごとに長押し法と絞り込み

法を交互に 3回ずつ行う．PC画面にシワ生成部のグラフィッ

クを出力し，タッチしたシワに対応した直線が色づくフィー

ドバックがある場合とない場合で実験を行う.被験者は右利

きの男性 5名で，被験者はプロトタイプを装着したパンツを

着用し，椅子に座った状態で実験を行う．

シワ生成部Arduino

静電容量センサ

PCと接続

5

4

3

2

1

側面 正面

図 1: デバイスの装着図
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図 2: 習熟度の実験結果

実験の結果，パソコンの画面にフィードバックがある場合

では，長押し法も絞り込み法も平均して約 98%のタッチ正答

率でどちらも高く，デバイスの操作面を見ずに任意のシワへ

のタッチを行えた. フィードバックがない場合では，長押し

法は平均約 75%，絞り込み法は約 84%のタッチ正答率であっ

た．長押し法より絞り込み法の方が正答率が高いのは，絞り

込み法では一度すべてのシワの位置を確認するので，誤った

シワへのタッチが起こりにくいと考えられる．また，フィー

ドバックなしの場合の正答率が高い被験者には特徴的なタッ

チ動作が見られた．

3.2 習熟度の評価

フィードバックがない場合のタッチ精度の習熟を確かめる

ために，習熟度の評価実験を行う．実験はタッチ精度の評価

実験を 5日間 1日 1回行う．被験者は右利きの男性 2名 (被

験者 A, B)である．

習熟度の実験結果を図 2に示す．5日間で両被験者とも正

答率が収束し，提案インタフェースは数日で習熟するインタ

フェースであるといえる．被験者 Aの長押し法と絞り込み

法，被験者 Bの長押し法は正答率が 95%を超え，フィード

バックなしでも高い正答率を得ることができた．被験者Bは

絞り込み法のすべてのシワを手で触れるときに，触れてない

と認識されてしまうことが多く，タッチができていないこと

が多かった．

4 おわりに
本研究では，衣服上のシワ生成とタッチ検出を用いた入力

インタフェースを提案し，シワ生成機構とタッチ検出機構を

用いてプロトタイプデバイスを実装した．プロトタイプデバ

イスを用いた評価実験からデバイスを見ずに操作でき，数日

で習熟するインタフェースであることがわかった．
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アクティブ音響センシングを用いたジェスチャ認識の提案

渡邉拓貴 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
近年注目を集めるウェアラブルコンピューティング環境で

は，ユーザの動きを識別するジェスチャ認識技術が重要で
ある．ジェスチャ認識技術は，直観的な入力インタフェース
や，ライフログデータへのタグ付けなどに用いられる．一般
的にジェスチャ認識には加速度センサや，カメラ等のセンサ
が用いられる．しかし，加速度センサはユーザの動きを詳細
に取得できるが，力の入れ具合や皮膚への圧力など，人体内
部/表面の変化を取得することはできない．またカメラを用
いる手法では，ジェスチャ認識ができるのは環境に設置した
カメラが取得可能な限られた範囲であり，ウェアラブルコン
ピューティング環境においては望ましくない．そこで本研究
では，対象物に音響信号を流し，その伝搬応答から対象物の
状態を識別するアクティブ音響センシング [1] という技術に
着目し，これを人体に適用した手法を提案する．具体的には，
身体にコンタクトスピーカとコンタクトマイクを装着し，ス
ピーカから超音波を発信し，マイクで身体を伝搬した超音波
を取得する．身体の姿勢や力の入れ具合によって伝搬特性が
変化し，ユーザの詳細なジェスチャが取得可能であると考え
られる．提案手法では，単一のセンサでユーザの姿勢，ジェ
スチャ，力の入れ具合等の複数の状態が取得できる．本論文
では，ジェスチャ認識の可能性を検討するために，アクティ
ブ音響センシングによる姿勢認識を調査した．

2 実装
提案手法のプロトタイプを実装した．図 1に示すように，

ユーザは手首にコンタクトスピーカ (Thrive OMR20F10-

BP310)を，上腕にコンタクトマイク (Murata 7BB-20-6L0)

を装着する．コンタクトスピーカからは，20ms間に 20kHz

から 40kHzに遷移する超音波信号 (スイープ信号)を繰り返
し発信する．コンタクトマイクで取得した信号は，USBオー
ディオインタフェースを介して増幅し，解析用の PCに取り
込む．PCでは取得した信号を高速フーリエ変換 (FFT: Fast

Fourier Transform) し，各周波数における超音波音量を得
る．PCに音声を取り込む際のサンプリング周波数は 96kHz

であり，8192サンプルごとに FFTを行った．ユーザの姿勢，
力の入れ具合により，取得した周波数特性が異なるので，そ
れぞれの状態における FFTの結果の 20kHZから 40kHzま
でのデータを学習データとしてあらかじめ取得しておく．新
たに得られた未知のデータ (テストデータ)と比較し，距離
が最少のものを現在のユーザの状態であると認識する．

3 評価
提案手法の可能性を検討するため，ユーザの姿勢を認識す

る実験を行った．前章に示す構成で，上腕と前腕部が 45度
の場合，90度の場合，135度の場合，180度の場合，180度
の状態で腕をねじるように手のひらを下に向けた場合の 5種
類について，力を入れた場合，入れなかった場合の二通り，
合計 10通りの姿勢の認識精度を調査する．また，装着位置
の微妙な変化によりスイープ信号の伝搬特性に変化が生じる
と考えられるので，上記の方法で 3回データを取得し，ある
回のデータが他の回の学習データとしても使用できるかを確
認した．なお，装着位置は毎回目測でおおよそ同じ位置にな
るように装着した．FFTは 30ms毎に行い，各姿勢のデー
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図 1: デバイス構成

表 1: 姿勢の認識精度 [%]

テストデータ

1回目 2回目 3回目

1回目 100 24 38

学習データ 2回目 10 100 14

3回目 24 10 100

タを 5個収集した．全姿勢の合計 50個のデータのうち 1個
をテストデータとし，それ以外の 49個を学習データとした．
認識手法には最近傍法を用いた．
実験結果を表 1に示す．全ての回において，同じ回のデー

タを学習データとして用いれば 100%で認識できており，そ
れ以外の回のデータでは大幅な認識率の減少が確認できた．
これは，各回のマイクとスピーカの装着位置や皮膚への押
しつけの圧力の違いにより，スイープ信号の伝搬特性が変化
したためだと考えられる．従って提案手法を用いる際には，
デバイスの装着後に，装着位置に適したデータを学習するた
めのキャリブレーションが必須であると考えられる．キャリ
ブレーションをすれば高い精度で姿勢が認識できている．ま
た，ジェスチャとはユーザの姿勢の連続であるので，一連の
姿勢認識の結果を用いてジェスチャ認識として使用できると
考えられる．

4 おわりに
本研究では，超音波スイープ信号を用いたアクティブ音響

センシングで，ユーザの姿勢を認識する手法を提案した．今
後は，連続するユーザの姿勢の認識結果でジェスチャを推定
することや，今回考慮していない可聴音も考慮すること，前
腕部を押し込むなどして変形させた時のスイープ信号の応答
などにも着目し，インタフェースとしての利用も検討してい
く予定である．

参考文献
[1] M. Ono, B. Shizuki, and J. Tanaka: Touch & activate:

adding interactivity to existing objects using active

acoustic sensing, Proc. of the 26th Symposium on User

Interface Software and Technology (UIST ’13), pp. 31–

40 (2013).
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タッチタイピング技能を用いたウェアラブル文字入力システム

村尾和哉 (立命館大)

1 研究の背景と目的
腕時計型やメガネ型デバイスの登場によって，常時センシ

ングや常時情報提示を行うウェアラブルコンピューティング
環境が整ってきた．しかしながら，入力インタフェース，と
りわけ文字入力に関してはさまざまな手法やデバイスが提
案されているが，入力速度が遅い，習熟に時間を要するなど
の問題点があり，普及には至っていない．本研究ではすでに
ユーザが習得しているフルキーボードにおけるタッチタイピ
ングの技能を用いて，フルキーボードと同等の入力速度を実
現するウェアラブル文字入力インタフェースを提案する．

2 関連研究
これまでに提案されている主な文字入力方式とウェアラブ

ル文字入力に求められる要素を表 1に示す．Fullは通常の
キーボードを腰などに装着して利用する場合を想定してい
る．腕に装着可能な小型キーボードWristPC Keyboard1が
Tek Gear社から発売されているが，通常のキーボードと比
較して装着性が高い反面，操作性は低下する．Halfはカナ
ダのMitias社から発売されている左半分のキーボード Half

keyboard2 を腿などに装着して利用する場合を想定してい
る．Shiftキーによって左右反転させることで右半分の文字
入力も可能となる．左半分のキーの打鍵時間間隔から右半
分のキー数を推測して文字入力を行う手法 [1]も提案されて
いる．Twiddler3は Tek Gear社から発売されている片手文
字入力デバイスである．12個のボタンが配置されており，2

回のボタン押下の組合せで任意の文字を入力できる．また，
手袋型のインタフェースもさまざまなタイプが提案されてい
る．例としてGAUNTLET4は手のひら側の指の各節に接触
センサを搭載し，指で接触することで位置に応じた文字が入
力できる．他にも，福本らの FingerRing[2]は指の振動から
指が物体に触れたことを検出し，接触する指の組合せで文字
入力を行う．さらに，慣性センサを内蔵したデバイスを指や
手首に装着し，手で文字を描くジェスチャ入力や，マイクを
用いた音声認識による入力も存在する．
ウェアラブル文字入力に求められる要素を以下に述べる．

【装着性】身体に装着しても日常動作を妨げない．【即時利
用性】入力するためにデバイスを取り出したり，機器を使用
する準備をしなくて良い．【アイズフリー性】入力開始時お
よび入力中に手元を見なくて良い．【入力完全性】人名や擬
音語など辞書に掲載されていないような語を正確に入力で
きる．【導入容易性】入力方式を習熟するのに時間がかから
ない．【入力速度】単位時間あたりの入力文字数や入力単語
数が多い．疲労などによって入力速度が落ちにくい．【秘匿
性】入力した語を周囲に知られない．【社会性】周囲に迷惑
をかけない．
このように各入力方式は一長一短である．装着性を上げる

ために小型化すると操作性が下がり，即時利用性，アイズフ
リー性，入力速度が低下する．また，低下した性能を補完す
るために特殊な符号化を行ってしまうと入力方式が難しくな
り，導入の敷居が高く，習熟に時間を要することになる．

1http://www.tekgear.com/black-wristpc-keyboard.html
2http://matias.ca/halfkeyboard/
3http://twiddler.tekgear.com/
4http://gauntletkeyboard.com/

表 1: 文字入力インタフェースと求められる要素
Full Half Twiddler Glove Soft Gesture Voice

装着性 × △ △ ⃝ △ ⃝ ⃝
即時利用性 × △ △ ⃝ △ ⃝∗ ⃝∗

アイズフリー性 △ △ ⃝ ⃝ × ⃝ ⃝
入力完全性 ⃝ △ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ △
導入容易性 ⃝ △ × × ⃝ ⃝ ⃝
入力速度 ⃝ △ △ △ ⃝ △ ⃝∗

秘匿性 △ △ ⃝ ⃝ △ × ×
社会性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ × ×
∗ 実装による

… …

like

… …

図 1: 提案システムの構成

表 2: 指使いのパターンと割り当てられる単語数
言語 単語数 指使いパターン 最大割当単語数 平均割当単語数
英語 64587 61514 3 1.05

3 提案手法
ウェアラブル環境における文字入力を考えると，装着性，

即時利用性，アイズフリー性は必須の要素である．また，入
力速度についてもフルキーボードに近い性能を求めたい．し
かし，キー数を削減したデバイスや手袋型デバイスでは 26

種類のアルファベットを表現するためには，指使いと文字を
対応付ける特殊な符号化が必要となり，楽器のように導入の
敷居が高く，習熟に時間を要する．本研究では，図 1に示す
ように，既にキーボード入力で習得しているタッチタイピン
グ技能を用いて指使いと文字を対応付け，辞書を用いて入力
された単語を推測する手法を提案する．辞書に登録されて
いない単語は入力できないため，入力完全性は失われるが，
日常的な言葉遣いであれば問題とならないと考えている．ま
た，デスクトップ環境において入力された語を学習して辞書
を構築すれば，人名などのユーザ特有の語にも対応可能であ
る．さらに，キーボードで入力可能な言語全てに対応可能で
ある．表 2に英単語リストから辞書を作成した際の指使いパ
ターンと単語の関係を示す．一般的に用いられる約 64,000

語の単語のうち，同じ指使いで入力される単語は最大で 3個
であり，容易に所望の入力単語を選択・決定できる．

4 おわりに
本稿では，タッチタイピング技能を用いたウェアラブル文

字入力インタフェースを提案した．今後は，さまざまな環境
において文字入力速度を評価し，多言語対応を行う．

参考文献
[1] 片山拓也ら: 片手用キーボードによる打鍵間隔を活用し
た文字入力手法, 情報処理学会論文誌, Vol. 54, No. 4,

pp. 1667–1676 (2013).

[2] Fukumoto, M. el al.: “Body coupled FingerRing”:

Wireless Wearable Keyboard, Proc. of CHI ’97, pp.

147–154 (1997).
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深度センサを用いた指先追跡に基づくウィンドウ操作システムの実装と評価

李 俊穆 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
コンピュータ使用時に複数のウィンドウを操作するために

は，マウスなどを用いてフォーカスを切り替える必要がある．

しかし，マウス操作のためにキーボードのホームポジション

から手を離す動作は，タイピングとマウス操作の頻繁な切

替えが求められる状況において煩わしく感じられることが

多い．キーボードのホームポジションに手を置いたままタッ

チパッド操作ができるシステム [1]が提案されているが，別

ウィンドウを操作にフォーカスの切替えが必要であることは

解決できていない．本研究では，複数のウィンドウを交互に

操作する状況における精神的負荷の少ないウィンドウ操作を

実現するため，深度センサを用いてキーボード上における指

先追跡を行う手法と，指先ジェスチャをウィンドウ操作とし

て利用する手法を提案する．

2 提案システム
2.1 指先の認識手法

SoftKinect社の深度センサ DepthSense325を用いてキー

ボード上の指先追跡を行う．深度センサをキーボード全体が

映るよう取り付け常時距離画像を取得し，深度が前フレーム

より低くなった場所のみを記録した差分データを取得する．

次に指先の座標を取得するために，深度が低くなった領域の

中で最も深度が低い点を探し，最低深度点と定義する．指を

一本のみ伸ばして動かすと差分データにはその指のみ記録

され，その中で深度が最も低く現れる指先が最低深度点とな

る．深度センサに映るユーザの手のカラー画像と指先を認識

し赤い点で表示している距離画像を図 1に示す．

2.2 ウィンドウ操作手法

前節の手法で取得した指先の位置情報をウィンドウ操作に

用いる．本システムの状態変移図を図 2に示す．ジェスチャ

操作をする時としない時を区別するために「無変換」キーを

「ジェスチャ認識キー」とし，ジェスチャ認識キーを押して

いる時のみジェスチャを認識する．図 2の「タイピングモー

ド」とはジェスチャ認識せずアクティブウィンドウでタイピ

ングする状態である．ジェスチャ操作をするときはタイピン

グモードであらかじめ指を上げておき，ジェスチャ認識キー

を押すことで「ジェスチャ認識モード」となり，指先の動き

をジェスチャとして受け入れる．ジェスチャ認識モードから

指を上下に動かすと「スクロールモード」となり，サブディ

スプレイの画面を上下にスクロールする．ジェスチャ認識

モードから指を左右に動かすと「ウィンドウ選択モード」と

なり，サブディスプレイにGoogle Chrome，Adobe Reader，

メモ帳の 3つのアプリケーションを横に並べ，指を左，真ん

中，右に動かしジェスチャ認識キーを離す時に指が向いてい

る方向のウィンドウをサブディスプレイに全体化させる．

3 評価実験
タイピング操作とポインティング操作の頻繁な切替えが求

められる状況において，マウスおよび提案手法を用いた場合

の操作時間と精神的負荷を評価した．被験者にはサブディス

プレイに全画面表示で重なっている 3つのウィンドウに書か

れた文書を，マウスもしくは提案手法を用いてウィンドウ切

替え操作やスクロール操作をしながらメインディスプレイに

タイピングさせ，ウィンドウ切替えや画面のスクロールに要

指先

カラー画像 距離画像

図 1: キーボード上の手のカラー画像と距離画像

ジェスチャ認識キーを離す

ジェスチャ認識キーを離す

ジェスチャ認識

キーを離す

ジェスチャ認識

キーを押す

指を上下に

動かす

指を左右に

動かす

スクロールモード

ウィンドウ操作モード

ジェスチャ認識モードタイピングモード

図 2: 状態転移図

表 1: 各被験者の操作時間
操作手法 A B C D E F 平均値

マウス 41 41 35 47 33 42 39.8
提案手法 28 24 39 31 29 34 30.8

表 2: 各被験者の NASA-TLX点数
操作手法 A B C D E F 平均値

マウス 51.3 28 37.7 48.3 58.3 64.3 48
提案手法 27 27.3 38.3 16.7 37.7 46.3 32.2

した時間を測定した．上記の手順を従来手法であるマウス操

作と，提案手法で１回ずつ行った．また，実験後，主観的作

業負荷尺度のNASA-TLXを用いて各手法の精神的負荷の測

定を行った．被験者は日常的に PCを利用する 21歳～25歳

の男性 6人で，平均年齢は 22歳である．

各被験者のマウス操作および提案手法のジェスチャ操作

に要した時間を表 1，NASA-TLX点数を表 2に示す．実験

結果，操作時間はマウス操作で平均 39.8秒であった．提案

手法では 30.8秒であり，マウス操作と約 22%の差があった．

NASA-TLX点数はマウス操作で平均は 48であった．提案

手法では 32.2であり，マウス操作と 15.8の差があった．操

作時間，NASA-TLX共に有意水準 5%の分散分析を行った

結果有意差があった．この結果から，提案手法は非アクティ

ブウィンドウを操作するためにキーボードから手を離す時間

を節約でき，提案手法の精神的負荷はマウス操作より低く，

被験者は提案手法を楽に感じたと考えられる．

4 まとめと今後の課題
本研究では，深度センサによる指先追跡を用い，キーボー

ド上における指先ジェスチャをウィンドウ操作命令として利

用するシステムを提案した．提案手法を実装し，マウスおよ

び提案手法を用いた場合の操作時間と精神的負荷について

の実験を行った結果，提案手法を用いることで操作時間およ

び精神的負荷が有意に減少することが明らかとなった．今後

は，被験者の数を増やしマウス操作と提案手法の精神的負荷

の長期的な評価実験を行い，有意性を検定する予定である．

参考文献
[1] J. Rekimoto: ThumbSense: automatic input mode

sensing for touchpad-based interactions, CHI ’03 Ex-

tended Abstracts on Human Factors in Computing

Systems (CHI EA ’03), pp. 852–853 (Apr. 2003).
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競技かるたにおける手首のモーションデータに基づく札取得タイミングの推定

山田浩史 (神戸大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
競技かるたは小倉百人一首かるたを用いて，一般社団法人

全日本かるた協会が定めた規則に則って行う対人競技であ
る．100枚の取り札のうち 50枚を使用し，お互いがその中
から 25枚ずつ取り，縦 3段，横 16枚分の範囲の自分の陣地
（以降，自陣）に任意に札を並べた後，15分間の暗記時間が
設けられ，その後競技が開始される．取るべき札に先に手が
触れた競技者が札取得者となり，自陣の札を取った場合その
札が 1枚減る．相手の陣地の札を取った場合，自陣の任意の
札を 1枚相手に送ることができる．これを繰り返し，自陣の
25枚の札を先に 0枚にした方を勝者として，競技は終了す
る．また，競技かるたは基本的に審判がつかない状態で行わ
れるため，札取得者の判定は，競技者間で行う．しかし，札
取得の時間差は数十ミリ秒程度であるため，目視で判定がで
きず，口論になることも多い．これを解決するためには，札
の取得者を客観的に判定しなければならない．高速な動作の
判定にはビデオ判定が考えられるが，競技かるたでは複数の
試合が同時に行われるため，設置のコストを考えると適して
いない．そこで本研究では，競技者の手首に加速度，角速度
センサを装着し，札取得の動作（以降，払い）を行った際の
データを取得する．取得データから，札取得タイミングを推
定する 2種類手法を提案し，それぞれの性能を評価する．

2 提案手法
札取得タイミングを推定するために求められる要件とし

て，数十ミリ秒単位の記録が可能な時間精度が必要になる．
また，競技かるたにおいて，競技者は手首より先にものをつ
けてはいけないという点に気を付ける必要がある．そこで，
提案手法では競技者は図 1に示すように手首にサンプリン
グ周波数が 50[Hz]の 3軸加速度センサと 3軸角速度センサ
を装着し，払いの際に得られたデータをもとに判定を行う．

2.1 正解データの取得
事前に払いのデータを採取しておき，正解データとして記

録する．ただし，センサデータの波形からは手が札に最初に
触れた瞬間の正確な時刻（以降，札取得タイミング）はわか
らないため，札の下に加速度センサを設置し，札が動いた瞬
間の時刻を正解データにメタデータとして付与する．この札
の下のセンサは正解データ採取時のみ必要であり，競技中は
不要である．そして，競技中の競技者の払いのデータ（テス
トデータ）と正解データと比較し，札取得タイミングを推定
する．正解データとテストデータを比較する手法として以下
に示す 2種類の手法を提案する．

手法 1: 特徴量に基づく手法
正解データの札取得タイミングを中央とする 40ミリ秒の

ウィンドウから 3軸加速度，3軸角速度それぞれ各軸につい
て最大値，最小値，分散値，および札取得タイミングにおけ
る 3軸角度，計 21種類の特徴量を算出する．各特徴量はス
ケールが異なるため平均 0，分散 1に正規化を行う．また，
テストデータでは 3軸加速度の合成値の変化から払い動作
の開始と終了を検出し，その間に 40ミリ秒間のウィンドウ
を設け，同様に特徴量を算出し，各正解データの特徴量との
ユークリッド距離を求める．テストデータのウィンドウを払
い動作の開始から終了までスライドさせることでユークリッ

�軸加速度，
角速度センサ

��������	
�

�軸加速度，角速度センサ

図 1: 正解データ作成の様子

表 1: 被験者毎の札の取得タイミング誤差
被験者 A B C

提案手法 手法 1 手法 2 手法 1 手法 2 手法 1 手法 2

取得タイミング 平均 13 8 100 37 80 32
誤差 [ms] 最大 160 120 340 380 460 400

ド距離の値は変化し，最小値を取るウィンドウの中央の時刻
を札取得タイミングとする．

手法 2: 波形マッチングに基づく手法
テストデータと全正解データとのDTW (Dynamic Time

Warping)距離を計算する．DTWとは非線形時間圧縮を行い，
時系列データの距離を計算するアルゴリズムである．DTW

距離が最小となる正解データの札取得タイミングと一致する
テストデータの時刻を札取得タイミングとする．テストデー
タ上の複数の点と一致する場合は最も若い時刻を採用する．

3 評価
3.1 評価環境
競技かるた歴 3年以上の 1名の被験者 Aと競技かるた歴

1年以上の 2名の被験者 B，Cから払いデータを札を置く可
能性のある 96箇所について各箇所 10回ずつ収集した．被験
者 Aの計 960個の札取得タイミングの情報を含んだデータ
を正解データとして，被験者A，B，Cの各データの札取得
タイミングを提案手法で推定した．タイミングの評価指標と
して，平均タイミング誤差と最大タイミング誤差を求めた．
ただし，被験者 Aのデータを推定する際は，そのデータは
正解データから除外する．

3.2 結果
結果を表 1に示す．被験者 Bの誤差の最大値以外のすべ

ての結果において手法 2が手法 1を上回った．これは，手
法 2は波形マッチングを行い動作全体で正解データと比較
しているが，手法 1は特徴量変換しており，特徴量の選択が
正しくなかったためであると考えられる．テストデータと正
解データが同じ被験者である Aは他の被験者より優れた結
果となった．実際の試合では事前に全競技者から正解データ
を採取することは現実的ではないため，被験者B，Cの結果
が重要となる．被験者 B，Cの平均誤差は手法 2で 40ミリ
秒以下となり，実際の競技者間の払いタイミングの差が数十
ミリ秒程度であるため，提案システムで札取得者を判定でき
ると考えられるが，最大誤差が 400ミリ秒程度であるため，
最大誤差を小さくする必要がある．

4 まとめと今後の課題
本研究では，かるた競技者の手首に 3軸加速度，角速度セ

ンサを装着し，札取得タイミングを推定する手法を 2つ提案
し，検討した．今後の課題として，札取得タイミングの誤差
を削減するために，札の場所情報の利用や 2手法の併用を検
討する．
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触覚提示に基づくドラム演奏支援技術の確立に向けて

菅家浩之 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JST さきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
ドラムは両手両足を使用する楽器であるが，ドラム初学者

は手足を異なるタイミングで動作させることに慣れていな
いため，手足が連動して動くといった傾向がみられる．これ
はドラム初学者が初めて演奏するフレーズに対し，叩打する
タイミングの感覚を経験していないため，演奏で手足を動
作させる順序がイメージできないためであると考えられる．
これまでのドラム演奏学習支援として，五線譜を拍ごとに分
割し，使用する手足を拍ごとに教示する手法 [1]が提案され
てきたが，視覚情報だけでは演奏者は手足の叩打順序を直接
触覚として体感できないため，手足のコンビネーションをイ
メージすることが難しい．また，ピアノ演奏において打鍵す
る指を振動させることで学習支援を行うシステム [2]が開発
されてきたが，手足への触覚提示を必要とするドラム演奏へ
の適用は考慮されていない．したがって，ドラム初学者は効
率的に学習を行うために，予め手足を動かすタイミングを知
覚し，演奏フレーズの叩打順序を理解する必要がある．
そこで本研究では，ドラム演奏者に叩打順序を予め触覚情

報として提示することで，ドラム学習の効率化を図る手法を
提案し，有用性の検証を行った．

2 触覚提示システム
本研究ではドラム演奏者に手足の叩打順序を触覚提示する

システムを構築した．システム構成を図 1に示す．提案シス
テムはホスト PC，マイコン，4個の振動アクチュエータで
構成され，ホスト PCで設定した 1小節のドラムシーケンス
のMIDIメッセージをマイコンへ送信し，振動アクチュエー
タを制御する．ドラム演奏者は両手両足に振動アクチェータ
を装着し，ドラムシーケンスの音声に同期して触覚提示を受
ける．

3 評価
提案手法の有用性を検証するために提案システムを用いて

評価実験を行った．評価実験では，被験者が課題フレーズに
対して従来手法および提案手法を用いてドラム学習を行い，
各手法を適用した場合の学習時間を調査した．被験者は楽器
演奏未経験の大学生 4名である．従来手法では課題フレーズ
の音声と音声に同期し，叩打すべき楽器を表示する電子譜面
を用いて学習した．提案手法では音声および提案システムに
よる触覚提示を用いて学習を行った．実験において図 2に示
すハイハット，スネアドラム，バスドラムで構成された 2種
類の課題フレーズ用意し，演奏テンポは 90bpmとした．評
価実験では被験者が課題フレーズを 4回繰り返して演奏で
きるまでに要した学習時間を測定した．被験者A，被験者B

は従来手法を用いて課題フレーズ 1を学習し，提案手法を
用いて課題フレーズ 2を学習した．被験者 C，被験者 Dに
は従来手法に課題フレーズ 2，提案手法に課題フレーズ 1を
設定した．被験者 A，被験者 Cは従来手法の課題フレーズ，
提案手法の課題フレーズの順で学習した．被験者B，被験者
Dは逆の手順で実験を行った．また，被験者は初めてドラム
を演奏するため，評価中の演奏の慣れから各フレーズを学習
する順番によって学習時間に影響が生じると考えられる．こ
のため，被験者は課題フレーズの学習を行う前に図 2に示す
練習フレーズを演奏できるまで練習を行った．
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図 1: システム構成
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図 2: 練習フレーズおよび課題フレーズ

表 1: 学習時間
練習フレーズ 課題フレーズ 1 課題フレーズ 2

被験者 A 9 12 5

被験者 B 14 15 7

被験者 C 4 11 8

被験者 D 28 40 21

各被験者の各フレーズごとの学習時間を表 1に示す．表に
おける灰色のセルは提案手法を用いた場合の学習時間，白色
のセルは提案手法を用いた学習時間を分単位で示している．
評価結果より分散分析を行ったが，従来手法と提案手法に

おいて有意差は見られなかった．このため，音声と触覚提示
のみでの学習方法は有効性が低いと考えられる．従来手法に
おいて被験者は譜面を使うことでフレーズ全体の構成を把握
し，次に何を叩打すべきか確認する傾向にあった．提案手法
では被験者は演奏前に手足のコンビネーションを把握するた
めに振動提示を利用していた．しかし，音声と触覚提示での
学習では叩打動作の準備ができないためフレーズの全体像を
理解するのに苦労する傾向がみられた．したがって，触覚提
示のみでの学習支援では学習の効率化は難しいが，演奏を行
う前のツールとしては有効であり，視覚情報と組み合わせて
学習することで有用性があると考えられる．

4 おわりに
本研究では触覚提示に基づくドラム演奏の学習支援手法を

提案した．評価実験より触覚提示と音声を用いた学習支援に
おいて有用性は見られなかった．今後は触覚提示と視覚提示
を組み合わせた学習支援による有用性の検証や楽曲に基づく
触覚提示を行うシステムの生成を行う予定である．

参考文献
[1] 高橋治輝ほか, 楽譜断片から始めるドラム練習, インタ
ラクション 2013, 3EXB-46, pp. 756–761 (2013).

[2] K. Huang, et al., Mobile Music Touch: Mobile Tactile

Stimulation For Passing Learning, Proc. of CHI 2010,

pp. 791–800 (2010).
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ライブ会場での腕振り動作を促進するLEDライトシステムの提案

磯山直也 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 はじめに
近年，音楽業界では，音楽パッケージの販売数は減少傾向

にあるものの，ライブやイベントへの観客動員数は増加して
いる．ライブでは観客を楽しませるために，様々な凝った演
出が行なわれており，これまでの音響や照明に加え，現在で
は映像投影やレーザーが演出の一要素として一般化しつつあ
る．次の要素として注目を集めているのは，RippleLight[1]

やXylobands[2]，PIXMOB[3]のような観客が持つペンライ
トやリストバンドを光らせるといった演出である．これらは
無線で制御され，音楽や位置に合わせて点灯や色が変化す
る．しかし，観客が色を指定できるものもあるが，演出の多
くをシステム構築者によって制御され，観客にとっては受動
的なものとなっている．また無線を制御するための機器が必
要となり大掛かりなシステムとなったり，他の無線との衝突
が無いかテストが必要となったりする．
そこで本研究では，装着者の動きに合わせて点灯させる

ことで，観客にライブに参加していると感じさせ，新たな楽
しみを与えられる LEDライトシステムを提案する．手を動
かすことで点灯を変化させるが，激しく振る，手を叩く等に
よって段々と光量が増すいった演出も行なう．

2 提案システム
提案システムはライブハウスやコンサート会場での使用

を想定しており，観客のできる行動は限られているため，手
を使った動きのみで点灯が変化するシステムにする．システ
ムには LEDを搭載し，手で持って使うことのできるペンラ
イト型と，手首に巻いて装着できるリストバンド型の両方を
提案する．常時点灯していて，観客の動きに合わせて点灯パ
ターンが変化する機能のほかに，観客が手を動かすことを促
進するために，手を動かしていると光量が増し，動かしてい
ないと光量が減る機能ももたせる．現在のライブでも観客は
出演者を応援したい，参加したいという思いから手を動かし
ているが，その際によく見られる「手を振り上げる」「拍手
する」「テンポに合わせて手を叩く」等の動作を対象とする．
動かなければ光が弱く，激しく動くほど光が強くなっていく
ことで，観客は応援したい思いから使用中にさらに激しく動
くようになると考えられる．これにより，俯瞰して見ると客
席が盛り上がって見え，観客個人についても激しく動いたこ
とにより，無意識の内に満足感を得られていることを狙う．

3 実装
図 1 に示すリストバンド型のプロトタイプを作成した．

LEDは連結しながら個別に制御できるWS2812Bを 8個連
ねて使用する．動きを認識するためのセンサとして，加速度
センサと角加速度センサを搭載し，マイコンにArduino pro

miniを用いてセンサデータを処理して，LEDを点灯させる．
また，スライドスイッチを 3つ装着し，それらの ON/OFF

の組合せにより設定できる 8種類の状態それぞれに異なる機
能を対応させている．バッテリには容量 110mAhのリチウ
ムイオンポリマー電池を用いる．制御基板とバッテリを入れ
るケースの大きさは 33.2×36.2×11.2mmである．
以下にプロトタイプにおいて実装した 3つの機能を示す．

これらの機能はスライドスイッチを切り替えることでどれを
用いるかを変更できる．

図 1: LEDライトシステムのプロトタイプ

(a) 腕の切り返し (b) 腕の振り上げ (c) 拍手

図 2: 認識する腕の動き

腕の切り返し: 腕の方向を軸として，ロールの方向へ腕を素
早くひねって 1往復させると，常時点灯している色が切り替
わる (図 2(a))．動作の認識にはロール方向の角加速度を用
い，生データの絶対値が閾値を正負の両方でそれぞれ 1秒以
内に超えると行動したと認識する．閾値を最初に正と負のど
ちらで超えたかにより左右のどちらにひねったかを認識し，
点灯色の切り替えに利用する．

腕の振り上げ: 腕方向の加速度 10データ毎の分散値を計算
し，その値が閾値を超えるごとに LEDの光が強くなる (図
2(b))．閾値を超えないと徐々に光は弱くなり，手を下げて
いると光が弱くなるのが早くなる．

拍手: 手の平から甲方向の加速度 10データ毎の分散値を計
算し，振り上げの仕様と同じようにその値が閾値を超えるご
とに LEDの光が強くなり，超えないと弱くなる (図 2(c))．

4 おわりに
本稿では，ライブ会場での観客が持つペンライトやリスト

バンドを，観客の動きに合わせて光るようにし，その光り方
を調整することで観客が活発に動くように促進することを
狙った LEDライトシステムを提案し，実装を行なった．
今後は，制御基板の小型化や，リストバンド型を装着し

やすいデザインへの変更を行なう．またスライドスイッチに
より機能の変更を行なっていたが，地磁気センサを搭載させ
て，その場で 1回転したら切り替わる等，体を動作させて変
更できるようにし，その動作が自然となるような演出につい
ても検討していく．本システムでは無線を使わずに使用でき
るようにしたが，無線と組合せることで演出の幅が広がるた
め，併用についても探っていく．テンポよく手拍子をしてい
ると明るくなっていく等の内蔵センサだけでできる機能につ
いても増やしていき，実際に観客の動きに変化があるかを調
べるためにも実運用を積極的に行なっていく．

参考文献
[1] RippleLight: http://www.ripple-light.com/.

[2] Xylobands: http://www.xylobands.com/.

[3] PIXMOB: http://pixmob.com/.
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芸能界における IT技術の活用

柳沢 豊（m++）
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暗記学習用替え歌自動生成システムのための韻に基づいた歌詞割当て手法

伊藤悠真 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
暗記学習の一般的な手法の 1 つとして替え歌を用いる手

法がある．これまでにさまざまな暗記学習システムが開発さ

れているが，暗記用替え歌の一般的な生成手法や自動で生成

するシステムは筆者らの知る限り確立されていない．よって

本研究では暗記学習のための替え歌自動生成システムの構築

を目的とする．提案システムは，替え歌の元となる楽曲を保

持しており，学習者が入力した暗記したい項目が，いくつか

の曲の歌詞に割り当てられて替え歌として出力される．筆者

らは暗記したい項目と楽曲の割当て手法として，歌詞のリズ

ムと入力された単語のモーラ数を用いて，生成された替え歌

が元の楽曲と近くなるような手法を提案してきた [1]．本研

究では，生成された替え歌が元の楽曲と近くなる別の手法と

して歌詞と単語の韻を用いる手法を提案する．

2 韻に基づいた割当てアルゴリズム
本研究では，楽曲の歌詞の文節ごとに入力された単語リス

トの各単語を割り当てる．どの文節がどの単語に割り当てら

れるかのアルゴリズムは文献 [1]で提案しているアルゴリズ

ムを用いる．

本稿では，ある文節とある単語がどのように割り当てられ

るかを決定する割当てアルゴリズムについて説明する．まず，

歌詞中のn番目の文節と単語リスト中のm番目の単語をモー

ラの系列として，それぞれ Sn,i(1 ≤ i ≤ In)，Wm,j(1 ≤ j ≤
Jm)と表す．韻とは母音と子音の一致度と言い換えることが

でき，国際的な音声記号を定義している IPA(International

Phonetic Alphabet)[2]に基づいて定義する．本研究では，こ

の一致度を距離関数とし，DPマッチングに基づいて単語中

のどのモーラを文節中のどのモーラに割り当てるかの手法を

提案する．割り当てた結果，1つのモーラに複数のモーラが

割り当てられた場合，音符を分割することで最終的な割当て

を決定する．ここで，音符を分割した際に音符の長さが 16

分音符よりも短くなってしまう場合は，その音符が聞き取

りづらくなってしまうため，そのような場合を避けるように

DPマッチングで通常用いられる累積コストに以下の条件を

加える．

1. 現在地 (Sn,i,Wm,j)までの経路において Sn,iに割り当

てられているモーラの数X をカウントする．

2. X が Sn,iに割り当てられている音符の長さを 16分音

符の個数で表した値より大きい場合，その場所の累積

コストを無限大に設定する．

図 1に提案するアルゴリズムの模式図を示す．図 1の行を

歌詞のモーラ，列は単語のモーラを示し，最終的に決定され

た経路を赤丸および赤矢印で示してある．図 1において累積

コストが無限大の箇所はバツ印で表している．これによって

母音と子音の一致度を最大限考慮しつつ，1つの音符に割当

てが集中しすぎない割当てができる．

3 評価実験
3.1 実験方法

被験者には 10個の薬の名前がランダムに並んだ単語リス

トを従来手法（視覚情報のみでの暗記法）と提案手法（替え

個

個

図 1: 韻に基づいた割当てアゴリズム

表 1: 実験結果

従来手法 提案手法

被験者 1 1 6

被験者 2 3 3

被験者 3 0 6

被験者 4 8 9

平均 3.0 6.0

標準偏差 3.08 2.12

歌を用いた暗記法）で暗記できるまで暗記してもらい，その

後，7日後に憶えている単語を記述してもらった．被験者に

はいずれの手法においてもできる限り単語リストの順番通り

に暗記してもらうように指示し，解答時には 10個の解答欄

が書かれた解答用紙に解答してもらった．被験者は日本語を

母国語とする 21歳から 25歳の電気電子工学を専攻する学

生 4名で，実験に用いた薬の名前は知らない．

3.2 結果と考察

表 1に結果を示す．表 1に示す値は解答欄と解答が両方正

解しているものの個数である．表 1において，被験者 2を除

く 3名の被験者は提案手法のほうが暗記できている数が多い

結果となった．特に被験者 1および被験者 3に対して提案手

法がよくはたらいたといえる．これらの被験者によると，従

来手法は詰め込んで暗記するしか方法がなかったのに対し，

提案手法ではメロディの情報が追加されたことで，フレーズ

を手掛かりに思い出せたとコメントしており，提案手法の有

効性を裏付けるものである．被験者 4は従来手法での暗記に

おいて，単語リストを数個ずつのブロックに分け，ブロック

ごとで完璧に暗唱できるまで暗記し続けたと述べており，被

験者自身の独自の手法を実践していたことが，提案手法との

差があまりでなかった要因であると考えられる．被験者 2は

提案手法での解答時に暗記した歌をど忘れしてしまったと述

べており，従来手法と同等の結果となった．今後は，数日か

けて暗記する，被験者数を増やすなどの課題が挙げられる．

参考文献
[1] 伊藤悠真, 寺田 努, 塚本昌彦: 暗記学習のための替え歌

自動生成システム, インタラクション 2014論文集, pp.

9–16 (2014).

[2] International Phonetic Association: Handbook of the

International Phonetic Association: A Guide to the

use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge

University Press (1999).
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大規模授業における授業補助者の行動分析 

江木啓訓（神戸大学） 

 

1. はじめに 

本稿では，百名を越える履修者を対象として教室で行われ

る大規模授業を対象とする．近年，このような規模の授業に

おいても，アクティブラーニングやグループ学習といった形

態の導入が進められている．その際に，ティーチングアシス

タント(TA)の協力による運営を行っている事例がある．教員

の補助作業だけではなく，受講学生の進捗確認や大学院生・

既履修者の立場からの助言，ICT を活用した授業の運営補助

など，TA の役割は多岐に渡るとともにその重要性が高まっ

ている． 

このような背景を踏まえて，TA がウェアラブルカメラを

使用することによる活動の分析を試みた．大規模授業におい

ては，教員から TA への指示だけではなく，TA が授業の進行

や学生の様子を見て気づいた点を共有することによって，教

室全体での学生の状況を把握するとともに，より良い授業の

実施につなげることが可能である．本稿では，ウェアラブル

カメラを装着することによって TA の視野映像を取得し，大

規模授業の実施における活用の可能性について検討する． 

2. ウェアラブルカメラを用いた映像取得 

大規模授業の対象とした授業は，A 大学 B 学部で 2013 年

度に開講された情報社会とキャリアデザインに関する第 7 回

目の授業であり，毎回百数十名が出席している． ウェアラブ

ルカメラは Looxie2 HD を用いた．TA として授業に参加す

る 4 名全員が右耳に装着して，授業中の視野映像を取得した． 

TA はおおまかな役割の分担を行っている．表 1 に TA と

しての経験年数と役割を示す．本授業では Twitter を授業内

容に関する記録や，学生からの質問の受付に活用しており，

授業記録の投稿や内容の確認も TA の業務に含まれている． 

 

 

3. TAの視野映像の分類 

ウェアラブルカメラで撮影した映像をもとに，TA がどの

ような行動をとっていたかを分類して集計する．授業開始か

ら 43 分 17 秒経過までを分析対象とした(合計 2598 秒)．講

義と学生の発表が中心であり，今回はグループワークなどの

活動は含まれていない． 

授業中の TA の行動を分類するにあたり，目的に応じて「教

室内での位置」「移動・静止・着席などの身体的状態」「業務

に関わる身体動作」といった複数の要素を考慮する必要があ

る．今回は視野映像から推定できる状況を探索的にリストア

ップし，以下の 7 項目に分類した．毎秒の静止画をもとに手

動で行った．分類の結果を TA 毎に集計したものを図 1 に示

す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：ウェアラブルカメラ映像の分類結果 

 

4. 結果と今後の課題 

分類した視野映像の傾向から，TA1 はプリント配布・学生

対応，TA3 は PC・スマートフォン操作，Twitter 確認の割合

が高いなど，TA は概ね事前の役割分担に応じて行動しつつ

も，必要に応じて会話や相談を行っていたと考えられる． 

視野映像を TA 本人に提示したところ，「自分が授業中に動

いたり見たりしている状況を客観的に知ることができた」と

いった意見が得られ，活動の振り返りを促す可能性が示唆さ

れた．今後，視野映像からの TA の行動の分類指針の策定や，

授業担当者へのニーズ調査とフィードバックの方法，分類の

自動化や他センサとの組み合わせといった点について検討す

る必要がある．また，TA 間の連携や助言が判断できる一方

で，プライバシーに配慮した活用を検討する必要がある． 

表 1 授業に参加した TA 

TA 経験年数・大まかな役割 

TA 1    1年目・資料配付と学生対応 

TA 2    4年目・TA統括と教員補助 

TA 3    1年目・Twitter授業記録投稿 

TA 4    2年目・授業記録メモ作成 
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鉄道模型を用いた運転体験システムのための線路形状把握および実写映像検索手法

田中裕人 (神戸大) , 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ) , 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
鉄道ファンの多くが感じる鉄道の魅力とは複雑なメカニズ

ムが機能的なフォルムに詰め込まれ，人工及び自然の環境の
中に溶け込みながら機能性を発揮するさまの美しさであると
考えられる．鉄道ファンは様々な形でそれを直接または間接
的に楽しむ方法を生み出してきた．例えば撮り鉄は機能美を
列車で，環境である自然や人工物を背景にカメラを通して楽
しんでいる．
これまで筆者らは，環境をジオラマと実車（実際の列車）

の前面展望映像で，機能美を模型列車で再現する鉄道模型の
新たな楽しみ方 [1]を提案してきた．この研究では線路形状
の把握に実車の前面展望映像を用いた．本研究ではあらか
じめ緯度・経度の情報を用いて日本全国の線路形状の把握を
行っておき，実車の前面展望映像から線路の形状を抽出し，
先ほどの線路形状とマッチングを行うことによって，映像が
どこで撮影されたものであるのかを判別できるようにするこ
とを目指す．また，鉄道模型を走行させることによって得ら
れたセンサ値から抽出した線路形状に対して先程と同様に
マッチングを行うことによって，重ね合わせる実車の前面展
望映像の検索を容易にすることを目指す．

2 設計
2.1 緯度・経度の情報から線路形状を推定
実車の前面展望映像はフレーム毎に右カーブ，左カーブ，

直線といった線路形状を推定している．そこで，緯度・経度
の情報からも線路形状を推定する．これにより，線路形状の
マッチングが容易になると考えられる．緯度・経度の情報に
ついては，OSM(Open Street Map)[2]から得ることができ
るためこれを用いることを目標とする．今回はグーグルマッ
プの緯度・経度から推定する．
図 1に示すように連続する 3点があるとする．AB間につ

いては線路形状は既知で，BC間について線路形状を求めた
いとする．AB間およびBCの直線の傾きをそれぞれ s1，s2

とするとそれぞれ

s1 =
NB −NA

EB − EA
， s2 =

NC −NB

EC − EB
(1)

で求められる．図 1においてこの傾きを比較すると s2 < s1

で減少しているため，AB間が右カーブであることがわかる．
考えられるAB間の向きを図 2に，線路形状の決定条件を表
1にそれぞれ示す．

2.2 実車映像の検索
緯度・経度の情報から線路形状が得られたとする．実車の

前面展望映像からそれがどの区間で撮影されたのかを推定
するには緯度・経度から得られた線路形状とのマッチングが
必要になる．今回はDTW（dynamic time warping）を用い
る．DTWを用いることで前面展望映像の列車の速さを考慮
することなく比較ができる．
ある 8つの駅間についてグーグル マップから得られた線

路形状と実車の前面展望映像から得られた線路形状の比較に
DTWを用いてマッチングを行った．結果を表 2に示す．
c,dの区間が大きく異なる値をとっているのは，駅構内の

緯度・経度の情報が正確に取得できなかったことや，取得す

A（NA，EA）

B（NB，EB）

C（NC，EC）

図 1: 3点の座標と位置関係

case2case1 case3 case4

case5 case6 case7 case8

A

B

A
A

A

A A

A
A

B

B

B

B B
B

B

図 2: 考えられるAB間の向き

表 1: 線路形状の条件

右カーブ 左カーブ 直線

case1 EC7 − EB > 0 EC − EB < 0 EC − EB = 0

case2 s2− s1 < 0 s2− s1 > 0 s2− s1 = 0

case3 NC −NB < 0 NC −NB > 0 NC −NB = 0

case4 s2− s1 < 0 s2− s1 > 0 s2− s1 = 0

case5 EC − EB < 0 EC − EB > 0 EC − EB = 0

case6 s2− s1 < 0 s2− s1 > 0 s2− s1 = 0

case7 NC −NB > 0 NC −NB < 0 NC −NB = 0

case8 s2− s1 < 0 s2− s1 > 0 s2− s1 = 0

表 2: DTWの結果

　 グーグルマップから得た線路形状

　 a’ b’ c’ d’ e’ f’ g’ h’

　 a 0 20 120 40 150 230 70 110

　 b 0 20 120 40 150 230 70 110

　 c 5610 1170 2750 2760 40 3440 2350 4150

映像から得た線路形状 d 930 270 1050 290 80 130 1000 360

　 e 13300 3560 1730 3530 50 3800 20 3760

　 f 14860 3750 7770 5320 1660 150 5350 11100

　 g 8720 3510 190 100 80 350 10 3710

　 h 9490 230 110 30 240 210 8560 10

る間隔が短く，本来はカーブの部分を直線と認識している部
分があったためであると考える．

3 まとめと今後の課題
本研究では，緯度・経度の情報から線路形状を把握する手

法および実車映像の検索手法について提案した．
今後は，提案手法について複数のデータで実験を行い，閾

値の設定を行う．実車映像から区間だけでなく，どこである
のかも判別できるようにする．また鉄道特有の構造物（架線
柱や枕木）を用いた速度の推定手法を開発する．さらに運転
体験システムの早期完成を目指し，評価も行う予定である．

参考文献
[1] 田中裕人, 寺田 努, 塚本昌彦: 車載カメラの映像と前面
展望映像の重ね合わせによる鉄道模型の新たな楽しみ
方の提案, エンタテインメントコンピューティングシン
ポジウム 2014論文集, pp.293–298 (2014).

[2] Open Street Map, http://www.openstreetmap.org/

ユビキタス・ウェアラブルワークショップ Dec. 2014

28



スマートフォンを用いた歩行空間ネットワーク作成ツールの構築

坂本大輔，望月祐洋，村尾和哉，西尾信彦 (立命館大学)

1 研究の背景と目的
スマートフォンの高機能化が進み，様々なセンサが搭載さ

れるようになった．一方で，スマートフォンを用いた屋内測
位の研究が盛んに行われている．屋内での測位や，屋内ナビ
ゲーションを行う際には，事前に建物の歩行空間ネットワー
クを構築する必要があることが多い．しかし，建物の歩行空
間ネットワークの作成には，時間と手間を要する．
そこで，本研究ではスマートフォンに搭載されたセンサ群

を利用することで，ユーザの移動した軌跡を適切に補完し，
自動的に歩行空間ネットワークを作成することを目標とする．

2 歩行空間ネットワーク自動作成
本研究では歩行空間ネットワークはノードとノード間のリ

ンクで表現されるものとする．ノードは曲がり角や交差点な
ど道の方向が変わる場所で配置され，リンクはノード間で結
ばれるものである．
自動生成ツールの要件として，「ユーザ操作不要」「移動軌

跡推定」「移動軌跡補完」の 3 点が挙げられる．そのため，
ユーザに入力や操作を求めずにセンサデータや事前知識のみ
から測位して，移動軌跡を推定，補完し，ノードとリンクを
自動生成する必要がある．

3 これまでの実装
ツールのプラットフォームとしてAndroidを採用した．本

ツールを用いて生成した歩行空間ネットワークの一例を図 1

に示す．現状実装途中であり，要件通りに自動化できていな
い点に関しては手動で操作を行うこととした．
ノードの生成は，画面をタップすることで画面中央のマッ

プにピンが打たれる．この際にピンの緯度経度がノードとし
て内部データベースに登録される．リンクの生成には，リン
クを張りたいピンとピンを連続してタップすることでピン間
にリンクが張られる．ピンと同様にリンクが接続するピンの
情報が内部データベースに登録される．ユーザの現在位置
推定に吉見ら [1]の PDR(Pedestrian Dead Reckoning)を利
用する．PDRとは，スマートフォンに搭載された加速度セ
ンサやジャイロセンサなどを利用し，ユーザの歩数・歩幅・
歩行の進行方向を推定することで，測位の開始時点からの相
対的な位置測位を行う手法である．吉見らの手法によりユー
ザの現在位置の測位を行い，移動軌跡推定を行う．建物での
異なる階層の推定には，米田ら [2]の手法である気圧センサ
を利用した滞在階層推定で行う．米田らの手法によって，滞
在する階層から異なる階層に移動したことを推定する．これ
によりユーザが現在滞在している階層の設定を自動で行い，
階層別のネットワークを作成する．加えて階層移動が発生し
た際には，階段やエレベータを利用していることが考えられ
る．階段やエレベータの位置は決まっているため，位置を事
前に与えておくことにより現在位置を補正する．

図 1: 生成された歩行空間ネットワークの一例

4 今後の予定
今後は未実装の機能を実装する．具体的には，“出力され

た歩行空間ネットワークを修正する機能”，“建物の 1階層ご
との気圧差収集機能”，“ノードとリンクの自動生成”などが
ある．歩行空間ネットワークを修正する機能は，誤差などに
よる補正しきれないノードの位置調整，不必要なノードの削
除，ノードの統合などを行う必要がある．気圧センサによる
階層判定を行う際，詳細な階層数を把握するためには，その
建物の階層ごとの気圧差情報が必要なため，自動的にこれを
収集できる仕組みが必要である．ノードとリンクの自動生成
に関しては，現在はユーザの操作によりノードを生成してい
るが，ユーザの歩行の曲がりを判定することで自動的にノー
ド生成を行いたい．
センサ情報を利用することで，ユーザが端末を持って建物

内を移動するだけで構造情報が生成されるツールの実現を目
標に実装を行う．

参考文献
[1] 吉見 駿, 村尾和哉, 望月祐洋, 西尾信彦:マップマッチン
グを用いた PDR 軌跡補正, 研究報告ユビキタスコン
ピューティングシステム (UBI 研究会), Vol. 2014-UBI-

44, No. 20, pp. 18 (2014).

[2] 米田圭佑, 望月祐洋, 西尾信彦:気圧センシングを用いた
行動認識手法, 研究報告ユビキタスコンピューティング
(UBI研究会), Vol. 2014-UBI-41, No. 14, pp. 18 (2014).
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出入口通過によるPDRの初期値の推定方法の検討

岡崎 翔，望月 祐洋, 村尾 和哉, 西尾 信彦（立命館大学）

1 はじめに
近年，スマートフォンの普及とともに，GPS測位により

取得したユーザの位置情報を用いたナビゲーションのサービ

スが増加している．また，GPS測位ができない屋内での測

位を実現するために，環境に設置されたインフラを用いない

測位手法である PDR(Pedestrian Dead Reckoning)の研究

が盛んである [1, 2, 3]．PDRとは，スマートフォンの加速度

センサや角速度センサなどのセンサ群を用いて，測位開始地

点からの歩数や一歩ごとの進行方向を推定し，測位を行う技

術である．また，PDRは相対的測位であり，誤差が蓄積す

るため，長距離移動の測位には不向きである．さらに，PDR

は測位開始時の位置情報と初期方向（以下，初期値）の設定

が必要となる．

このように，屋外では GPS測位，屋内では PDR測位が

一般的に用いられるため，屋外から屋内に移動（以下，入

域）するときなどに測位手法を切替える必要がある．また，

測位手法を切替えるときに，ユーザに手間をかけさせないよ

うなシームレスな切替えが望まれる．しかし，PDRのよう

に測位を行うために初期値を設定することはユーザにとって

手間である．PDRの初期値を GPSの測位結果を用いて設

定する手法も考えられるが，屋外においても，建造物付近で

は GPSの電波が遮られて測位誤差が生じる可能性がある．

そこで本研究では，ユーザが入域するとき，PDRの初期

値の自動設定をすることで，GPS測位から PDR測位に自

動的に切替える手法の提案と検討を行った．

2 提案手法と検討
本研究では，PDRの初期値を自動で設定するために，GPS

測位誤差が大きくなると考えられる場所である建造物等の出

入口に着目する．スマートフォンと出入口の座標情報を用い

て，通過した出入口を判定し，通過した出入口の座標を測位

開始地点，出入口が面している方向をユーザの向きとするこ

とで PDRの初期値を自動で設定する．しかし，GPS測位

のみで入域時に通過した出入口の判定をする場合，入域前の

段階で測位誤差が生じて，入域を正しく判定できない場合が

ある．そのため，屋外では GPS測位と PDR測位を組み合

わせることにより，高精度な出入口の通過判定を行う．GPS

測位と PDR測位を用いた出入口判定手法として，2つの手

法を提案し，検討を行った．

2.1 GPSの accuracyによる PDR測位への切替え

GPS測位ではユーザの現在位置と同時に，測位の正確性の

指標である accuracyを取得できる．この accuracyの値が小

さい時はGPS測位を用い，accuracyの値が大きい時はGPS

測位の代わりに PDR測位を用いる．GPS測位の accuracy

が閾値を上回る（精度が低下する）直前の地点を PDRの測

位開始地点，直前の 2地点から求められる進行方向を初期方

向とする．このように，精度の良い測位手法に切換えながら

そくいを行なうことで，出入口通過の判定を行う．

しかし，簡易的な実験を行った結果，図 1が示すように，

屋外から屋内への出入口通過を行ったとき，GPSの accuracy

の値が良好な時でも，GPS測位の僅かな誤差によって推定

される進行方向の誤差が大きくなる．その進行方向を PDR

測位の初期方向として用いると誤差がさらに大きくなり，出

図 1: GPS測位から PDR測位への切替えの例

入口通過判定が行えない．そのため，GPSの良し悪しのみ

での測位の切替えを行う手法では，出入口の判定を行うこと

が困難であると考えられる．

2.2 進行方向と直進判定による判定

PDRにより推定した進行方向を用いて，直進と曲進の判

定が可能である．ユーザの歩行中，GPSから推定された進

行方向の延長上に出入口が存在する場合，ユーザの現在位置

の座標と出入口の座標の距離を求める．求めた距離分の長

さを歩行するまでの間，PDRによる直進の判定が続いた場

合，その出入口に到達し，通過したと判定する．この手法は，

ユーザが出入口を向いた地点のGPS測位誤差に依存するた

め，出入口を向いた地点が建物から離れていて，GPS測位

精度が高い場合は高精度で出入口通過を検出が，ユーザが出

入口の直前で曲進して出入口を通過した場合は，出入口通過

の判定ができない可能性があると考えられる．

3 まとめと今後の予定
現在提案している手法では，特定の条件下でしか利用でき

ない．そのため，今後は屋外の状況に左右されることなく出

入口の通過判定を行う手法を考える必要がある．

また，PDR での測位は測位誤差が蓄積されていくため，

出入口だけでなく，屋内において PDRの初期値補正にも取

り組む．具体的には，気圧センサを用いて階層移動の検知を

行い，エレベーターや階段などの位置情報を用いる手法など

が考えられる．
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PDRとWi-Fiの協調的測位手法の検討

宮崎和哉，望月祐洋，村尾和哉，西尾信彦（立命館大学）

1 はじめに
近年，Yelpや食べログなど位置情報を利用して，ユーザの

状況に適した情報を提供するサービスが普及してきた．ユー
ザの位置情報を取得する時にはGPSを利用することが多い．
しかし，GPSは衛星の電波が届かない屋内などでは利用で
きない．そこで，屋内においても位置情報を取得するため
に，IMES[1]や無線 LANなどを用いた様々な屋内測位の研
究が進められている．特に無線 LANを用いる手法は，家庭
や公共施設などに既に設置されている無線 LAN基地局を利
用するため，設置コストが低いことから注目されている．一
方で，無線 LANを用いた測位では，基地局の密度が低い場
所や電波状況が不安定な場所では大きな誤差が発生しやす
く精度が安定しないという問題がある．また，もう１つ注目
されている屋内測位技術として，スマートフォンの内蔵セン
サを利用する低コストなPedestrian Dead Reckoning(PDR)

がある．PDRは内蔵センサから算出した歩数と進行方向を
用いて，現在地からの相対的な位置を歩幅単位で推定する技
術である．一方で，初期値が必要である，センサ値に含まれ
る誤差が累積してしまうという問題がある．

2 PDRとWi-Fi測位の協調的測位手法
屋内においてより高精度な測位を実現するために，PDRと

Wi-Fi測位の協調的測位手法を提案する．Wi-Fi測位によっ
て PDRの初期値を算出，累積誤差に対応し，PDRによっ
てWi-Fi測位の精度を安定させるために以下に取り組む．

2.1 PDRを用いたWi-Fi測位の精度向上
まず，Wi-Fi測位をPDRで補正する手法を提案する．Wi-

Fi測位には，一般的に使用されているフィンガープリント
測位を用いる．フィンガープリントとは，位置情報とWi-Fi

特徴量を紐づけたものである．フィンガープリント測位で
は，フィンガープリントを建物の各階層など測位エリアごと
に計測し，それらを実測Wi-Fi情報とのユークリッド距離
を算出することによって現在地を推定する．測位エリアが広
くなれば，測位時にマッチングさせるフィンガープリントの
範囲が広くなり，電波を正確に計測できない状況では，現在
地から離れた場所のフィンガープリントが選ばれることがあ
り大きな誤差が出てしまう．そこで，測位時に使用するフィ
ンガープリントを PDRを用いて制限する手法を提案する．
まず，PDRを用いて現在地を推定する．次に，PDRから推
定した現在地に近いフィンガープリントを複数個選び測位に
使用する．これにより，パケットロスなど電波が正確に受信
できなかった時でも，フィンガープリントは現在地付近のも
のに制限されているため，大きな誤差を防ぐことができる．

2.2 Wi-Fi測位を用いた PDRの精度向上
次に，PDRの初期値検出と累積誤差をWi-Fi測位を用い

て補正する手法を提案する．この手法では，PDRの初期値
（現在地・進行方向）を Accuracyの高いWi-Fi測位結果を
用いて補正する．そのためWi-Fi測位結果のAccuracyが高
いかどうかを判定する必要がある．
そこで，設置位置が既知のWi-Fi基地局を用いることによっ

てスポット測位を行い，フィンガープリント測位のAccuracy

を判定する．スポット測位とは，各基地局において事前に設
定した大きさのスポット内に計測端末が存在するかどうかを

青 (破線) : 正解， 赤 (外側) :初期値あり，補正なし PDR，紫・緑 :協調的測位手法

図 1: 協調的測位手法の評価

判定する測位手法である．まず，スポットの大きさを設定す
る．次に，実際に基地局の受信信号強度を観測し，事前に調
査した電波減衰率から基地局までの距離を算出する．最後に
この距離をスポットの大きさと比較することによりスポット
内か判定する．さらに，スポット測位で判定した基地局と同
じスポット内にフィンガープリント測位の結果が存在するか
判定することによって，フィンガープリント測位のAccuracy

を推定する．また，Accuracyが高いと判定した測位結果を
PDRの初期値・補正地点とする．
また，PDRの進行方向を補正するために，設置した基地

局の電波強度の推移パターンから端末の進行方向を推定す
る．たとえば，通路に基地局 A，B，Cと並んでおり，Aと
Bの間を Bの方向に進んでいたときには，Aの電波が弱く
なり，Bと Cの電波が強くなるといったパターンが推測さ
れるはずである．一方で，このパターンが観測されたときに
は進行方向が推定できる．

3 協調的測位手法の評価
図 1のように， 20 × 40 mの廊下を１周し評価を行った．

また，8台の基地局を交差点および交差点間に設置し，常に
フィンガープリント測位のAccuracyとユーザの進行方向を
推定している．結果では，開始直後は PDRの初期値がない
ため，紫の軌跡の部分においてフィンガープリント測位のみ
を行っている．開始から 20 mほど移動した地点では，フィ
ンガープリント測位のAccuracyが高いと判定されかつ進行
方向を取得できたため，それらを初期値として PDR（緑の
軌跡）に切り替えている．その後，PDRの初期値を取得で
きた場合には，その地点から PDRを補正している．

4 おわりに
本研究では，精度が不安定なWi-Fi測位結果の Accuracy

を推定手法を提案し，PDRの初期値を入力や累積誤差に対
応することも可能にした．今後は，複雑な軌跡や PDR の
Accracy推定に対応していく予定である．
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建築構造情報を用いたPDR測位精度向上に関する検討

吉見駿, 村尾和哉, 望月祐洋, 西尾信彦 (立命館大学)

1 研究背景と目的
近年，外部インフラを用いない屋内測位手法として PDR

(Pedestrian Dead Reckoning)を用いた研究が盛んに行われ
ている [1]．PDRとはスマートフォンなどの端末に搭載され
た加速度センサやジャイロスコープなどのセンサ群を利用し
て歩数 ·歩幅 ·一歩ごとの進行方向を推定することで測位開
始地点からの相対的な測位を行う技術である．しかし，歩幅
や進行方向の推定には，ユーザの周囲の状況やセンサのノイ
ズ，精度などに依存した誤差がある [2]ため，高精度なPDR

測位は実現が困難である. そこで，マップマッチングという
測位地点から付近の道路ネットワーク上へマッチングを行う
補正技術を用いることで，PDRの測位誤差を定期的に補正
することが考えられる [3]. しかし，線で表現された通路上
にしか補正されないマップマッチングでは通路を斜めに歩い
たり，ジグザグ歩くなどのユーザの実際の軌跡の特徴が失わ
れるという欠点がある．
そこで，本稿では PDRの測位精度の向上を目的とし，通

路の形状などの建築構造情報を活用することで歩幅や進行方
向を補正し，PDRで推定した軌跡を実際の軌跡に近い尤も
らしい軌跡へ補正する手法の提案および検証を行う.

2 提案手法
PDRの生の軌跡を尤もらしい軌跡に補正し，PDRの測位

精度を向上させる手法について述べる．PDRの測位誤差の
主な原因である進行方向 ·歩幅の誤差率は状況によって変化
するため，定期的な補正が必要となる. そこで，ユーザが交
差点などで方向転換する（以下，ターン）ごとに，1歩ごと
の進行方向変化量と歩幅をそれぞれ適した係数を用いて補
正を行い，PDRによってターン間に推定した軌跡を変換す
る. まず，建築構造情報を用いてユーザのターンの判定し，
ターン間の軌跡を仮の較正係数を用いて変換する. また，建
築構造情報を用いることで変換後の軌跡が実際にあり得る
軌跡なのか判定を行う. つまり，ある較正係数の組で変換し
た軌跡と通路の壁とで当たり判定を行い，通路からはみ出る
ようなあり得ない軌跡に変換する場合を取り除く. この処理
を繰り返し行うことで較正係数の組の候補を算出し，すべて
の候補における重心を正解の較正係数とみなし，ターン間の
軌跡の補正に用いる. また，軌跡の補正はターン終了時のみ
行われるが，選択した較正係数を以降（次のターンまで）の
PDRにおいても用いることで測位精度の向上が可能と考え
ている.

3 評価
立命館大学にある研究棟内で図 1に示す正解軌跡のよう

に通路を反時計回りに進むルートにて PDR測位を行い，測
位結果の軌跡に対して従来のマップマッチングと提案手法を
適用することで軌跡がどのように変化するか検証を行った.

PDRによる推定軌跡，マップマッチングによる補正軌跡，提
案手法による補正軌跡，正解軌跡の比較結果を図 1に示す.

さらに，ルート上の 28地点のチェックポイントにおいて，各
軌跡と正解座標との測位誤差を調査したところ，表 1のよう
になった.

提案手法による補正軌跡は通路内で壁際を歩くような軌
跡の特徴も表せており，従来のマップマッチングで補正した

図 1: 実験コース

表 1: 測位誤差の平均 ·最大 ·最小 [m]

PDR マップマッチング 提案手法

avg 5.97 1.67 1.03

max 13.25 2.99 2.62

min 0.25 0.16 0.13

通路中央を直進するような軌跡と比較しても，正解軌跡に
近い軌跡となっている. また，正解軌跡との平均測位誤差も
1.03mと，PDRによる推定軌跡との平均測位誤差 5.97mと
比較しても大幅に向上した.

4 まとめ
本稿では，PDRの測位精度向上のため建築構造情報を用

いた PDR軌跡補正手法を提案し検証を行った. その結果，
従来 PDRの補正に活用されてきたマップマッチングと比較
しても，提案手法の方がユーザの実際の軌跡の特徴を残した
補正ができるという点で有用であると示せた. また，PDRに
よる推定軌跡に提案手法を適用することで平均誤差が 5.97.m

から 1.03mまで向上した. このように，建築構造情報を用い
ることで PDRの軌跡を補正することに成功し，高精度な屋
内測位の実現に貢献したといえる. 今後は，広場などのより
複雑な動きが可能なエリアでの補正も対応していきたい.
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Wi-Fiパケット人流解析システムの実環境における長期連続運用
福崎雄生，望月祐洋，村尾和哉，西尾信彦（立命館大学）

1 はじめに
平成 23 年 3 月 11 日 (金) にはじまる東日本大震災以降，

災害からの安全性向上のために，特に人が集中する都市部等
における人の分布・流動状況をリアルタイムに把握するシス
テムの重要性が高まってきている．
本研究は，人々が持ち歩くWi-Fi搭載情報機器が定期的

に発信する管理パケット (Probe Request) に含まれるMAC

アドレスを収集して分析用サーバにデータをアップロードす
る機能を有するセンサを都市内の多数の箇所に配置すること
で，地域における人の流動・分布をリアルタイムに把握し，
防災計画・災害対応に活かすためのシステム構築を目的とす
る．本稿では事前実験の結果に加えて、商用施設で長期間実
施する大規模実証実験において得られた知見を述べる．

2 Wi-Fiパケットに着目した人流解析
Wi-Fi 対応のスマートフォンなどの多くは，機種によっ

ても異なるが，アクセスポイントとの接続のために Probe

Request フレームを定期的に送出している．加えて、このフ
レーム内に含まれるMACアドレスを匿名化し IDとして活
用することで、カメラ [1]やレーザレンジファインダ [2]を
用いた手法では困難であった、個々を識別した上での流動・
分布状況を把握を実現する．

3 システム構成
本稿で提案するWi-Fiパケット人流解析システムは図 1に

示すように、複数台のWi-Fiパケット収集器 (以下、AMP

センサ)とクラウドストレージサーバで構成される.)

図 1: システム構成図
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図 2: 人流解析コンセプト

3.1 AMPセンサ
AMPセンサは小型で量産時には 1万円を切る価格を目処

に,電源に差すだけで手軽に利用できる仕様を目標としてい
る. AMPセンサは、受信した Probe Requestパケットに含
まれる MAC アドレスは匿名化し、人特定やトレーサビリ
ティを困難化する処理を行った上で、収集したデータをイン
ターネットを介してクラウドストレージサーバへアップロー
ドする．
3.2 クラウドストレージサーバ
クラウドストレージサーバはデータ量の増加に対応してス
ケールアウトが可能な構成を取り、AMPセンサから送出さ
れる大量のデータを蓄積する．蓄積したデータを基にした人
流解析も本サーバ上で行われる．
3.3 人流解析コンセプト
人流解析手法の大枠を図 2に示す. まず各AMPセンサ付

近にどの程度の端末が存在するかというデータを集計する.

加えて、各AMPセンサをエッジで結び完全グラフを作成し
た後に、各エッジを経路とみなして経路の混雑度やどのセン
サ間への移動が顕著に現れたかという情報を出力する.

4 事前実験の実施
我々は 2つの事前実験を実施した．

4.1 大阪電通大学での実験
我々は大阪電気通信大学の卒業制作展開催期間でパケット
収集を実施した．図 3に示されている通り 4つの建物にセン
サを設置し実験を実施した．各建物および各建物を結ぶ経路
間がそれぞれどの程度混雑しているのかという情報を期待通
りに得ることができた．加えて、実証実験期間中に実施され
たイベント (OBOGとの交流会)の実施時刻に連動して，会
場であった建物内の人数が増加するということも確認するこ
とができた．
4.2 幕張メッセでの実験
我々は幕張メッセで実施された INTEROP2014開催中に

幕張メッセにてパケット収集を実施した. センサの設置間隔
が広く、どのブースに人がいるかという細かい粒度での解析
は行えなかったため、図 4に示すように、一定サイズのメッ
シュに区切りヒートマップとして人の混雑度を把握した．そ
れでも基調講演会場やメインの出入口付近は混雑する傾向に
あるということは認識することができた．

図 3: 大阪電通大学での実験 図 4: 幕張メッセでの実験
5 商用施設での大規模実験の実施
我々は現在、商用施設において大規模実証実験を実施して
おり、Wi-Fiパケットを長期間に渡って収集している．リア
ルタイムなヒートマップを描画する機能を提供しており、過
去のヒートマップ情報も参照することが可能になっている．
加えて、事前実験での知見を基にして、より詳細な解析を行
うことを実現している．

6 おわりに
本稿ではWi-Fiパケット人流解析システムを提案し、実

証実験で得られた知見について言及した．今後の取り組みと
しては、携帯端末のWi-Fi機能がOFFになっているなどの
理由で認識しきれないユーザがいるということを考慮した上
で、人の実数をを推測する手法の考案を行う．

参考文献
[1] 馬場 賢二 and 榎原 孝明 and 湯淺 裕一郎: 画像処理
による人流計測システム, 東芝レビュー, vol61, No.12,

pp35-38(2006).

[2] 中村 克行 and 趙 卉菁 and 柴崎 亮介 and 坂本 圭司
and 大鋸 朋生 and 鈴川 尚毅: 複数のレーザレンジス
キャナを用いた歩行者トラッキングとその信頼性評価,

電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-パ
ターン処理, vol88, No.7, pp.1143-1152(2005).
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場の時間変化を考慮した漁場予測技術の動向 

 双見京介（京都大学） 

 

1. はじめに 

漁場予測技術は変革期を迎えている．近年，地球温暖化など

の気候変動によって期待通りの漁獲高を得られない事態が起こ

っており，安定して漁獲を得るための漁場予測技術が求められ

ている．一般的に漁場予測には，漁獲高(場の生物の生息数)に関

する情報とその漁獲高と関係が強いと考えられるものの情報が

用いられる．よってこれまでの漁場予測技術では漁獲高と関係

の強いものとして，漁獲を得た時刻におけるその場の環境変数

(海水環境を構成する要素：塩分濃度や水温など)が扱われてきた．

これは，その場に生物が存在していたから最低限その場の環境

は生息数に関係しているだろうという考えから生まれたもので

ある．この考え方は海陸を問わず生物の生息数を予測する取組

では一般的なものであり，例えば生物保護のための環境アセス

メントでも数百種の生物を対象に用いられている．しかし，こ

の考え方で確立した漁場予測では芳しい結果が生まれなかった

事例もあり，より漁獲高と関係の強い要素の発見，そしてより

精度の高い漁場予測技術が求められてきた． 

この従来の方法に対して，漁獲高(場の生物の生息数)を確認す

るより過去の海の情報を漁獲高の要因として扱うことで漁場予

測の精度を上げるための取り組みが進められている．つまりは

漁獲高の要因を場の時間変化を考慮して探索し，それを漁場予

測に利用するということである．過去の海の情報とは漁獲高を

確認するより過去の海水の環境変数や海中でのイベント(海水

の上昇下降，渦の発生，黒潮親潮の接触など)などである．本稿

ではこれを可能にするために必要な点について述べる． 

 

2. 場の時間変化を考慮した漁獲高の原因分析 

 漁獲高に強く関係する情報を発見し，その関係の強さの根拠

を明らかにして初めて，その情報を漁場予測に利用することが

できる．ここでは，その分析に必要な技術について述べる． 

海洋中の物理量の可視化：海中における物理量の動きや分布を

理解するための可視化が必要である．可視化要素は以下のもの

が挙げられる． 

(1) 海水が漁獲位置に至るまでの流れの情報：これは漁獲位置

の海水がどこから流れてきたのか，そして流れ着くまでに

どういうイベントを経たのかを知るためである．それに加

えて，その間に海水が含んでいる塩分濃度や水温といった，

海洋生物の生息域に関連がある環境変数の推移も重要な情

報である．この情報の取得は，漁獲位置の一塊の水粒子が

漁獲位置に至るまでの流跡線を計算することで可能となる． 

(2) 水塊領域情報：水塊は海洋生物の生息域や海水の環境の決

定に影響を与えるものである．例えば太平洋側の三陸沖で

は寒流である親潮と暖流である黒潮が主要な水塊であり，

漁獲位置へ流れ着いた海水がこれらに存在していたものか

否かは漁獲高への影響分析に有益な情報となる． 

(3) 渦領域情報：渦も漁場形成に重要である．水塊の衝突など

で生じる渦は海洋生物にとって好適な環境を生み出す要因

を含んでいる．例えば，漁獲位置へ流れ着いた海水が渦中

に存在していたか否かという情報は漁獲高への影響分析に

有益な情報となる． 

漁獲高と海洋情報の関連度合いの定量的な可視化：上記の物理

量の可視化だけではそれらの漁獲高への関連度合いが定量的に

把握できないので，上記の要素を数値として表現してそれらの

漁獲高への関連度合いを統計的な手法で計算して提示する必要

がある．例として，環境変数ならその物理量(塩分濃度や水温の

値)，水塊・渦領域ならその中での停滞具合やどの程度水塊・渦

の中で主要な部分に存在していたかを数値で表現して用いるこ

とが考えられる． 

 以上の技術を用いることで場の時間変化を考慮した漁獲高の

原因分析が可能となる． 

 

3. おわりに 

魚の生息数に関連する要素が，その生息数を確認するより

も過去の情報から見つかれば漁場予測技術を一変させるイン

パクトがある．漁獲高とより関連の強い要素や事実を発見で

きれば漁場予測技術が向上することはほぼ間違いない．本稿

のこの考え方は漁場予測だけではなく海陸問わず生物保護の

ための環境アセスメント技術にも応用でき，波及効果も大き

い．漁業関係者のみならず魚を食料とする人々に利益をもた

らす技術となることが期待できる． 
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サイバーフォレスト：多地点ライブモニタリング＆アーカイブによる環境プロファイリング	 

斎藤馨・藤原章雄・小林博樹・中村和彦（東京大学） 
 

1.  研究の背景と目的	 
1993年WWWブラウザーNCSA mosaicが公開された。

ハイパーリンクで映像共有されるなら、長期間の天然林映像

アーカイブに価値が生まれると考えた。さらに人のいない遠

隔天然林がインターネット接続する時代が来れば、リアルタ

イムな天然林の今の姿と、それ以前の映像アーカイブの相乗

効果による価値が生まれると考えた. そこでスタンドアロ

ンで天然林の映像を継続的に録画しアーカイブ化しながら

インターネット接続後の価値創造の実証することを目的に

映像記録を開始した.	 

2.  これまでの研究内容	 
1995 年、東京大学秩父演習林内の無電源・無ネットワー

クな天然林内に無人自動稼働で映像と音声をビデオ録画す

る森林景観ロボットカメラを設置し、1997 年には２週間毎

に回収するビデオテープをデジタル化し web でアーカイブ

共有するサイバーフォレストをスタートさせた.	 

テープが 800本ほどストックするなかで、音声により主に

動物の生態音について季節変化[1]や時間変化[2]を把握でき

ることを実証した。そしてついに 2010 年にソーラー発電バ

ッテリーと衛星ネットワーク IPstar を導入して天然林をネ

ットワーク接続した. 帯域が狭いため音声だけをリアルタイ

ム接続し、大学内のサーバを経由して、ライブ音配信と録音

アーカイブを開始した（Figure 1）. インターネット接続す

るパソコン、タブレット、スマホで遠隔自然音を聞くことと、

録音アーカイブから過去の様子の確認を実現した。 

	 さらに、国内８カ所にライブモニタリング地点を配置し、

その中には原生自然地４カ所を含む. ライブ音配信を日々の

生活の中で聞きながら月日を経過するに従って、遠隔の自然

環境の様子を、自分自身の周囲の身近な時間経過とともに、

身の回りの環境と遠隔の環境経験が集積されることで、新た

なる感覚が人々の意識の中に醸成されると考える.  

3.  まとめと今後の課題	 
同時多地点自然環境のログと、これに触れながら日常を重

ねるユーザー自身のログにより醸成される全球環境感覚を

新たに「環境プロファイリング」と呼び、さらにスマホから

ウエアラブルになることで、人の意識の中に環境プロファイ

リングの形成を加速させたい。  

参考文献	 

[1] 斎藤馨、藤原章雄、熊谷洋一、塚口馨介 (2002)：森林
景観ロボットカメラの新機能開発と環境音記録に関す

る研究：ランドスケープ研究：65(5)： 689-692 
[2] SAITO,Kaoru, Shotaro SHIMURA (2006): Development of 

environmental monitoring method by analysis of 24 hours 
sound recording data at natural forests in the Chichibu 
mountains, central Japan.: Journal of Landscape Architecture 
in Asia: l2 : 213-218. 
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野生動物装着型センサノードの伝書鳩指向な空間情報センシング機構の研究 

小林博樹（東大），工藤宏美（東大），牧山紘（東大），中川慶次郎（東大），瀬崎薫（東大） 

 

1. 研究の背景と目的 

野生動物の生態観察とは，ユビキタスやウェアラブル技術

を用いて，その個体・位置・餌動物・気象情報を記録するも

のである. 都市部に近い環境(人間社会に近い環境) に生息

する種においては，電源・情報インフラ網や動物装着型セン

サノードの利用により効率よい観察が実現できると考えられ

る[1]. しかしながら，野生動物の生息環境では極めて限られ

た電源・情報インフラ網しか利用できない. 具体的には,利用

者が極めて少ない地域，つまり野生動物の生息環境において

は，インフラサービスの採算性や実環境要因が問題となる. 

つまり調査可能なエリアが極めて限られる.そこで本研究で

は、野生動物がウェアラブルセンサを持ち歩き,単独行動時に

固有のなわばり環境で空間情報を記録し,集団行動時に省電

力で取得情報を共有し,最終的に野生動物自らがインターネ

ットにアップロードする機構(図 1)の実現を目的とする. 

2. これまでの研究内容 

移動する人間や動物にセンサを装着し，行動や周辺環境を

モニタリングする構想はセンサネットワーク研究の初期から

存在する．しかし野生動物を対象とした場合，装着可能なセ

ンサ総重量は体重 2%以下に限られ，そして自動車や人間のよ

うに定期的に回収・充電する機会は無い．さらに取得された

センサ情報を得るためには，最終的にインターネット等の外

部ネットワークと接続可能なシンクノードに，動物自身が接

触しなければならないが，その頻度は少ない．つまり A)セン

サ情報の回収方法と B)調査エリア拡大方法が課題となる.  

A)センサ情報の回収方法に着目した時，非接触型通信と無

線通信では、後者の方が圧倒的に電力消費が大きい．一方，

森林の地表付近に生息する哺乳類は周辺環境からの聴覚刺激

により行動が決定し[2] ，最も合理的な行動を決定するには

思考する時間を必要とする[3]．つまり，動物が適切な行動を

判断するためには、一定の静止時間が必要となる．この，聴

覚刺激により野生動物がシンクノードまで接近した場合，動

物に装着したセンサとシンクノードが，互いの非接触型通信

の半径内に存在し，通信が成立する確率が高い．実際にイリ

オモテヤマネコ(2007)を用いて本提案手法を実証し[4] ，二

ホンシカ[5]やウミガメ (2014)を用いた高度化を実現した． 

図１：本研究イメージ 

B)調査エリアの拡大のために無線センサノードの消費電

力に着目した時,加速度センサの稼働とセンサ間通信では,後

者の方が 100倍も電力消費が大きい[6]. 一方,森林の地表付

近に生息する陸生哺乳類は,異なる個体と遭遇した時には,単

独行動を行っている場合とは異なる行動を示すことが知られ

ている[3]. この,異なる個体と遭遇した場合,動物に装着し

たセンサノードがお互いの通信半径内に存在する確率が高い. 

そこで,このような複数の動物間の遭遇(生態相互作用)を「検

知」した場合にのみセンサノードの通信をアクティブにし,

それ以外のときは積極的にスリープ状態にすることにより,

センサノードを革新的に長寿命化・省電力化させることで調

査エリアの拡大を実現する. 実際にペットの犬で実証し[7] ,

総務省 SCOPE(2014)で麻布大学菊水研らと評価中である. 

3. まとめと今後の課題 

本研究では，伝書鳩指向な空間情報センシング機構研究の

基礎的な成果を報告した．今後は，福島第一原子力発電所事

故による生態影響調査の支援を産学官連携体制で実施する. 

参考文献 

[1] Clara, M.: Animal-computer interaction: a manifesto. 

Interactions, Vol. 18, Issue. 4, pp. 69-73 (2014). 

[2] Michael B., John H., Colin R. Townsend. :Ecology : 

Individuals, Populations, and Communities. 2nd. edn 

(Boston: Blackwell Scientific) , pp. xii, 945 p (1990). 

[3] 日本比較生理生化学会編.動物は何を考えているのか？:

学習の記憶の比較生物学.共立出版 (2009). 

[4] Hiroki K., Ryoko U., Michitaka H.: Human computer 

biosphere interaction: towards a sustainable society. 

In proc. of ACM CHI ’09). 2509-2518 (2009). 

[5] Kana M,Hiroki K,Akio F,Kazuhiko N, Kaoru S. :The 

Realization of New Virtual Forest Experience. Environment 

through PDA. In proc. of ACM Mobile HCI ’14, (2014). 

[6] Kazuto S, Masayuki I, Kaoru S.: Social Link Analysis 

using Wireless Beaconing and Accelerometer. In 

proc. of DMWPC 2013, Spain, 25-28 March, ( 2013). 

[7] Keijiro N, Hiroki K, Kaoru S.: Carrier Pigeon-like 

Sensing system: Animal–Computer Interface Design for 

Opportunistic Data Exchange Interaction for a Wildlife 

Monitoring Application. In proc. of ACM AH’14 (2014). 
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F#を用いたセンサネットワークにおけるデータ収集プログラムの実装

永井宏典, 柳沢 豊 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 はじめに
環境モニタリングなどに用いられる無線センサネットワー

クは，無線通信機能をもつセンサノードを多数の地点に設置

し，観測したセンサデータをマルチポップ通信によって特定

のノード (シンクノード)に集約する．センサネットワーク

は 1種の分散システムであるため，一般のプログラミング言

語ではプログラムは複雑になる．加えて，一般の分散システ

ムと比較して，メモリやバッテリなどのリソースが少ない，

コンピュータやネットワークの信頼性が低いなどの違いがあ

るため，センサネットワークを対象としたプログラミングモ

デルが考案されている [1]．しかし，従来のプログラミング

モデルの多くは並列，分散処理の記述に向いていない命令型

プログラミング言語をベースとして作られている．また，開

発のために専用のデバイスを用意し，プログラマが開発環境

や言語を新たに習得する必要がある．

よって，筆者の所属するグループでは，関数型プログラミ

ング言語である F#を用いたセンサネットワークのためのプ

ログラミングを提案している [2]．本稿では，F#を用いてセ

ンサネットワーク内の各ノードで観測したセンサデータを収

集するプログラムの実装について述べる．

2 提案手法
2.1 想定環境

図1にシステム構成を示す．センサノードには.NET Frame-

workで利用されている中間言語を実行できる仮想マシンを

実装したデバイスを用いる．図 1 に示すように F#のコー

ドを既存の F#コンパイラでコンパイルし，生成された中間

コードをシンクノードに書き込む．その後，シンクノードか

ら各ノードへ実行したい処理を関数として配布する．シンク

ノードから直接通信できないノードへは，他のノードを中継

して送信する．

2.2 Map関数を用いたセンサネットワークのための関数

高階関数は，関数を引数に取る，または関数を戻り値とす

る関数である．高階関数のひとつであるMap関数は，任意

の型’aを引数にとり任意の型’bを出力する関数 (’a -> ’b)と

データの集合’a listを引数にとり，集合の各要素に関数を適

用した結果の集合’b listを出力する高階関数であり，F#の

記述法では以下のように定義される．

Map: (’a -> ’b) -> ’a list -> ’b list

提案手法では，センサネットワークをツリー型のネット

ワークで結ばれているセンサノードの集合と捉え，関数 (’a

-> ’b)を，シンクノードを含むネットワーク上のすべての

ノードで実行し，結果をリストとしてシンクノードに集約す

る Tree.Map関数を以下のように定義した．

Tree.Map: (’a -> ’b) -> ’b list

IDが nであるノードで関数 f を実行した結果を f(n)と

すると，Tree.Map関数の動作は図 2のようになる．IDが 1

のノードをシンクノードとし，Tree.Map関数を実行すると，

ネットワーク上のノードに f が配布され，シンクノードに

結果がリストとして集約される．
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図 1: システム構成
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図 2: Tree.Map関数の動作
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図 3: 実装 図 4: 結果の表示画面

また，ノードのセンサデータを取得するための関数とし

て，GetData関数を定義した．GetData関数は，実行され

た時点でのセンサデータを入力とし，その値とノードの ID

をメンバとしてもつ構造体を出力する．

Tree.Map関数とGetData関数を用いると，センサネット

ワーク上の全ノードのセンサデータを収集するコードは以下

のように記述できる．

Tree.Map GetData

2.3 実装

提案手法の実行環境を，CIL仮想マシンと照度センサを搭

載した小型無線デバイス上に実装した．図 3に実装したデバ

イスを示す．これらのデバイスは図 2と同様のネットワーク

構造で接続されており，シンクノードは有線で PCと接続さ

れている．図 4に各ノードの照度センサの値を収集するプロ

グラムを実行したときの結果を示す．図 4において Lumiは

照度の値であり，図 3のように，IDが 3と 4のノードに当

たる光を暗くした状態でプログラムを実行したものである．

3 まとめと今後の課題
本稿では，F#を用いたセンサネットワークにおけるデー

タ収集プログラムの実装について述べた．今後は，Tree.Map

関数以外の関数や，他のアプリケーションを実装する．

参考文献
[1] R. Sugihara and R. K. Gupta: Programming Models

for Sensor Networks: a Survey, ACM Transactions on

Sensor Networks (TOSN 2008), Vol. 4 (Mar. 2008).

[2] 永井宏典, 柳沢 豊, 寺田 努, 塚本 昌彦: F#を用いた非

同期プログラミングによるユビキタスコンピュータ群の

制御手法, マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポ

ジウム (DICOMO 2014) 論文集, pp. 1847–1852 (July

2014).
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CPSに向けたCPU-GPUスケジューリング処理基盤の構築
藤居祐輔（立命館大学），安積拓也（大阪大学），西尾信彦（立命館大学），加藤真平（名古屋大学）
1 はじめに
Cyber-Physical Systemや Internet of Thingsという考え

方や，ウェアラブルやスマートフォンのようなデバイスが普
及することで，情報システムはより現実世界と密接に関わる
ようになりつつある．それらのシステムの制御アルゴリズム
は複雑化を増してきており，実時間性を保つために処理速度
が重要な要件となってきている．しかしながら従来の CPU

アーキテクチャでは処理速度の要件を満たせないため，GPU

による高速化が行われている．
我々はこれまで GPUのオープンソース化によって GPU

の資源管理に関する研究 [1]に努めてきた．これらの研究はリ
バースエンジニアリングによって支えられており，GPUが本
来持つ計算能力を完全発揮することは困難である．Elliottら
の GPUSync[2]は LITMUSRT のカーネル自体のリアルタ
イム拡張に付随する形で実装されている．GPUSyncはGPU

へのアクセスの調停などを行っており，クローズドソースド
ライバで動作しつつ独自の資源管理を可能としている．
これらの手法はすべてカーネル自体への修正を必要とす
る．この作業は開発者とユーザへ大きな負担を与える．開
発者は，常に最新のカーネルのリリースに追い付くために，
パッチを維持していく義務がある．しかし Linuxはその更
新頻度が早く，開発者が最新のカーネルに向けてポーティン
グ作業を完了させる前に，新しいバージョンのリリースが起
きることが多い．そのためユーザはカーネルの選択について
制限される傾向がある．
Contribution: 本稿ではGPUを持つシステムにおいて，

ユーザレベル 1 でリアルタイムなワークロードをサポート
するためのフレームワークとして Linux-RTXを提案する．
我々はこれまでに，GPU の含まれないシステムにおいて，
ユーザレベルでリアルタイムなワークロードをサポートする
フレームワークである RESCH[3]を提案してきた．本稿で
はGPUのアクセスの調停やGPUカーネル終了時の同期の
ハンドリングによって GPUスケジューリングを可能とし，
RESCHが行ってきたアプローチに統合することで，ユーザ
レベルでCPU-GPUスケジューリングが可能なフレームワー
クを提供する．

2 Linux-RTX
図 1に Linux-RTXのアーキテクチャを示す．Linux-RTX

はライブラリ部とカーネルモジュール部に分かれる．ライブ
ラリはアプリケーションへとAPIを提供し，IOCTLシステ
ムコールを通じてカーネルモジュールでスケジューリングを
行う．
APIは伝統的な Linuxのリアルタイム拡張の形式に則り，

パラメータの設定，タスクの起動，起動周期まで待機といっ
た形をとる．CPUスケジューリングに関しては RESCHを
ベースに実装し，GPUタスクのような自ら休止状態に入る
タスクに対しての対応を加えてが本稿では省略する．GPU

スケジューリングは Gdevの BANDスケジューラをベース
とする．Gdevでは GPU実行時の起動可否確認と、次のタ
スクの選択を行っている。次のタスクの選択はGPU実行終
了時に発生する割込みを修正したデバイスドライバを用い

1カーネルやデバイスドライバの変更無しに，一般ユーザが可能な範囲
での意

)(
-‐‑‒

((
(

  
A C A  
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図 1: Linux-RTX Architecture

て行う。ユーザレベルで完結するためには実行終了時の割
込みをデバイスドライバの修正無しに取得する必要がある．
Linuxでは割込み番号の共有が可能なため，自身の割込みハ
ンドラを同一番号に登録すればGPUの割込みを取得可能で
ある．しかし，GPUの割込みはその割込みの識別子がハー
ドウェアのレジスタに格納されており，デバイスドライバの
割込みハンドラがハンドルした後に初期化してしまうため，
共有した形では割込みの識別を可能とする保証ができない．
そのため Linux-RTXでは割込み傍受ハンドラを実装した．
割込み傍受ハンドラはカーネル内部関数を用いて，割込み構
造体にアクセスし，登録されているコールバック関数を取得
する．その後，既存のハンドラと入れ替えで割込み傍受ハン
ドラをカーネルに登録し，自身のコールバック関数として元
の割込みハンドラを読み出すことで識別も含めた割込みの取
得を行う．
以上の手法により，OSやドライバに変更を加えないこと
でGPUの完全な並列性を担保しつつスケジューリング可能
なフレームワークを実現する．

3 おわりに
本稿では，GPUを有するシステムにおけるリアルタイム

ワークロードのサポートに向けた基盤フレームワークとして
Linux-RTXを提案した．ユビキタスや，ウェアラブルなど
が社会インフラとして浸透していくためには，高度な計算資
源を保持するとともに，実時間性を確保する計算基盤の構築
が必須だと考えている．今後はGPUを含めたリアルタイム
なタスクモデルについて検討していく必要がある．本成果は
すべてオープンソースで公開 2 している．

参考文献
[1] Shinpei Kato, Michael McThrow, Carlos Maltzahn, and

Scott A Brandt. Gdev: First-class gpu resource man-

agement in the operating system. In USENIX Annual

Technical Conference, pages 401–412, 2012.

[2] Glenn A Elliott, Bryan C Ward, and James H Ander-

son. Gpusync: A framework for real-time gpu manage-

ment. In Real-Time Systems Symposium (RTSS), 2013

IEEE 34th, pages 33–44. IEEE, 2013.

[3] Shinpei Kato, Ragunathan Rajkumar, and Yutaka

Ishikawa. A loadable real-time scheduler suite for multi-

core platforms. Technical report, CMU-ECE-TR09-12,

2009.

2https://github.com/CPFL/linux-rtx
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コンテキストアウェア型アプリケーションの開発支援としてのライフログマイニングプラットフォーム
安田充志,米田圭佑,里中裕輔,村尾和哉,西尾信彦（立命館大学）

1 はじめに
ライフログマイニングプラットフォームとは，携帯端末に
搭載された様々なセンサから得られるデータ（ライフログ）
をマイニングするために必要な機構を備えたシステム全体の
ことである．ライフログマイニングにより，歩いている・会
議中といったユーザのコンテキストを把握することができる．
ユーザのコンテキストに依存したサービスを提供するアプリ
ケーションの開発が盛んに行なわれている．
プラットフォームが扱うコンテキストは様々である．たと
えば，時間，位置情報，天気，ユーザの移動状態（歩く・走
るなど），ユーザの置かれている状況（休暇中・会議中など），
はコンテキストである．コンテキストにはライフログその
ものから簡単に把握できるものもあれば，ライフログマイニ
ングを行うことで初めて把握できるものもある．GPSから
得られる緯度経度情報はマイニングを必要としないが，「自
宅」といったユーザにとって意味のある位置情報の獲得には
マイニングが必要となる．
ライフログマイニングは大量のログを解析する必要がある
ため通常はサーバ上で行われる．一方，ライフログは携帯端
末側で生成される．したがって，ライフログを定期的にサー
バに送信したり，マイニング結果を携帯端末に配信する必要
がある．

2 ライフログマイニングプラットフォーム
我々がこれまで提案してきたライフログマイニングプラッ
トフォームの概略を図 1に示す．図中の Virtual Sensor（仮
想センサ）とは，物理的なセンサ情報に計算を施し，別種の
意味のある情報を得られるセンサである．たとえば，歩数セ
ンサは加速度センサからの情報を加工し，ユーザの歩数を測
定する．米田ら [1]の提案した階層移動判定センサは階層移
動による気圧センサの値の変動からユーザの階層移動を判定
している．
現在，本プラットフォームでは携帯端末でセンシングした
ライフログをサーバに送信しサーバ側でマイニング処理を行
う基本的な機能は既に実現されている．我々は更に以下の 3
つの機能を提案し実装した．
• 複数のセンサデータの変化を検知する処理を最適化し
複数アプリで共通化することで，バックグラウンドで
動作するサービス数を軽減するイベント検知機構
• ライフログのアップロード処理による影響を予測し，携
帯端末の状況に応じてアップロードを制御する機構
• アプリからライフログやマイニング結果へデータ参照
する際，データの存在場所（サーバ/端末内）にかかわら
ずアクセスできる，参照透過性を実現した APIの提供

これに加え，開発者が統一的にコンテキストを獲得・蓄
積・利用できるようなアプリケーション開発支援機構を提案
する．ユーザのコンテキストにより振る舞いを変更するよう
なコンテキストアウェア型アプリの開発では，開発者が，取
得対象のコンテキスト把握のためのライフログマイニングの
必要性，生成されたライフログのサーバへの送信状況，マイ
ニング処理の実行場所（サーバ/端末内），などを考慮しなく
ても開発できるように，プラットフォーム側がそういった情
報を開発者から隠蔽するのが望ましい．そのため，次にあげ
る機能を今後追加する予定である．
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図 1: ライフログマイニングプラットフォーム

コンテキスト把握手段の仮想化 あるコンテキストを得るた
めにマイニングが必要かどうかを隠蔽する．たとえば，ユー
ザが特定の動作をしているというコンテキストを把握したい
とき，ライフログマイニングによってコンテキストを把握す
るのか，端末内で仮想センサを用いて検出するのか，といっ
た情報を仮想化する．
マイニング処理部のモジュール化 現在マイニング処理部
はモジュール構成になっておらず，特定のサービスにしか対
応しないマイニング処理が別々に実装されている状況である．
モジュール構成にすることで，複数のマイニング処理結果を
容易に組み合わせたり統合したりできるようにする．
各種ポリシーのコンテキスト化 データアップロードの頻
度や，マイニング結果のキャッシングポリシーは，現在コン
テキストという概念とは別個に設計されている．しかし，こ
れらポリシーもコンテキストの一つとして扱えば，プラット
フォーム自体の制御も統一的に実装できる．

3 関連技術
個人特化したコンテキスト把握を行っているサービスの例
としてGoogle Now1があるが，個人に特化したコンテキスト
を得るための APIは現状存在しない．また，今後 APIが提
供されたとしても，サーバ側に位置するマイニング処理部を
開発者が自由に追加・作成することはできない．
里中ら [2]は，ライフログマイニングによって得られるコ

ンテキスト情報を利用し，個人特化型の移動支援システムを
提案している．この移動支援システムでは，ユーザが利用す
る移動手段の組み合わせなど位置情報に関するコンテキスト
を扱う他のアプリにとっても有用なコンテキスト把握を行っ
ており，マイニングプラットフォーム側が情報を統一的に管
理するのが望ましい．

4 今後の取り組み
今後，提案手法を実現するために第 2節で挙げた機能を設

計していく．

参考文献
[1] 米田圭佑,望月祐洋,西尾信彦：気圧センシングを用いた
行動認識手法, 情報処理学会研究報告. （UBI研究会）,
Vol. 2014-UBI-41, No. 14, pp. 1–8 (2014).

[2] 里中裕輔,西尾信彦：対話型移動支援システムの設計,電
子情報通信学会技術研究報告.（USN研究会）, Vol. 112,
No. 31, pp. 129–133 (2012).

1http://www.google.com/landing/now/
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mrubyとTECSを用いた組込みシステム開発環境の提案

長原裕希（立命館大学）, 石川拓也（名古屋大学）, 大山博司（オークマ株式会社）,
安積卓也（大阪大学）, 西尾信彦（立命館大学）

1 はじめに
スマート家電の普及により，ユーザインタフェース・ネッ

トワーク対応・リモートコントロールなど，組込み機器に対

する要求が増加しており，セキュリティや安全性を考慮した

ソフトウェアを短期間で開発することが課題となっている．

しかし，組込みシステムのプログラミング環境は，現在も

C言語が主流であり，汎用システムの開発環境に比べて乏し

い．そこで本稿では，軽量 Rubyであるmruby[1]と，組込

みシステム向けコンポーネントシステムである TECS[2]を

利用した，既存の C言語コードを再利用可能な組込みシス

テム開発環境を提案する．

2 関連する既存技術
TECS:組込み向けコンポーネントシステムである．TECS

では，コンポーネントの振る舞いを C言語で開発する．コ

ンポーネント間を結合する C言語コードは，TECSジェネ

レータが自動生成する．

mruby: スクリプト言語である Rubyを，組込みシステ

ムに特化した Rubyの実装である．組込みシステム向けに，

メモリ使用量の少ない VMを用いている．

mruby⇒ TECS Bridge: mrubyから TECSを操作す

るインタフェースであり，TECS ジェネレータが自動生成

する．

3 課題とアプローチ
3.1 mruby VM manager

mrubyのソースコードは VM上で動作する．組込みシス

テムにおいても複数のスレッドで同時にmrubyが動作する

可能性があり，メモリ容量が少ない環境において VMによ

るメモリオーバヘッドが許容できない可能性がある．mruby

VMのRAM使用量について調査を行った結果，VM 1つの

展開につき RAM約 93KBが確保されることがわかった．

そこで，mrubyで実行するソースコードおよび VMを統

合管理し，リソースの少ない組込み機器へmrubyを搭載可

能とする mruby VM Managerを提案する．図 1 に概要を

示す．mruby VM Managerは，実行するソースコードを管

理し，mruby処理を待ち受ける．mrubyに任せる処理の要

求があると，該当の処理を行うソースコードをキューに追加

し，VMで逐次実行を行う．処理要求にはポリシを付加でき

るようにし，処理の重要度や緊急性にあわせて VMの数を

拡張したり，待機したりして処理の対応を変更する．ポリシ

として考えられるものは “待つ” “タイムアウト付きで待つ”

“待たずに実行”の 3種類を想定している．これらのポリシに

より，処理の緊急性や組込み機器の持つリソースにあわせて

mrubyが利用できると考えられる．

3.2 TECS to mruby gems generator

mruby からの TECS の操作は，現状 mruby ⇒ TECS

Bridgeを通じて行うが，mruby⇒ TECS Bridgeのインタ

フェースは，mrubyのライブラリとは別の方法で提供され

ており，仕様に準拠していない．結果として，TECSの利用

者でなければ mruby⇒ TECS Bridgeを利用することは難

しい．一方，mrubyのライブラリには mruby gemsという

図 1: mruby VM manager概要
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Component

TECS 
Component

mruby�TECS
Bridge

mrubyÛ�<Ý

図 2: TECS to mruby gems generator概要

方式が用いられており，mruby gemsのインタフェースを記

述することで C言語のソースコードをmrubyのライブラリ

として提供できる．

そこで，TECS を mruby gems 化する TECS to mruby

gems generatorを提案する．図 2に提案するジェネレータ

を示す．本ジェネレータは TECSを入力として，mruby向

けインターフェースなどmruby gemsに必要なソースコード

を自動的に生成する．TECSをmruby gems化することで，

mrubyから TECSの利用が容易になると考えられる．

4 まとめと今後
本稿では，軽量 Rubyであるmrubyと，組込みシステム

向けコンポーネントシステムである TECSを利用した組込

みシステムの開発環境を提案し，現状の課題と，アプローチ

について述べた．今後は，提案手法を設計，実装し，性能測

定することで，妥当性や有用性を評価する．

参考文献
[1] 特定非営利活動法人 軽量 Ruby フォーラム , Online

(2014), http://forum.mruby.org/.

[2] 安積卓也, 山本将也, 小南靖雄, 高木信尚, 鵜飼敬幸, 大

山博司, 高田広章：組込みシステムに適したコンポーネ

ントシステムの実現と評価, コンピュータソフトウェア,

Vol. 26, No. 4, pp. 39–55 (2009).
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聴覚フィードバックを利用したペダリングトレーニングシステムによるスキル推移の評価

奥川 遼 (神戸大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
サイクルスポーツにおいて，効率的なペダリングは回転ム

ラの少ない回転速度が一定のペダリングであることが示さ

れている [1]が，従来のケイデンス計を用いたトレーニング

方法では単位時間当たりの回転数（ケイデンス）は評価でき

ても回転ムラは評価できない．そこで，ペダリング中の回転

ムラを評価するため，自転車エルゴメータのクランクに加速

度・角速度センサを設置し，回転方向の角速度の分散値から

ペダリングを評価するシステムを構築する．また，理想的な

ペダリングの習得が容易でないサイクルスポーツ初心者の

ペダリングスキルの向上を支援する手法として，クランクが

1/4回転するごとにフィードバック音を生じさせ，一定テン

ポの参照音を同時に聴きながらペダリングすることで回転ム

ラを減少させるトレーニング方法を提案する．本研究では，

提案システムを長期的に使用した場合のペダリングスキルの

推移を観測し，システムでトレーニングを行った後のペダリ

ングスキルの習熟度を評価する．

2 提案システム
2.1 ペダリング評価システム

ペダリングのケイデンスおよびペダルの回転速度を計測す

るために，自転車エルゴメータの右クランクに 3軸無線加速

度・角速度センサを設置し，ペダリング中の加速度と角速度

を計測するシステムを設計した．クランクの鉛直上向き方向

を 0[deg]と定義し，加速度値からケイデンス [rpm]，角速度

値からクランク角度 [deg]を求める．ペダリング一周内の回

転速度の安定性をペダリングスキルの評価指標とするため，

時刻 tにおけるペダリングの角速度を angZ(t)として，回転

速度の平均値 AveangZ(t)と分散値 V arangZ(t)を以下の式

に基づいて計算する．ただし，lは計算に用いるウインドウ

サイズを示す．

AveangZ (t) =
1

l

l−1∑
i=0

(angZ(t− i)) (1)

V arangZ (t) =
1

l

l−1∑
i=0

(angZ(t− i)−AveangZ (t))
2

(2)

回転速度の分散値 V arangZ が小さいほど，ユーザは安定し

たペダリングを行っていることを意味する．このシステムで

サイクルスポーツ初心者のペダリングを評価すると，熟練者

と比較して V arangZ の値が大きく，回転ムラが現れている

ことがわかった．

2.2 ペダリングトレーニングシステム

サイクルスポーツ初心者のペダリングの回転ムラを小さ

くするための手法を検討する．クランク角度が 0，90，180，

270[deg] の位置を通過したタイミングでフィードバック音を

鳴らし，ユーザに聴覚によって自身のペダリングの回転速度

の揺らぎを知覚させる手法を考える．また，フィードバック

音に加えて一定テンポの参照音を聴かせ，フィードバック音

を参照音に合わせてペダリングすることでペダルの回転速

度を一定にする機能を提供する．本システムの構成図を図 1

に示す．参照音として，メトロノームのクリック音と音楽の

2種類を比較した予備実験を行った結果，2手法とも従来の

トレーニング時と比較して回転速度の分散値が減少した．ま

⾃転⾞エルゴメータ

加速度・角速度センサ

PC

スピーカ

加速度値

角速度値

参照音

フィードバック音

♪

♪

角度計算

記録

図 1: ペダリングトレーニングシステムの構成図
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図 2: 回転速度の分散値の推移

た，メトロノームは単調で，音楽は継続してトレーニングで

きるという意見が被験者から得られたため，長期的な評価実

験には参照音として音楽を用いる．

3 長期的な評価実験
前節に示した結果から，本システム使用時に回転速度の分

散値が減少し，よいペダリングが行えることが分かった．し

かし，本システムはペダリングスキルの鍛錬を目的としてお

り，実際の走行において高いパフォーマンスを発揮するため

にはシステムが存在しない環境でもペダリングスキルを発揮

できる必要がある．そこで，本システムを長期的に使用し，

システムを利用しない場合のペダリングスキルを定期的に評

価する実験を行った．被験者は，本システムを用いてトレー

ニングを行う「実験群」6名，従来の方法でトレーニングを

行う「対照群」5名の計 11名で，両群ともに理想的なペダ

リングを口頭で説明した上でケイデンスを 90[rpm]に維持す

ることを課題とした．1回の実験時間は 20分間で，1週間に

3回のトレーニングを 4週間行い，合計 12回のトレーニン

グを行った．各週の最初のトレーニングを行う前と 12回目

のトレーニングが終了した時に，システムを用いずに行うペ

ダリングについてスキルチェックを行った．各群の回転速度

の分散値の推移を図 2に示す．

実験群の被験者は，トレーニング開始前と比較してトレー

ニング後の回転速度の分散値が大きく減少し，回転ムラの減

少が確認できた．対照群の被験者については減少率は実験群

より大きくはない．これはペダリングそのものへの慣れによ

るものと考えられる．

4 まとめと今後の課題
本研究では，ペダリングの回転ムラを聴覚的にフィード

バックし，音楽のビートに合わせてペダリングすることでペ

ダルの回転速度を一定に保つトレーニングシステムを提案し

た．今後は，踏力などの回転速度以外の能力を向上する方法

を検討していく．

参考文献
[1] 北脇知己他: 加速度・角速度センサを利用した新しいペダ

リング解析モデル. 電子情報通信学会技術報告 (MBE),

Vol. 111, No. 482, pp. 37–40 (Mar. 2013).
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体の形状変化による動作推定手法の提案

椿健太郎 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ),塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
加速度センサを用いた人間の動作推定に関する研究は多く

存在するが，物を持っているかの推定や指先の細かい動作を
測定することができない．また，筋電位を用いた動作推定手
法も存在するが，測定には専用の高価なハードウェアが必要
である [1]．一方，身体には各部位を動かすときに関節部の
長さや，各部の外周の長さ (以下，周径)が変わるという特
徴がある．そこで本研究では，全身に装着可能で簡易に周径
を測定できるデバイスを作成し，それを用いて姿勢や動作を
推定することを目的とする．全身の複数個所の周径変化を測
定することで，これまで難しかった細やかな動作認識が行え
ると考える．

2 提案システム
提案システムのプロトタイプとして，簡単に装着可能な身

体の周径測定デバイスを作成した．デバイスは導電布とマイ
コンで構成される．使用する導電布は一方向にのみ伸縮性が
あり，伸ばすと抵抗値が減少する特性をもつ．導電布を測定
部位に巻きつけ，マイコンで導電布の抵抗値を測定する．初
めに基準となる抵抗値を決定し，その後測定された抵抗値の
変化によって，測定部位の周径の変化を検出する．そして，
測定部位の動きと周径の変化の関係から動作を推定する．

3 実験
最も周径を変化させられる腹部と，力の入れ具合や姿勢に

よって周径が変化しやすい前腕部にデバイスを装着して，各
部を動かしたときの抵抗値を測定した．被験者は第一筆者の
みである．

3.1 腹部
図 1(a)のように腹部にデバイスを装着し，安静状態，会

話，起立，歩行といった 4種類の動作を行った．そのときの
測定結果を図 2に示す．図 2(a)の安静について，抵抗値が
大きくなっている部分が腹部を凹ませている状態で，抵抗値
が小さくなっている部分が腹部を膨らませている状態を示し
ており，何も動作をしていなくても呼吸により腹部の周径が
変化している．図 2(b)の会話について，椅子に座った状態
で，1対 1で会話を行った．会話時は安静時と比べて不規則
に腹部の周径が変化している．図 2(c)の起立について，椅
子に座った状態 (0～16.3s) から，立ち上がって再び座ると
いう動作 (16.3～33.8s)を行った．起立時は，着席時に比べ
て腹部の周径が小さくなっている．図 2(d)の歩行について，
歩行時 (6.0～32.2s)は安静状態よりも短い周期で腹部の周径
が変化している．動作によって腹部の周径の変化が異なるこ
とから，動作の区別が可能だと考えられる．

3.2 前腕部
図 1(b)のように手首と肘関節付近の前腕部にデバイスを

装着し，手を握る・広げる，歩行，タイピング，把持して力
を入れる，という 4種類の動作を行ったときの測定結果を
図 3に示す．図 3(a)の手を握る・広げるについて，握った
状態から，手を広げる・握るを 5回行い (3.5～19.2s)，握っ
た状態を維持して (19.2～24.3s)，最後に手を広げる・握る
を 1回行った (19.2～26.5s)．各部の周径について，握った
ときには，抵抗値が手首は大きく，肘関節付近は小さくなっ

(a)腹部 (b)前腕部

図 1: デバイス装着図
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ており，この動作では，手首と肘関節付近の周径の変化が反
転していることがわかった．図 3(b)の歩行については周径
に大きな変化は見られなかった．図 3(c)のタイピングにつ
いて，着席状態で文章入力を行った．肘関節付近の周径に大
きな変化は見られなかったが，手首の周径が小刻みに変化し
ている．図 3(d)の把持して力を入れる状態について，着席
状態で直径 10cmの円柱の物体を持って，握る力を徐々に強
くしていった．握る力の増加に伴って肘関節付近の周径が大
きくなっている．前腕部は腹部に比べて周径の変化が小さい
が値の変化に特徴が見られるため，動作の推定が可能だと考
えられる．

4 おわりに
本研究では，身体の周径の変化を利用した動作推定手法を

提案した．また，長さによって抵抗値が変化する伸縮性導電
布を用いた周径測定デバイスを作成し，腹部，前腕部に装着
して各部の動作と周径の関係を調査した．
今後は様々な場所にデバイスを装着して，動作と周径の関

係をさらに調査し，推定可能な動作を検討していく．

参考文献
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腕時計型デバイスを用いた物体の把持状態認識システム

河田大史 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
コンテキストアウェアネスサービスの実現には，人の動

作，状況をコンピュータに認識させる行動認識技術が重要で
ある．特に，人間の行動のあらゆる動作の起点となる手の動
作，状況の認識は重要であり，把持状態の認識はさまざまな
面においてHCI(Human Computer Interaction)の発展に寄
与するとされている．把持状態を認識する手法として，圧力
センサを取り付けた手袋型デバイスを装着する手法 [1]や，
把持される物体に振動スピーカーとマイクを取り付け，周波
数応答から把持認識を行う手法 [2]が提案されているが，ど
ちらも専用のデバイスが必要であるという問題がある．よっ
て，本研究では，日常的に装着できる腕時計型デバイスの振
動によるアクティブセンシングで把持状態の認識，および把
持している物体の種類を識別する手法を提案する．

2 提案手法
ユーザは，振動する機能をもつ腕時計型デバイスと加速度

センサを装着する．腕時計型デバイスを振動させると，その
振動が体を伝わり加速度センサで認識される．データは加速
度センサで連続的に取得され，PCに送信される．把持する
物体の有無によって生じる周波数応答の違いで把持状態を認
識し，把持状態であれば把持物体を識別する．

3 予備実験 1
腕時計型デバイスと加速度センサの装着位置が近いと，周

波数応答に変化が生じても振動モータの振動にかき消されて
しまう．そこで，周波数応答の変化を認識できる，腕時計型
デバイスと加速度センサの適切な位置関係を検討するため，
以下のパターンで予備実験を行った．

パターン 1 右手首に加速度センサを装着した場合

パターン 2 右手の指に加速度センサを装着した場合

パターン 3 左手の指に加速度センサを装着した場合

図 1にパターン 1から 3のときの腕時計型デバイスと加速
度センサの位置関係を示す．ここで，腕時計型デバイスとは
振動モータを用いて作成されたもので，常に左手首に装着す
る．腕時計型デバイスの振動の周波数は 166 Hzである．
3.1 結果と考察

パターン 1
把持状態と非把持状態の周波数応答に違いはみられなかっ

た．腕時計型デバイスと加速度センサの距離が大きく，加速
度センサに振動が伝わっていなかったからであると思われる．

パターン 2
把持状態と非把持状態の周波数応答を図 2(a)に示す．図

2(a)より，把持状態では振動モータの周波数である 166 Hz

付近の振動が伝わっているが，非把持状態ではどの周波数の
振動も伝わっていない．両手で何かを把持している場合は，
閾値を設けることなどにより，把持状態を認識できる．

パターン 3
把持状態と非把持状態の周波数応答を図 2(b)に示す．縦

軸については，正規化を行った．図 2(b)より，非把持状態と
把持状態でパワースペクトルのピーク時の周波数が 2.2 Hz

変化していることがわかる．この変化量は，把持している物
体の質量・材質によって異なると考えられる．

腕時計型デバイス

加速度センサ

(a)パターン 1

腕時計型デバイス

加速度センサ

(b)パターン 2

加速度センサ

陶器の湯のみ

腕時計型デバイス

(c)パターン 3

図 1: 各実験における把持状態図
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図 3: 予備実験 2における周波数応答

4 予備実験 2
把持した物体によって周波数応答が変化するかどうかを

調べるため，周波数を変化させながら実験を行った．腕時計
型デバイス，加速度センサ，および把持物体の位置関係は図
1(c)に示す通りで，本実験では陶器の湯のみとスマートフォ
ンを把持物体とした．それぞれの周波数応答を図 3に示す．
それぞれの把持物体において，ピーク時の周波数が異なり，
また，47 Hz 付近のパワースペクトルも大きく異なってい
る．この変化量は，予備実験 1のパターン 3と同様に，把持
している物体の質量，材質よるものだと考えられ，これをも
とに把持物体の識別が可能であるといえる．

5 まとめと今後の課題
本稿では，腕時計型デバイスを用いた振動による把持状態

認識システムを提案し，実装に向けて行った予備実験と考察
について述べた．今後，把持状態の認識システムおよび把持
物体の識別システムを実装する．

参考文献
[1] 山本 景子ら: ものの把持に基づくコンテンツ支援, 芸術
科学会論文誌, Vol. 9, No. 1, pp. 29–37 (Apr. 2010).

[2] 大野 誠ら: アクティブ音響センシングを用いた把持状態
認識, インタラクション 2013, 論文集, pp. 56–63 (Mar.

2013).
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鼻部皮膚温度によるストレス認識システムの設計と実装

安福寛貴 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
現代社会において，ストレスは自律神経失調症などのメン

タルヘルスを阻害する要因となるばかりでなく，免疫機能に
悪影響を及ぼしたり，様々な生活習慣病の遠因とも言われて
いる．このため，日々の生活においてストレスを感じたタイ
ミングを記録するライフログシステムが構築できれば健康改
善に有効である．そこで，本研究では心理的要因によって変
化する鼻部皮膚温度 [1]を用いてストレスを感じた場面を振
り返ることができるライフログシステムの構築を目指す．

2 提案システム
システム構成を図 1 に示す．鼻部皮膚温度を低下させる

要因には「運動」，「環境温への順応」，「ストレス感取」の
3つがあるため，それらを区別するために加速度センサと 3

つの温度センサをメガネに搭載し，それらとデータを処理す
るためのマイコン，データ保存用の SDカードにより構成さ
れる．3 つの温度センサは鼻部，体幹部，周囲の温度を計測
するためにそれぞれメガネの鼻あて，こめかみに接触するア
タッチメント内側，アタッチメントの外側に配置する．提案
システムは温度，加速度のデータを SDカードに csv形式で
記録し，記録したデータを PCに読みこませると以降で述べ
る認識手法によってストレスを感じた可能性がある時間を抽
出する．

3 認識手法
鼻部皮膚・環境温度低下の認識は，ローパスフィルタを適

応してノイズを除去した鼻部皮膚・環境温度の 10 秒間ずつ
の平均値をとり，時系列順に隣り合う平均値を比較する処理
を行う．平均値をとる区間を 1秒ずつずらしてこの作業を繰
り返し，この平均値が低下する箇所が 5つ続いた場合，1つ
目を鼻部皮膚・環境温度低下の開始時間と認識する．運動の
認識にはメガネに搭載された加速度センサの 10秒間の計測
値の分散値を算出し，その値を 3軸について平均して時系列
順に隣り合う値の大きさを比較する処理を行う．分散値を算
出する区間を 1秒ずつずらしてこの作業を繰り返し，分散値
が増加する箇所が 5つ続いた場合，1つ目を運動の開始時間
と認識して，分散値が低下する箇所が 5つ続いた場合，1つ
目を運動の終了時間と認識する．

4 予備実験
認識手法の精度を調べるために鼻部皮膚温度を低下させ

る 3つの要因を与えた際の温度変化を調査した．実験の手順
は，実験開始時から 5 分間は被験者を安静な状態に保たせ，
次に，以下の 3通りの要因を 5分間与え，その後，15 分間
再び安静を保たせた．

(1)ストレスを与える: 英語の問題をできるだけ速く正確に
回答するように伝え，解答開始と同時に平均 90dBの騒音を
スピーカーから流した．

(2)運動させる: 被験者それぞれのペースで 5kgのダンベル
を用いて運動を継続させた．

(3)環境温度が変化する: 室内から気温がおよそ 10 ℃の室
外へ移動させ，安静な状態を保たせた．
被験者は 20 代の男性 3 名で，(1)は全員，(2), (3) はそ

の内の 2 名に対して行った．(1), (2), (3)はそれぞれ独立し

データ解析アプリケーション

1.SDカードにデータを保存 2.ストレスを感じた場面の抽出

メガネ型デバイス
(加速度センサ×1
温度センサ×3)

図 1: システム構成

ストレスを感じた場面の移動・削除

データの選択・読み込み

csv出⼒

閾値・場面の検出数

視界を記録した動画 ⿐部⽪膚温度

変化点スコア

図 2: アプリケーションの表示画面例

て不連続に行われ，全て同じ部屋で実施された．室温はおよ
そ 25℃に保たれており，実験中部屋への人の出入りは無い．
計測されたデータに認識手法を適応し，要因が起きた時間を
それぞれ出力する．この時間が，実際に要因を与えた時間に
含まれる場合は要因を識別したと見なす．それぞれの実験に
ついて，認識すべき要因は 1 回ずつなので正解数を 1 とし
て，それぞれの実験結果から適合率，再現率，それらの調和
平均である F値を算出した結果，全ての要因を 100%の再現
率で取りこぼし無く認識し，運動，環境温度の変化について
は平均 87.5%の適合率で正確に認識した．このことより，3

つの要因を区別できることがわかった．

5 実装
保存された温度データと加速度データを読み込み，算出さ

れたストレス感取時間とウェアラブルカメラなどによって撮
影された動画とを照らし合わせることでその時間の動画を
切り出し，振り返りを容易にするアプリケーションを実装し
た．アプリケーションの表示画面例を図 2に示す．なお，鼻
部皮膚温度の低下を認識するための閾値は，検出場面数を確
認しながら変更できる．

6 まとめと今後の課題
本研究ではストレスと鼻部皮膚温度の関係に着目し，スト

レスを感じた場面をロギングするライフログシステムを設
計，実装した．提案システムを用いて，鼻部皮膚温度を低下
させる 3 つの要因を十分な精度で区別できることが分かっ
た．今後はストレス評価の指標として信頼性の高い心拍 RR

間隔を併用して算出された温度データの変化点を検出する適
切な閾値を用いて日常生活での評価実験を行う．

参考文献
[1] 隈元美貴子: ストレスおよびその回復の評価法に関する
研究―鼻部皮膚温度と知覚レベルおよび心理状態―, 山
陽論業, Vol. 16, pp. 39–48 (Dec. 2009).
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衣服のポケットを用いたライフログシステム

下鶴弘大 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
衣服のポケットにおける物の出し入れは，ユーザがそれを

必要とした場合や必要でなくなった場合行われるため，ユー
ザの意図を反映している可能性が高い．出し入れされる物
を認識できれば，物に応じたユーザの行動が推定でき，ライ
フログの生成や状況に応じたサービスの提供が可能である．
例えば，鍵がポケットから取り出された場合，ユーザが帰宅
した可能性が高く，また切符がポケットへ入れられた場合，
ユーザがこれから電車に乗る可能性が高い．そこで本研究で
はポケットにおける物の出し入れに着目し，衣服のポケット
用いたライフログシステムを提案する．

2 システム概要
2.1 システム構成
提案システムは，フォトトランジスタ，赤外線 LED，Ar-

duino，バッテリーおよび PCから構成される．ポケットの
太もも側には図 1(a)に示すような 7×8に配置したフォトト
ランジスタ（赤外線受光部）と表布側には図 1(b)に示すよ
うな赤外線 LED（赤外線照射部）を赤外線受光部のフォト
トランジスタと対になるように格子状に配置する．提案シス
テムは赤外線照射部から赤外線受光部に常時赤外線を当てて
おき，受光部での各センサ値を Arduinoにより取得し，PC

に送信する．ポケット内に物体があるときは赤外線が遮断さ
れるため，そのパターンによって物体の認識が可能である．

2.2 ポケット内の物体認識
ポケット内の物体認識は，テンプレートマッチングによ

り行う．アプリケーションはには物体ごとに複数個のテンプ
レートが用意してあり，物体ごとにテンプレートとセンサ
データでテンプレートマッチングを行い物体を判定する．正
解データとなるテンプレートは，ポケット内に各物体を入れ
た際の各物体が遮ったセンサ値を閾値を上回っているか否か
の 2値で保存したものとする．本研究では携帯電話，切符，
鍵の 3つの物体のテンプレートを用意した．図 2に物体ご
とのテンプレート例を示す．図 2において，青色のセルは赤
外線が遮断されていることを表し，白色のセルは赤外線が照
射されていることを表す．本研究で用意した各テンプレート
の数は，携帯電話が 1 サンプル，切符が 153 サンプル，鍵
が 112 サンプルである．ここで携帯電話が 1 サンプルと他
の 2 物体に比べ少ないのは，図 2(a) に示すように必ずセン
サ全体を覆ったためである．

3 評価実験
提案システムの有用性を確かめるため，ポケット内の物体

を認識するためのプロトタイプデバイスを作製し，実利用に
おける評価実験を行った．被験者は，映像を記録するための
ウェアラブルカメラと作製したプロトタイプデバイスを装着
する．被験者は本稿の筆頭著者である．提案システムは，認
識した物体を 1秒毎に記録しており，ポケット内の物体が変
わった際のシーンをウェアラブルカメラにより撮影された映
像から確認した．
図 3 にシステムが物体を認識した際のシーンを示す．本

システムを用いることにより，外出時や，帰宅時 (図 3(a))，
音楽を聴くためにスマートフォンを取り出した時 (図 3(b))，

フォトトランジスタ

(a) 赤外線受光部

赤外線LED

(b) 赤外線照射部

図 1: 作製したプロトタイプデバイス

(a) 携帯電話 (b) 切符 (c) 鍵

図 2: アプリケーション画面

(a) 帰宅する (b) 音楽を聴く (c) 電車に乗る

図 3: システムから得られたシーン

改札を通る時 (図 3(c))などユーザがポケットを利用した際
の重要なシーンが抽出できることがわかった．
提案システムは概ね高い精度で物体を認識できていたが，

大きな物体の後に小さな物体が入ってきた際や，物体がポ
ケットの底にしっかりと入っていない場合，ポケット内の物
体の周辺にテンプレートが十分でなかった場合に正しく判定
できなかった．

4 まとめと今後の課題
本研究では，赤外線センサを用いてポケット内の物体を認

識するライフログシステムを提案した．また実利用におけ
る提案システムの評価実験を行い，ポケットの利用履歴から
日常生活における重要なシーンの抽出ができることを確認
した．
今後の課題としては，表面実装のフォトトランジスタを使

い高密度にセンサを配置して認識精度をあげることや，カ
ラーセンサを用いて，同じ大きさの物体を色の違いにより識
別することがあげられる．また現在の認識手法では，複数物
体がポケット内で物が重なった際にそれぞれの物体を個々に
認識することが難しいため，複数の物体がポケットに入って
きた際の認識手法も検討する．
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プロジェクタ投影光の偏光を利用したユビキタスデバイス群の一斉制御手法

佐々木裕人 (神戸大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
近年，イルミネーションやライブパフォーマンスで用いら

れる電飾アートは技術発展に伴いその表現力の幅を広げて
いる．しかし，従来の電飾アートの動作は非常に単純で点滅
パターンの組合わせやマイコンによる簡単なインタラクショ
ンの導入にとどまっている．また，多数のデバイスの光を組
み合わせて字形や文字，映像を表現するなど，複数デバイス
を協調的に動作させるには，各デバイスを識別し，それぞれ
に対して個別のプログラムを用意する必要があり，柔軟な動
作変更の実現や機能修正が困難であるなどの問題がある．こ
のような問題に対し，筆者らの研究グループでは光センサを
備えた大量のデバイスを環境内に設置し，そこにプロジェク
タを用いて赤外光（不可視光）で画像を照射することによっ
て動的にデバイスを制御する方式を提案してきた [1]．しか
し，この方式では単色の提示しか行えないため，フルカラー
映像を表現できなかった．
そこで本研究ではフルカラー LEDを搭載した大量のユビ

キタスデバイスを柔軟かつ一斉に制御する手法を提案する．

2 提案手法
本研究では可視光，赤外光における偏光に着目し，プロ

ジェクタと光センサを用いてユビキタスデバイスの一斉制御
手法を提案する．提案手法ではプロジェクタから照射される
光に基づいてユビキタスデバイスを制御するため，動作の変
更にプログラムの書き換えは不要で，ユビキタスデバイス群
の動的な一斉制御が可能であると考える．

2.1 デバイス
提案手法で用いるデバイスは，マイコン，フルカラーLED，

光センサ 3個，偏光フィルタで構成され，光センサの受光部
に偏光フィルタを装着する．装着する際，偏光フィルタはそ
れぞれ偏光方向が異なるように角度を変えて 3個の光セン
サに装着する．また，プロジェクタは DLPプロジェクタを
使用する．プロジェクタ内部の RGB照射部それぞれに偏光
フィルタを角度を変えて装着し，ユビキタスデバイス群に対
してプロジェクタから光を照射する．

2.2 制御方式
偏光フィルタを装着したプロジェクタから照射される可視

光または赤外光を，偏光フィルタを装着した光センサが感知
しマイコンがセンサ情報に基づいて LEDを制御する．プロ
ジェクタからは偏光方向のそれぞれ異なるRGB光が照射さ
れ，デバイスに搭載された 3個の光センサでは角度の異な
る偏光フィルタによりそれぞれの光センサで認識する受光量
は異なる．この受光量の違いによりマイコンでRGBを識別
し，ユビキタスデバイスに搭載された LEDを制御する．図
1にシステム構成図を示す．

3 予備実験と考察
プロジェクタ内部の RGB発光部に偏光フィルタを 0度，

60度，120度の角度で装着する．デバイスはマイコンと光セ
ンサ，偏光フィルタで構成され，センサの受光部に偏光フィ
ルタを装着する．光センサに取り付ける偏光フィルタの角度
を 0度から 180度まで変化させ，各角度においてプロジェ
クタからデバイスに対し赤・緑・青の各色をそれぞれ照射し

デバイス

光センサ

偏光フィルタ

プロジェクタ

図 1: システム構成図
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図 2: 偏光フィルタの角度の変化による各色の照度

た．また，各色での各角度における照度の値を表したグラフ
を図 2に示す．
図 2に示すグラフより，提案デバイスに搭載された 3個の

光センサの受光量から，プロジェクタからの投影光の元の色
の R，G，Bが推定できると考える．推定式を以下に示す． R

G

B

 =

 a b c

d e f

g h i


−1  l

m

n


上式において，a～iは 2枚の偏光フィルタの各角度の差

による光の強度の減衰率，l～nは各光センサでの受光量を
表す．

4 おわりに
本研究では，プロジェクタと光センサを用いたユビキタス

デバイス群の一斉制御手法を提案した．提案手法の有用性を
確認するための予備実験を行い，考察を行った．今後の課題
としては，システムの構築，デバイスを実装し評価実験を行
うことなどが挙げられる．

参考文献
[1] 中田眞深, 児玉賢治, 藤田直生, 竹川佳成, 寺田努, 塚本
昌彦: プロジェクタによる一斉制御が可能なユビキタス
光デバイスの設計と実装, 情報処理学会論文誌, Vol. 50,

No. 12, pp. 2871-2880 (Dec. 2009).
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トイレ使用者識別のための芯形デバイスの設計と実装

倉橋真也 (神戸大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 はじめに
近年のセンサの小型化・省電力化などにより，トイレの便

器やその周囲にセンサを設置することで，ユーザの生体情報
を日常的にかつ容易に取得し，健康管理に役立てることがで
きるようになった [1]．トイレは多くの場合複数の人が共用
するため，取得した生体情報を記録する際にユーザごとに分
類する必要がある．カメラを用いれば高い精度で個人識別が
可能である [2]が，トイレがプライベートな空間であること
を考慮すると不適切である．また，ボタンやタッチパネルな
どの機器をユーザに操作してもらうことも可能であるが，1

日に複数回使用する場所であり，時には緊急を要する場合も
あるため，トイレに本来不要である動作を行わせることも望
ましくない．したがって，トイレのドアを開ける，便座に座
る，トイレットペーパを巻き取るなどトイレ内で行う通常の
動作から個人識別を行うことが望ましい．そこで本研究では
センサ設置の容易さを考慮し，トイレットペーパの芯の中に
角速度センサを設置し，ペーパの巻取り方の特徴からユーザ
を識別するシステムを提案する．

2 提案システム
2.1 芯形デバイス
本研究で提案するトイレの個人識別システムでは，図 1に

示すように，樹脂製の芯形のアタッチメントの中央に，角速
度センサを取り付けたデバイスをペーパの芯に設置する．ア
タッチメントがペーパの芯の中で空回りしないように，ア
タッチメントの外側に滑り止めを取り付けた．実装したデバ
イスはペーパの芯の中に挿入するだけで使用が可能であるた
め，取付けや取外しが容易である．また，トイレットペーパ
を挟み込むタイプのホルダが設置されたあらゆるトイレで適
用可能であるため，汎用性が高い．

2.2 個人識別手法
ペーパの回転方向の 1 軸角速度をBluetoothを用いて PC

に送信し，解析を行う．時刻 t[s]におけるペーパロールの半
径 R(t)[m]と角速度 ω(t)[rad/s]を用いて，ペーパを単位時
間に巻き取る長さ (以下，巻取り速度とする)v(t)[m/s]を次
式に従い計算する．

v(t) = R(t)ω(t) (1)

巻取り速度の変化から巻取り動作の開始と終了を検知し，ペー
パを引き出してから切り取るまでの 1回の巻取り動作のデー
タを切り出す．切り出したデータから，使用量，巻取りにか
かった時間，巻取り速度の最大値，平均値，分散値の 5 つ
の特徴量を抽出し，正規化する．正規化した特徴量と，あら
かじめ登録しておいた学習データを用いて k近傍法 (k = 1)

によりユーザを識別する．

3 評価実験
実装したシステムの性能を評価するための実験を行った．

大学内のトイレの個室に芯形デバイスを取付けたトイレッ
トペーパを設置して，21～26 歳の男性 20 名の被験者から
20 回分の巻取りデータを収集した．ペーパホルダは便座に
座って左側に設置し，ペーパは全長 60 mのシングルタイプ
を使用した．本研究では世帯員 5 人での利用を想定し，20

滑り⽌め
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角速度センサ

図 1: デバイスの構造
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図 2: 評価実験における個人識別率のヒストグラム

人から 5 人を選んでできる組合せ 20C5 = 15504 通りすべて
に対して，10-fold cross-validationで個人識別精度を評価し
た．この実験は神戸大学の研究倫理審査委員会の承認を得て
行った．
図 2に全通りの組合せの個人識別率のヒストグラムを示

す．横軸のラベルが a - bである区間は個人識別率が a %よ
り大きく，b %以下である区間を示す．平均識別率は 85.8 %，
標準偏差は 8.32 %，最小値は 47 %，最大値は 100 %となり，
被験者の組合せに大きく依存した結果となった．識別率が低
い被験者の組合せでは，被験者間で特徴量の分布が類似して
いた．80 %以上の識別率であった組合せが全体の約 80 %で
あり，多くの場合で提案手法が有効であるい一方で，酷似す
る動作を行うユーザがいる場合には識別精度が大きく低下す
るため，システム利用時にはあらかじめ利用ユーザすべての
特徴量を計測して，十分な識別精度が得られることを確認す
る必要があることが分かった．

4 まとめと今後の課題
本研究ではトイレ使用者識別のための芯形デバイスを設

計した．1 軸の角速度センサをトイレットペーパの芯に設置
し，特別な操作を必要とせずユーザを識別するシステムの実
装および評価を行った．5人家族での利用を想定した評価実
験より平均 85.8 %の精度で識別できることを確認した．特
徴量が類似しているユーザの組合せでは精度が大きく低下す
ることから，今後は必要に応じて他のセンサと組み合わせる
などの対策が必要と考えられる．

参考文献
[1] 田中佐和子他: 全自動生体計測システムの開発と医療支
援への応用, 信学技報 (MBE研究会), Vol. 107, No. 72,

pp. 49–52 (May 2007).

[2] 真部雄介他: 歩行・顔・身体のソフトバイオメトリック特
徴を用いた正面観測個人認証, 知能と情報 (日本知能情
報ファジィ学会誌), Vol. 24, No. 5, pp. 988–1001 (Nov.

2012).
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圧力センサを用いた冷蔵庫開扉動作に基づく個人識別手法の提案

石田 茜 (神戸大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努 (神戸大, JST さきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
家庭や職場などでは複数人で冷蔵庫を共有して使用する

ことが一般的であるが，利用者各々が飲食物を雑多に置くた
めトラブルが発生することがある．複数人で共用する冷蔵庫
（共用冷蔵庫）の中に保存されている飲食物とその所有者を
関連づけることで，所有者不明の飲食物が冷蔵庫内に放置さ
れることや，誤って他人の飲食物を取り出してしまうなどの
問題を防ぐことができ，より快適に共用冷蔵庫を使用できる
と考えられる．冷蔵庫内部の飲食物を記録する研究として，
加茂田らは荷重センサを用いて，冷蔵庫内の食材管理システ
ムを構築している [1]．しかし，所有者の識別は行っておら
ず，冷蔵庫に飲食物を入れるたびにその食材の所有者を手動
で入力する必要があるため面倒で実用性に欠ける．そこで本
研究では，冷蔵庫に入れられた飲食物とその所有者を関連付
けるために，既に家庭で使用されている冷蔵庫に設置可能
で，カメラのように使用者のプライバシを侵害しない圧力セ
ンサを用いて，冷蔵庫開閉時のドアハンドルを握る力から使
用者を識別する手法を提案する．

2 予備実験
冷蔵庫のドア開閉時のドアを握る力の個人差を調査する実

験を行った．実験に用いた冷蔵庫は高さ 1,119mm，幅 480mm

の 2ドアのものであり，上段のドア上部の左端には握りやす
くするためのくぼみがある．これをドアハンドルと定義す
る．ドアハンドルに指を置いたときの位置と圧力のデータを
得るため，図 1に示すようにセル数 12個の圧力センサアレ
イを 2枚横に並べてドアハンドルに取り付け，被験者 A～F

の 6人がドアを開くのに要した時間および圧力値の時系列
データ（開動作データ）を各被験者から 10回ずつ取得した．
なお，圧力センサアレイの長さはドアハンドルのくぼみより
も十分長く，174mmである．また，今回の予備実験では普
段センサが取り付けられている範囲以外の部分を握ってドア
を開ける被験者にも，センサが設置されている範囲を握るよ
う指示した．
　固定用テープによる圧迫で圧力センサの出力値が不安定に
なるため，解析には時間差分データを用いた．現在の時刻を
t，ドアハンドルの左端から i個目のセルの圧力値を fi(t)と
して，時間差分データを以下の式より計算する．

Fi(t) = fi(t)− fi(t− 1)

　 24個のセルから得られた時間差分データF0(t)～F23(t)よ
り，力の入れ方，動作時間，握り方に関して表 1に示す 9種
類の特徴量を計算し，k近傍法 (k=1)を用いて 10分割交差
検証で評価した．なお今回は家庭において 4人での利用を想
定し，6人から 4人を選ぶ組合せ 6C4＝ 15通りで個人識別
精度を調査した．

3 結果と考察
予備実験の結果を図 2に示す．平均認識率 88.6%，最高認

識率 97.5%，最低認識率 82.5%となり，被験者の組合せに大
きく依存することがわかった．今回の実験では被験者AとC

を含む組合せの認識率が高く，被験者EとFを含む組合せの
認識率が低かった．被験者AとCを含む組合せでは，どの組
合せにおいてもAとC共に 100%の認識ができていた．また，

圧力センサ

図 1: 予備実験におけるセンサ設置図（左）と拡大図（右）

表 1: 予備実験で用いた特徴量

種類 特徴量 計算式

圧力

F (t)の最大値 F (t1) = max
tstart≤t≤tend

{
∑23

k=0
Fk(t)}

F (t)の最小値 F (t2) = min
tstart≤t≤tend

{
∑23

k=0
Fk(t)}

各セルの総和
∑tend

t=tstart
Fk(t) (k = 0～23)

全セルの総和
∑23

k=0

∑tend
t=tstart

Fk(t)

時間

全動作時間 tend − tstart

動作開始から t1 t1 − tstart

t2 から t1 t2 − t1

握り
加力速度と
脱力速度の差

F (t1) + F (t2)

握った幅 lmax(t)− lmin(t)

t1: 全セルにかかった圧力の総和が最大の時刻
t2: 全セルにかかった圧力の総和が最小の時刻
tstart: 開動作開始時刻 tend: 開動作終了時刻
lmax: 圧力がかかった最大のセル番号
lmin: 圧力がかかった最小のセル番号
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図 2: 予備実験における各組合せに対する認識結果

被験者 Eと Fは動作時間に関する特徴量である tend − tstart
や t1 − tstart，握り方に関する特徴量 F (t1) + F (t2)が似て
おり，Eと Fを含む組合せでは，お互いに誤って判別されて
いた．開動作が似ている使用者の認識率を上げるためには，
圧力センサから得られる値だけでなく，他のセンサを用いる
などして更に特徴量を追加する必要があると考えられる．

4 まとめと今後の課題
本研究では，圧力センサアレイを冷蔵庫のドアハンドル部

分に設置し，冷蔵庫を開けた人物を識別する手法を提案し
た．予備実験では，6人から 4人を選ぶ組合せの平均認識率
は 88.6%であり，組合せにより精度にばらつきが生じること
がわかった．今後の課題として，どの組合せでも，高い認識
率を維持できるよう，また，冷蔵庫を共用する人数を増やし
た場合にも対応できるよう，特徴量の見直しや圧力センサ以
外のセンサの導入を検討する．

参考文献
[1] 加茂田玲奈, 上田真由美, 舩冨卓哉, 飯山将晃, 美濃導
彦: 食材管理のための荷重特徴を用いた食材同定, 信学
技報, Vol. 111, No. 479, pp. 181–186 (Mar. 2012).
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加速度センサを用いた早期認識アルゴリズムの評価

出田 怜 (神戸大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努, 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
端末に搭載された加速度センサから得られる値を用いて

端末の動きを検出することで従来のインタフェースでは困難

であった入力が実現できる．一般的に加速度センサを用いた

ジェスチャ認識では，ジェスチャ終了後に認識処理を開始す

るため，ジェスチャ入力を行ってからフィードバックの出力

までに遅延が生じ，インタフェースの操作性の低下につなが

る．出力の遅延を軽減させるためにジェスチャの途中で認識

処理を開始する必要がある．筆者らは，出力の遅延を考慮し

た動作認識アルゴリズム [1]を提案している．筆者らの提案

手法では，入力データとすべての教師データとの距離計算を

逐次的に行い，最近傍距離と次点近傍距離を相対的に比較し

て認識結果に対する確度を算出する．確度が閾値を上回った

時点の認識結果を出力することで動作終了前に認識処理を完

了できる．本稿では，出力の遅延を考慮した早期認識アルゴ

リズムにおける比較手法を 2つ紹介し，提案手法の評価を

行う．

2 比較手法
本節では，比較手法として，従来のジェスチャ認識アルゴ

リズムによって早期認識する手法を 2つ説明する．

2.1 比較手法 1

比較手法 1ではジェスチャの開始から一定の長さのデータ

波形を用いて，距離計算を行う．具体的には，入力データ波

形の長さが tの時点で長さ tの学習データと距離計算を行い，

距離が最小となる学習データのラベルを認識結果とする．距

離計算アルゴリズムにはDynamic Time Warping(DTW)を

用いる．

2.2 比較手法 2

比較手法 2ではジェスチャの開始から一定の長さのデータ

波形を用いて，距離計算を行い，距離が閾値以下の場合に認

識結果を出力する．具体的には，入力データ波形の長さが t

の時点で，長さ tの学習データと距離計算を行い，距離が閾

値以下で最小の学習データのラベルを認識結果とする．閾値

以下の距離が存在しなければ，入力データを更新して長さ

t+1のデータ波形を用いて再度距離計算を行う．

3 評価実験
3軸加速度センサ 1つを用いて，タブレット端末使用時に

行われると想定する 27種類のジェスチャデータを 1人の被

験者から採取した．各ジェスチャ8回ずつのデータを採取し，

1回分を学習データ，残りの 7回分をテストデータとした．

認識精度と認識結果の出力からジェスチャ終了までの残り時

間の関係を 2つの比較手法と提案手法で調査した．

4 結果と考察
提案手法，比較手法 1，および比較手法 2におけるジェス

チャ終了までの残り時間と認識精度の関係を図 1に示す．比

較手法 1では入力データの長さを 1サンプルずつ変化させて

認識精度を算出している．比較手法 2では閾値を βとし，β

の値を 10から 500まで 10ずつ変化させたときの認識結果

の出力のタイミングと認識精度の関係を示している．また，

提案手法は，閾値を αとし，αの値を 0から 1まで 0.05ず

つ変化させたときの認識結果の出力のタイミングと認識精度

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

05001000150020002500

認
識

精
度

ジェスチャ終了までの残り時間 [msec]

α = 0.00α = 0.25α = 0.50

α = 1.00

β = 10

β = 500 β = 100

図 1: 各手法における平均認識精度

の関係を示している．図 1の縦軸は平均認識精度を示してお

り，横軸は認識結果が出力されてからジェスチャ終了までの

残り時間を表している．

比較手法 1では，ジェスチャ終了約 700ミリ秒前に認識

精度が 0.9を超えており，ほとんどのジェスチャが動作終了

前に高精度で認識されていることがわかる．しかしながら，

いくつかのジェスチャでは，ジェスチャ終了 700ミリ秒前で

は高い認識精度を得られなかった．比較手法 2では，βの値

が大きいときにより早期に認識結果を出力することができ，

比較手法 1より高い認識精度が得られた．閾値 β を設ける

ことによって，入力データと学習データとの距離が大きいと

きは，認識結果を出力せずに，高い確度が得られるまで出力

を待機することができる．しかし，高い認識精度を維持しつ

つ，早期に認識できる閾値の値はジェスチャによって異なっ

ていた．固定の閾値を用いてすべてのジェスチャを早期に認

識することは困難であると考えられる．提案手法では，閾値

αの値が 0.45，0.50，0.55のときにジェスチャ終了 900ミリ

秒前に認識精度が 1.00を示しており，高い認識精度を維持

しつつ，ジェスチャ終了前に認識できることが分かった．

5 まとめと今後の課題
本稿では，加速度センサを用いたジェスチャの早期認識ア

ルゴリズムの評価を行った．単純な早期認識アルゴリズムで

ある比較手法を 2つ紹介し，各手法での認識精度と認識結果

出力からジェスチャ終了までの残り時間の関係を調査した．

2つの比較手法ともに早期に認識すると認識精度の大幅な低

下がみられたが，提案手法では，すべてのジェスチャに対し

て高精度かつ早期に認識することを確認した．本稿では，認

識処理に用いるデータ波形の長さから認識結果の出力のタイ

ミングについて評価を行ったが，今後はスマートフォンや小

型マイコンなど様々なデバイスで早期認識アルゴリズムを実

装し，計算処理時間の観点からも評価を行う予定である．

参考文献
[1] R. Izuta et al.: Early Gesture Recognition Method

with an Accelerometer, Proc. The International Con-

ference on Advances in Mobile Computing and Multi-

media (MoMM2014), pp. 43–51, (Dec. 2014).
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荷重センサを用いた机上動作認識に基づく個人識別手法の提案
今井淳南 (神戸大), 村尾和哉 (立命館大), 寺田 努 (神戸大, JSTさきがけ), 塚本昌彦 (神戸大)

1 研究の背景と目的
ダイニングテーブルなど机の上にはさまざまな日常動作が

集中しており，これらの行動を認識することで，家庭内での
行動記録や状況に応じた周辺機器の制御が行える．ユーザの
机上での動作を認識する手法としては，カメラによる画像認
識を応用したシステム [1]が提案されているが，家庭内にカ
メラを導入することはユーザのプライバシ保護の観点から望
ましくない．本研究では，机の四隅に荷重センサを設置し，
取得した荷重データから机上で行われる動作の認識および
ユーザの個人識別を行う手法を提案する．取得する情報は荷
重データのみで，机上での動作以外の行動の推定は困難であ
り，ユーザのプライバシに配慮している．
2 提案手法
2.1 システム構成
図 1に示すように天板裏側の四隅に荷重センサを設置し，

取得したデータを Bluetoothで分析用の PCへ送信する．
2.2 机上動作認識に基づく個人識別手法
提案手法では，取得した 4つの荷重センサの値を特徴量

ベクトルに変換し，機械学習アルゴリズムの一種であるラン
ダムフォレストを利用して，机上面に接触しながら断続的に
行われる動作の認識およびユーザの個人識別を行う．机上動
作の学習データはユーザから事前に取得し，学習器を生成す
る．現在の時刻を t，4組のセンサデータから得られた荷重
値を mi (t) (1 ≤ i ≤ 4)とし，動作が行われる直前の静止時
の荷重値mi (t)を減算して，動作による荷重m′

i (t)を得る．
また，4個の動作による荷重の合計を動作荷重m′ (t)とする．
重心の x座標および y座標を以下の式に基づき計算する．

x (t) =
1
2

(
m′

2 (t)
m′

1 (t) + m′
2 (t)

+
m′

4 (t)
m′

3 (t) + m′
4 (t)

)

y (t) =
1
2

(
m′

3 (t)
m′

1 (t) + m′
3 (t)

+
m′

4 (t)
m′

2 (t) + m′
4 (t)

)
時刻 t − 1および時刻 tの重心座標を結んだ直線の傾きを

移動角度 θ(t)として以下の式に基づき計算する．

θ(t) = tan−1 y(t) − y(t − 1)
x(t) − x(t − 1)

(−180◦ < θ(t) ≤ 180◦)

12種類の特徴量を f1 から f12 として以下のように定義し，
ウインドウサイズ nにおいて計算する．

• 動作荷重m′(t)の変化に着目した特徴量
– f1: m′(t)の平均値
– f2: m′(t)の分散値

• 重心座標 x(t), y(t)の変化に着目した特徴量
– f3: x(t)の分散値
– f4: y(t)の分散値
– f5: 始点座標と終点座標の間の距離
– f6: 座標群の単回帰分析による傾き

• 重心座標の移動角度 θ(t)に着目した特徴量
– f7: θ(t)の中央値
– f8: θ(t)の分散値
– f9: (−115◦ < θ(t) < −65◦) を満たす θ(t)の個数
– f10: (−25◦ < θ(t) < 25◦) を満たす θ(t)の個数

!"#$%&'

()*+,'

-./01'234567768'

!"#$%'!!
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図 1: システム構成

表 1: 平均認識精度
識別対象 [人] 動作認識 [%] 個人識別 [%]

4 95.2 87.3
10 96.0 69.4

– f11: (65◦ < θ(t) < −115◦) を満たす θ(t)の個数
– f12: (θ(t) < −165◦または 165◦ < θ(t)) を満たす

θ(t)の個数

3 評価実験
センサを設置した机を用いて，評価実験を行った．10人

の被験者からタイピング，マウス操作，筆記，布巾掛けの計
4種類の動作データを採取し，各動作を 30秒の区間で切り
出した．前半 10秒のデータをランダムフォレストにおける
学習データ，後半 20秒をデータを検証用データとした．被
験者の中から，10人すべてのデータを用いる場合と，4人の
データを用いる場合について，動作認識と個人識別について
それぞれ認識精度を計測した．なお，サンプリングレートは
16 Hz とし，計算用ウインドウサイズは 1秒とした．
実験結果を表 1に示す．動作認識については，識別対象者

数にかかわらず 95％以上と高い精度が得られた．個人識別
については，10人の場合と比較して 4人の場合の認識精度
が高くなった．家庭内の日常生活において，机を共有する人
数は限られる場合が多く，提案手法によって 4種類の動作に
ついては個人のラベル付けが可能であると考えられる．た
だ，認識対象の動作が机上面に触れながら断続的に行われる
動作に限定されているので，実生活の利用においては，複数
の動作が組み合わされた食事などの動作について対応する必
要がある．

4 まとめと今後の課題
本研究では，机の四隅に設置した荷重センサによって，ユー

ザの机上のおける動作認識と，個人識別を行う手法を提案し
た．今後の課題として，食事などの複数の動作から構成され
る行動の認識や，実際の生活に即したアプリケーションの実
装が挙げられる．

参考文献
[1] H. Koike, et. al.: Interactive Textbook and Interactive

Venn Diagram : Natural and Intuitive Interface on
Augmented Desk System, CHI2000, pp. 121–128 (Apr.
2000).

[2] K. H. Chang, et. al.: The Diet-Aware Dining Table:
Observing Dietary Behaviors over a Tabletop Surface,
Pervasive 2006, pp. 366–382 (May 2006).
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MAD-SS を用いた追跡撮影システムの構築	 

瀬川 典久  米倉 崇  杉野 栄二  澤本 潤 （岩手県立大学） 
 

1.  研究の背景と目的	 
 小型のセンサノードの開発がすすみ、様々な物、動物など

の位置情報をリアルタイムで取得することが可能になってき

ている。研究者は、リアルタイムに取得した位置情報を利用

し、対象物の写真、動画を撮影したいと考える。例えば、鳥

での実験では、鳥が何をたべているのかどこで休んでいるの

かとかの状況をカメラに押さえて、今後の学術資料として役

立てることが考えられる。SL等の動く車体の場合、その車体

の位置からいい画角で写真をとりたいと考えられる。 

しかし、訓練された人ではなく一般人が、動く対象物を写

真に納めるのは、それなりに困難を要する。そこで、本研究

では、対象物の位置情報を利用し、カメラの方角とパラメー

タを自動的に調整し、対象物の写真、動画を追跡撮影するシ

ステムを提案する。追跡撮影とは、利用者が撮影したいター

ゲットにカメラを向けるように誘導し、自動的にカメラの望

遠、フォーカスを自動的に調整し、シャッターを動作させる

システムである。このことによって、ターゲットの位置情報

をリアルタイムで知ることによって、誰でもターゲットの写

真、動画を撮影することが可能になる。 

2.  追跡撮影の仕組み	 
ターゲットに装着した GPS を用い位置情報を取得し、

MAD-SS通信機を用いてその位置情報が受信機に送られ、その

情報が端末に届く。その後、ターゲットの緯度、経度、高度情

報と利用者の緯度、経度、高度情報から、ターゲットに対する

方角と距離が求まる。システムは、利用者に対して方角を合わ

せるようにファインダーに指示を与え、方角があった段階で、

距離に応じたズームを自動的に行い、自動的にシャッターを動

作させ撮影を行う（図 1）。 

(1)Target*
(long.tude,*la.tude,*al.tude)

(2)Camera*
(long.tude,*la.tude,*al.tude)

(3)

(4) 	
(5)  

図	 1．システムの動作の仕組み	 

3.  追跡撮影の実装	 
本システムは、屋外で遠距離のターゲットを撮影することを

支援するために、スマートフォン内蔵のカメラを使うのでは

なく、デジカメを撮影機材として使う。そして、そのデジカ

メをスマートフォン・タブレット等の情報端末と連携して利

用する。情報端末に搭載されている GPSおよび通信機能を用

い、ターゲットおよび利用者の位置情報（緯度、経度、高度）

を取得し、カメラの向きを情報端末利用者に提示する。ター

ゲットがデジカメで雑詠可能になったとき、情報端末が自動

的にシャッターを切る。 

そこで、本システムを実装するに辺り、カメラのレンズをコ

ントロールするために、Sony社製の Camera Remote APIを

用いて実装を行った。Camera Remoto APIは、Sony製のカ

メラの機能をスマートフォンなどの外部機器からコントロー

ルするシステムである。利用者が、スマートフォンをターゲ

ットの位置に向けたときに、Camera Remoto API[1]を用い、

ターゲットに対して、ズームとフォーカスを設定し、撮影を

行う（図２）。 

 

図	 2．実装システム	 

4.  まとめ	 
本稿では、対象物の位置情報を利用し、カメラの方角とパラ

メータを自動的に調整し、対象物の写真、動画を追跡撮影す

るシステムの提案を行い、Sony Camera APIを用いて実装を

行った。 

今後は、さまざまな携帯端末での動作を進める。これは、携

帯端末ごとに軸の設定が異なるので、これを認識し、かなら

ず動作するシステムの構築を行う。また、システムを利用す

るためのインタフェースの改良を行っていく。 

参考文献 
[1] Camera Remoto API beta SDK: Sony Corporation,  

https://developer.sony.com/ja/camera-remote-api-beta-s

dk-page/, (2014) 
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動作制約を用いたジェスチャ認識の高度化について

寺田 努 (神戸大，JSTさきがけ)

1 研究の背景と目的
これまで筆者らは，加速度センサなどの装着型センサを用

いたジェスチャ認識システムを多数構築し，実践的に利用し
てきた．実際の利用に基づき，これまでのジェスチャ認識ア
ルゴリズムにはいくつかの問題点があることがわかってい
る．本稿では，その問題点の中で，特に疲労性や多様性，直
観性や導入容易性に関わる「ジェスチャ軌道は毎回微妙に変
化するため多数の正解データを用意する必要がある」という
問題を解消するために，人体モデルシミュレーションを用い
た軌道のぶれ計測に基づくジェスチャ認識手法を考える．

2 現状のジェスチャ入力の問題点
既存のあらゆるジェスチャシステムは，以下に性質として

挙げる問題点をもっているといえる [1]．
即時性: 一般に，ジェスチャ認識はその動作終了後に DTW

(Dynamic Time Warping)などの手法を用いて認識処理を
行う．そのため，実際の動作から機能の発動までにタイムラ
グが生じ，快適さが低下する．
疲労性: ジェスチャは実際に手や足を動かすため，疲労度が
高いジェスチャは日常的に使いづらい．また，疲労により動
作軌跡が変化し，認識精度の悪化を招く．
正確性: ジェスチャの認識精度はそれほど高くないため，ク
リティカルな操作には使用しづらい．認識エラーとしては，
未認識，誤識別，誤認識の 3種類が考えられ，それぞれ重大
な問題を引き起こす．
多様性: 登録ジェスチャ数が多くなるほど認識精度は低下す
る．また，歩きながらやつり革に掴まりながらなど，多様な
状況でジェスチャ入力を行う場合，認識精度は悪化する．
直観性: ジェスチャは言葉で表現しにくいため，覚えること
が難しく，また覚えてから時間が経つほどに動作が変化して
しまう可能性もある．そのため，できるだけ行う操作と直観
的に適合するジェスチャを用いる必要がある．
高速性: ジェスチャは認識機構の特性上，連続して入力する
ことが難しく，また一つの入力にある程度の時間を要するた
め，文字入力などに使いづらい．
導入容易性: システム利用前に，利用可能性のあるすべての
ジェスチャデータを学習させる作業は時間がかかる．一方，
他人の登録したジェスチャデータをもとにジェスチャ認識を
行うと，ほとんどの場合で認識精度が大幅に悪化する．
常時利用性: ジェスチャのシステムを常時利用するためには，
センサやセンサデータ処理システムを常時稼働させる必要が
ある．多数のセンサを用いた場合，バッテリ切れや故障によ
り利用できなくなる可能性がある．

3 対策
これまでに筆者らの研究グループでは，藤本や菅家，出田

らを中心として即時性に対処した高速なアルゴリズムを提案
し，多様性に関しては村尾や山本らを中心に運動中のジェス
チャ検出や状況別ジェスチャセットの変更について提案して
きた．疲労性に関しては，吉田を中心として疲労の影響を調
査したり，直観性に関してもジェスチャのマッピング推薦や
文章説明の影響などを調査するといった取り組みを行ってき
た．常時利用性に関しては，村尾や中島を中心に故障対策や
低消費電力化を行ってきた．

図 1: 手のモデル化 [2]

ここで．導入容易性について考えてみる．一般にジェス
チャを高精度で認識するためには，何度も実際にジェスチャ
を行って正解データを作っておく必要がある．試行数が必要
な理由は，人間がジェスチャを行う際には毎回微妙に身体部
位を動かす軌道が異なるため，さまざまなパターンの学習
データを用意しておかなければその軌道変化を吸収できない
ためである．言い換えると，軌道がどのように変化しうるか
という情報さえあれば，単一のジェスチャデータからたくさ
んの正解データを創り出せる可能性があるということであ
る．そこで，本研究では，人体の関節モデルと筋肉収縮モデ
ルを用いてジェスチャデータの起動変化をシミュレートし，
学習データを多数創り出す方式を提案する．
図 1に示すように腕は 2関節 6筋モデルで近似できる．ま

た，それぞれの筋肉の収縮も同様にモデル化が可能である
[2]．このモデルでシミュレーションを行うことで，ある動作
をさせたときにそれがどの角度にどの程度ぶれるかをあらか
じめ知ることが可能である．この結果の利用の仕方は，(1)

シミュレーション結果を用いた多数の軌道を生成し，3次元
空間の移動データから加速度データを仮想的に生成して正解
データを多数作る，(2)シミュレーション結果を用いて正解
ジェスチャデータの時刻区間に重要度を付与し (ぶれが大き
いところは重要度が低いと考える)，DTWの計算時に重み
を考慮する，といった 2つのパターンが考えられる．これら
の方式を実装し，実際のDTW距離やジェスチャ認識精度を
評価することで提案手法の有効性を明らかにすることが次の
ステップとなる．

4 おわりに
本稿では，ジェスチャ認識をより汎用的に使いやすくする

ために，ジェスチャの正解データがどう変化する可能性があ
るかをシミュレーションにより計測し，ジェスチャ認識アル
ゴリズムに組み込む方法を提案した．今後は具体的な方式を
考案するとともに，評価，実装，実利用を行っていきたい．

参考文献
[1] 寺田 努，“ウェアラブルセンサを用いた行動認識技術
の現状と課題,” コンピュータソフトウェア (日本ソフト
ウェア科学会論文誌) インタラクティブソフトウェア特
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