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　手袋や汚れなどでタブレット型端末が扱いづらい現場（工場や建築現場など）を中心に、ウェアラブル・デバイス
を活用した業務支援システムが普及しつつある。身体に装着できる小型軽量なウェアラブル・デバイスには利用
者の両手が自由になる利点があるが、デバイスのサイズや装着方法によって操作がかえって難しくなる。このような
状況では、音声入力や身体動作を使ったハンズフリー操作が有効である。
　先端技術研究所は、腕時計型ウェラブル・デバイス(スマートウォッチ)を着けて、手の動きを高精度で認識する
モーション認識システムを開発した。さらに、このシステムを応用して、手作業を妨げずハンズフリー操作可能な
アプリケーション開発を試みている。

  1.  はじめに
　２０１４年ごろから、スマートウォッチのような日常生活で身に

着けることを想定したウェアラブル・デバイスが次々と登場して

おり、２０１８年度の日本国内におけるスマートフォンを除いたウェ

アラブル・デバイスの利用台数は約４７０万台に達すると予想さ

れている [1]。

　ウェアラブル・デバイスには、腕時計型やメガネ型など身体

に装着して利用するものが多く、デバイス操作中でも両手が自

由 ( ハンズフリー ) になる長所があり、両手を使った作業の多

い流通現場や生産現場への導入が始まっている。

　ヒューマン・インタフェース (H I ) の研究分野では、カメラや

センサーを使って利用者の身体動作を認識する研究が増えて

いる。産業界においても Apple 社が立体的なジェスチャー操

作に関する特許を出願するなど、利用者の身体動作 ( モーション )

を利用した H I への取り組みが盛んである [２]。
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2.1  研究開発の目的
　先端技術研究所は、利用者の身体動作を高精度に認識する

モーション認識システムの研究開発に取り組んでいる。本研究

開発の目的は、手作業が多くタブレットなどの情報端末が使い

辛い現場作業を、ハンズフリー操作に対応したウェアラブル・

デバイスで支援することである。

　工場や建築現場では、作業者の手が汚れていたり両手がふ

さがっていたりして、情報端末に触れる操作ができないことが

多い。スマートグラスなどの小型軽量なウェアラブル・デバイス

は両手の使えない作業環境に適しているが、入力手段に関して

は未だにタッチパネルなどを採用したものが多く使い勝手がよ

いとは言えない。このような状況では、利用者の動きや声など

の自然な行為を利用してデバイスを操作する、ナチュラル・ユー

ザーインタフェース (NUI) が適している。

2.2  NUIの課題
　前述した現場におけるウェアラブル・デバイスの活用には、

手作業を妨げることなく高いシステム操作性を持つハンズフ

リーな NUI の実現が課題になる。

　現在最も使われているハンズフリー操作の実現方式は音声

入力である。音声入力は手軽で精度の高い操作手段だが、雑

音が大きい環境や静粛性が求められる環境では利用できない。

また、マウスカーソル制御などのグラフィカルな画面操作には

適さない。

　音声入力が適さない作業現場では、モーション認識型のユー
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  3.  モーション認識システムの概要
3.1  システムの特徴
　先端技術研究所は、スマートウォッチで測定した加速度デー

タをコンピュータで解析して、利用者の腕のモーションを自動

スマートウォッチ
(Andoid Wear)

センサデータ

モデルデータ

モーション認識システム
(Windows PC / Android Phone)

モデル学習 モーション認識 動線推定

モーション認識API (Java)

モーションNUI対応アプリ

ザーインタフェースが有効である。たとえば、手袋の着脱や工

具の持ち替えで作業を中断することなく、スマートウォッチを

着けた手先の小さな動きだけで、作業マニュアルの参照操作

や部材情報の検索操作ができるようになる。

2.3  モーション認識技術の関連研究
　従来のモーション認識技術は、利用者の全身や手足などをカ

メラで撮影して画像解析を行うものや、赤外線や超音波を使っ

て対象との距離を測る深度センサーを利用するものが多い。

Kinect[３] や Leap Motion[４] は、赤外線カメラで撮影した画

像から対象物の距離や骨組みを推定して動作を認識している。

　カメラを使ったモーション認識は、利用者が測定機器を身に

着けなくても高精度の認識ができる。その反面で撮影用のカメ

ラ設備を利用場所に設置する必要があり、見通しの悪い場所

や屋外では認識範囲が限られる欠点がある。

　スマートフォンや携帯ゲーム機に加速度センサーが内蔵され、

利用者の身体動作の把握が容易になったこともあり、近年は加

速度センサーを使ったモーション認識の研究事例が増えている

[５][６]。加速度センサーを使ったモーション認識は、撮影装

置が不要で場所を問わず利用できる利点がある。

認識するシステムを開発した。本システムの役割は、利用者の

腕のモーションをリアルタイムかつ高精度で認識し、その結果

を API (Application Programming Interface) を通じて、ハ

ンズフリー操作に対応したアプリケーションに提供することで

ある ( 図１)。

　小型軽量で使い慣れた腕時計型の製品が多いスマートウォッ

チは、作業中にずれたり邪魔になったりすることが少ないため、

手作業の多い業務におけるハンズフリー向けの NUI に適して

いる。この利点を活かして、先端技術研究所ではスマートウォッ

チを用いて利用者の腕の動きの解析に特化したモーション認識

技術を開発した。

　スマートウォッチの加速度センサーから得られる情報は、そ

のデバイスが移動した際に生じる前後方向、左右方向および上

下方向の加速度を時間軸に沿って測定した数値データである。

　加速度センサーを利用したモーション認識には、利用者が

装備したデバイスの動く方向や速度を認識する単純なものと、

ジェスチャーや空中の手書き文字などの特定動作を認識する複

雑なものがある。前者は数値データから容易に判断できるが、

後者は数値データからモーションを推定するために、以下の解

析処理が必要になる。

　スマートウォッチを装着した手で任意のモーションを行う

と、時間軸に沿った加速度データを得ることができる。この加

速度データの変化から、モーションの特徴を示す指標 ( 特徴量 )

を得られる。あらかじめ様々なモーションの加速度データの特

徴量を記録しておき、利用者の実際の動きから得た加速度デー

タの特徴量と照合すると、どのモーションを行ったかを判定し

図１  モーション認識システムの概要
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3.2  モデル学習とモーション認識の概要
　本人あるいは他人を問わず人間の動きは曖昧であり、同じ動

作を行っても軌道や速度が少しずつ異なるため、同じモーショ

ンであっても全く同じ加速度データを得ることはできない。そ

こで、同種類のモーションの加速度データから得られる特徴量

の散らばりを考慮して、曖昧な動きであっても高精度に認識可

能なアルゴリズムを考案した。

　モデル学習とモーション認識では、前述した認識処理以外に

もモーションに応じた加速度データの抽出やノイズ除去などの

事前処理を含めて、以下の処理が必要である。

（１）加速度の測定

　利用者が手を動かしたときの、スマートウォッチの 3

軸 ( 前後、左右および上下 ) 方向の加速度データを数十ミ

リ秒間隔で測定する。

（２）モーションの抽出

　加速度データの変化から、利用者の手が停止状態から動

き出して、再び停止するまでの時間軸に沿った加速度デー

タを、認識するモーションとして抽出する。

（３）重力加速度の除去

　加速度センサーは物体の移動で検出できる運動加速度に

加えて、地球の重力によって生じる重力加速度も検出して

いる。この影響を除去するために、加速度データから重力

加速度を減じる補正処理を行う。

（４）姿勢角の補正

　スマートウォッチの装着状態や利用者の無意識の動きで

デバイスの姿勢に傾きが生じて、正確な運動加速度を測定

できなくなる。この傾きを補正するために、スマートウォッ

チの回転速度を測定できる角速度センサーを利用する。

　角速度データを計測時間で積分するとデバイスの回転角

度が得られる。この回転角度を打ち消す回転行列を求めて、

姿勢角の影響を除去した加速度データを計算する。

（５）測定値の正規化

　前述したように利用者が同一であっても、同じモーション

を繰り返すと速度や軌道に違いが生じる。後の処理を効率

化するために、すべてのデータを動作時間と加速度の変動

範囲で正規化する。

（６）測定ノイズの除去

　利用者が意識しない微細な動作や環境要因によって、加

速度データに細かな振動などの測定ノイズが混入する。こ

れを除去するために、Savitzky-Golay フィルタ [7] など

を使って測定値を平滑化する。

（７）特徴量の計算

　測定ノイズを除去した加速度データに対して、加速度の

変化の大きい箇所 ( 極値 ) をそのモーションの特徴とみな

して特徴量を計算する。

（８）特徴量の比較

　モデル学習で上記 (1) から (７) を繰り返して、特徴量

を記録しておく。モーション認識では、モデル学習で記録

した特徴量と認識するモーションの特徴量の散らばりか

ら、モデルデータとモーションが同一である確率 ( 類似度 )

を計算する。モデルデータとモーションが完全に一致する

と類似度は 1.０になる。

3.3  動線推定の概要
　スマートウォッチを着けた作業者の加速度データをもとに、

速度と移動距離を順次計算すると、時間軸に沿った手首の座標

位置 ( 動線 ) を推定できる。推定した動線の正確さは、スマー

トウォッチの傾きに影響を受ける。スマートウォッチの装着方

法や利用者の意図しない動きによって手首の傾きが変化する

と、移動位置の計算結果に誤差が生じて正しい動線が得られな

たり、利用者の動きに合わせてアプリケーションを操作したり

できる。この解析処理のために、本システムは次の 3 つの基

本機能を有している。

（1）モデル学習

　スマートウォッチを着けた手で、認識させたいモーション

を繰り返して、加速度データを収集する。収集した加速度

データからその動きの特徴を表す指標 ( 特徴量 ) を算出し

て、モーションごとのひな形 ( モデルデータ ) を生成、管

理する。

（２）モーション認識

　任意のモーションとあらかじめ生成しておいたモデル

データの特徴量をもとにして、双方の類似度を計算する。

類似度が高くなるにしたがって、任意のモーションがモデ

ルデータと同じ動作である可能性が高くなる。

（３）動線推定

　加速度データから利用者の動きに応じたデバイスの移動

位置を時間軸に沿って推定する。推定した移動位置をもと

に、図形描画やカーソル移動のユーザーインタフェースに

必要な座標情報を出力する。
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  4.  認識精度の評価
4.1  実験と結果
　利用者が意図するモーションを、本システムが正しく認識で

きるか確認する実験を行った。実験にあたって、２名の被験者(A

群 ) を選び、動きの異なる３種類の図形を空中に一筆書きする

モーションを、各２０回繰り返してモデルデータを生成した。次

に被験者２名 (B 群 ) を加えた計４名で、各モーションを無作為

に３０回ずつ繰り返して、モデルデータとの類似度を計算した。

　このとき、被験者が意図したモーションと一致し、かつ類似

度が０.８ 以上のものを正解とする割合 ( 正解率 ) を測定した。

被験者は全員、利き腕側の右手首にスマートウォッチ (Sony 

SmartWatch３) を装着して実験を行った。

　全体の正解率は図形ごとに異なり、約７１～８９% であった。

また、モデルデータを生成した被験者 A 群の正解率は約７５～

９７%、それ以外の被験者 B 群の正解率は約６７～８２% であっ

た ( 表１)。

くなる。この誤差を低減するために、３.２の(２) で抽出したモー

ションに対して、同 ( ４) の姿勢補正を加えた加速度データか

ら重力加速度と運動加速度を計算し、座標位置を正確に計算す

るアルゴリズムを考案した。

　たとえば、利用者正面の空間に星型の図形を描いたとき、姿

勢補正の有無によって推定した動線が異なる。姿勢補正なしの

動線は星型を成さず利用者の動きとずれているが、姿勢補正あ

りの動線は星型に近くなり利用者の動きとほぼ一致した結果が

得られる ( 図 ２)。

4.2  考察
　実験結果から、被験者群と図形モーションごとの正解率に以

下のような違いが見られた。

　A 群と B 群の正解率を比較すると、すべての図形で A 群の

正解率が高い。モデルデータから得られる特徴量には、A 群の

被験者本人の動きが反映されている。このモデルデータを使っ

て両群のモーションをそれぞれ認識したために、A 群とモデル

データの特徴量の差が B 群のそれより小さくなり、A 群の正

解率が高くなっている。

　図形ごとの正解率を比較すると、図形３の正解率が最も低い。

図形モーションの動作時間は、図形１から図形３になるに従い

長くなっている。実験過程で被験者の動きを観察していると、

図形１と図形２は被験者ごとの動きのぶれが少なく安定してい

るが、動作時間が長くかつ複雑な図形３では動きのぶれが大き

くなり、全体的な正解率が低下しているとみられる。

　比較的簡単な図形１と図形２のモーションは、全体で８５%

以上の正解率に達している一方で、複雑な図形３のモーション

図２  姿勢補正の有無による動線の違い

図形モーション

平均時間 (ms)

A 群の正解率

B 群の正解率

全体の正解率

図形 1 図形 2 図形 3

1,752

96.7

81.7

89.2

2,113

88.3

83.3

85.8

2,461

75.0

66.7

70.8

表１  実験に用いた図形モーションと正解率
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  5.  本システムの応用分野
　本システムとスマートグラスと組み合わせることで、手を上下

左右に振る画面切り替え ( スワイプ ) や手の動きに追従したカー

ソル操作など、タブレットに似た操作感を持つウェアラブル・ア

プリケーションが実現できる。たとえば、工場，建築、医療、農

畜産業などの作業員の手や身体が汚れる環境でも、情報端末に

触れずに済むタッチレスな業務システムに応用できる ( 図３)。

　この他、ロボットや工業機械を離れた場所から利用者と同じ

動作で操作するハンズフリー遠隔操作や、スイッチに触れずに

家電製品や住宅設備を操作するジェスチャー対応リモコンな

ど、ウェアラブル・デバイス以外の用途がある。

　

　本システムに使われている加速度センサーの解析技術は、

NUI 以外にも様々な用途に応用できる。たとえば、スポーツ

や生産現場で初心者と熟練者の動きの違いを可視化し、動作

手順の見直しや効率を改善するシステムに応用できる ( 図４)。

　また、加速度センサーを内蔵したセンサータグを用いると、

人間の動きの認識だけでなく機械の動きも正確に認識できる。

たとえば、センサータグを貼付した工業機械の動きを常時監視

しながら、故障等による異常動作を自動検知して、直ちに警告

を発するシステムに応用できる。

ウェアラブルデバイス向け入力システム
【入力装置がないデバイスの画面操作】

ジェスチャ対応リモコン
【従来型リモコンが不要な機器操作】

ハンズフリー遠隔操縦システム
【利用者の動作に連携した機器操縦】

モーション解析システム
【対象の動きを製品やサービスに応用】

ハンズフリー対応モバイル端末
【タッチパネルを使わない端末操作】

スマートウォッチ対応
モーション認識システム

学習

認識

可視化

●メガネ型表示デバイス
●ヘッドマウント ディスプレイ

●ロボット
●ドローン
●工業機械

●スポーツ用品
●機器監視サービス

●スマート家電製品
●カーナビゲーション
●エンタテイメント

●タブレット
●スマートフォン
●音楽プレーヤー

の正解率は７０% に留まっている。前述した正解率の傾向から、

この正解率を全体的に引き上げて１００% に近づけるために以

下の対策が考えられる。

a.認識精度の高いモデルデータの生成

　実際のモーションを行う利用者の動きをモデルデータに取り

込み、モデルデータと被験者の特徴量の差を小さくすると正解

率の向上が期待できる。多くの利用者のモーションを収集しな

がら、モデルデータを逐次最適化する仕組みが必要になる。

b.簡単で使いやすいモーションの採用

　自然かつ簡単で誰でも覚えられ、通常動作と意図的に区別

が容易なモーションを検討する必要がある。複雑なモーショ

ンを認識させるよりも、簡単なモーションのほうが正解率の

向上が期待できる。複雑なモーションは熟練者であっても動

きにぎこちなさが出たり、間違えたりすることが多い。実際

の利用シーンに合わせて、上記を考慮したユーザーインタ

フェース設計が重要になる。

図４  モーション認識システムの応用範囲

図３  スマートグラスとモーションの連携によるシステム操作例
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  6.  まとめ
　従来型の情報端末を使えない工場や建築現場におけるウェ

アラブル・デバイスの活用には、利用者のモーションを利用し

たハンズフリーな NUI が有効である。先端技術研究所は音声

操作が利用できない現場でも利用できる、スマートウォッチを

使ったモーション認識システムを開発し、ハンズフリーな業務

支援システムへの応用を目指している。

　本稿では、モーション認識システムの認識精度を確認する実

験を行い、実用化に向けた改善点を明らかにした。今後は、ウェ

アラブル・デバイス向け NUI として利用するときのユーザビリ

ティ評価を課題としたい。
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