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あらまし 高齢者の在宅介護を支援するテクノロジーとして，ICTを活用した見守りシステムの研究・開発が盛んで

ある．しかしながら，従来システムには導入コストや侵襲性の問題，行動のラベル付けの手間，高齢者へのコミュニ

ケーションの欠如といった課題がある．これらを解決すべく，本研究では，宅内の環境変化をトリガとする声掛けに

よって，高齢者の日常生活行動を把握するシステムを検討する．具体的には，我々が開発している自律センサボック

スを宅内に設置し，環境データをクラウドに収集する．次に，収集した時系列データを Change Finderアルゴリズム

を用いてオンラインで解析し，変化点検知を行う．変化が検知されると，宅内のヴァーチャルエージェント (VA)が高

齢者に現在何をしているのかを問いかける．高齢者は声で VAに回答することで行動が記録される．提案システムは，

非侵襲なセンシングによる日常行動の記録を実現すると同時に，高齢者にコミュニケーションの機会を創出できる．
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Abstract The ICT-based elderly monitoring systems attract great attention as a promising technology for home

elderly care. However, the conventional systems have limitations of deployment cost and invasiveness, effort of activ-

ity labeling, and a lack of communication. To cope with the limitations, we propose a system that captures activities

of daily living (ADL) of the elderly, based on speech dialogue triggered by environment changes. Specifically, we

deploy Autonomous Sensor Boxes, developed in our previous study, within a house of the elderly. The boxes gather

and send house environmental data to the cloud. Then, the Change Finder algorithm is applied to the time-series

data, to detect changes in the house online. On detecting a change, the Virtual Agent (VA) in the house asks the

elderly what he/she is doing now. The elderly speaks to the VA, by which an ADL is recorded in the system. The

proposed system can capture ADL with non-invasive sensing and create an opportunity of communication.
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1. は じ め に

現在，日本は超高齢化社会を迎えており，2025年には総人口

がおよそ 1 億 2114万人に減少する．一方，65歳以上の高齢者

数はおよそ 3657万人となり，総人口の約 30.3％が 65歳以上

の高齢者となることが予想されている [1]．また，深刻な介護人

材不足も進んでいる．介護分野の有効求人倍率は高く，2014年
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12月の調査では 2.68倍である [2]．特別養護老人ホームの入所

申込者数（待機老人数）が 52.4 万人と発表されるなど，介護

施設も不足している．こうした背景を受け，日本政府は介護施

設を増やす取り組みよりも，在宅介護の支援・推進を始めてい

る [3]．今後，高齢者介護の形態として家族介護が増加し，家族

の介護負担が重くなることが考えられる．よって，在宅での高

齢者介護の負担を和らげる技術やシステムが必要とされている．

高齢者の在宅介護を支援するテクノロジーとして，ICT を

活用した見守りシステムが有望視されている．とりわけ近年で

は，行動認識技術によって高齢者の日常生活行動 (activities of

daily living, ADL) を認識し，非常時に介護者へ通知するシス

テムが盛んに研究されている．行動認識技術とは，環境センサ

やウェアラブルデバイス，カメラなどから得られたデータを解

析することで，見守り対象の人の状態や行動を推定・判別する

技術である．見守りシステムの例として，離床センサ [4]を用い

たシステムや，ロボットを活用したシステム [5]が実際に商品化

されている．行動認識技術としては，カメラ画像からシルエッ

トを抽出・学習し，在不在や ADLを認識するもの [6]や，ウェ

アラブルデバイスやスマートフォンから得られる加速度データ

を学習して，ユーザの状態（歩行中・作業中・安静中等）を認

識するもの [7]，スマートホーム内に張り巡らされた環境センサ

を利用して ADLを判別するもの [8]等が提案されている．

しかし，従来の見守りシステムには以下の課題がある．

課題 P1（導入コストと侵襲性） システムを一般家庭に導入

する際に，家の工事や改築が必要になる場合がありコストがか

かる．例えば，家をスマートホーム化するにはセンサの取り付

け工事が必要となる．また，カメラやウェアラブルデバイスを

利用したものは，高齢者の日常生活への侵襲性が高くなる．

課題 P2（行動のラベル付けの手間） 行動認識では観測した

データを ADLに分類するために機械学習を用いる．学習のた

めには ADL のラベルがついた訓練データ (正例) が必要とな

る．従来手法では，数分毎に定期的に ADLを記録・入力する

必要があり，高齢者や介護者にとって大きな負担となる．

課題 P3（高齢者へのコミュニケーションの欠如） 従来の見

守りシステムのほとんどは，何か起こった時に介護者に通知を

出すだけである．本来重要である高齢者に対するコミュニケー

ションやケアを直接行うものは少なく，介護者の大幅な負担軽

減には至っていない．

これらの課題を解決すべく，本研究では，宅内の環境変化を

トリガとする声掛けによって，高齢者の ADLを把握する新た

なセンシングシステムを提案する．まず課題 P1を解決するた

めに，我々が先行研究で開発している自律センサボックス [9]を

宅内に設置する．自律センサボックスとは，温度，湿度，照度，

気圧，音量，振動，人感の 7つの環境センサを内蔵した IoTデ

バイスである．電源を入れるだけで周囲の環境値を自律的に測

定し，クラウドにデータをアップロードする．宅内の様々な場

所に手軽に設置でき，高齢者への侵襲性も無い．次に課題 P2

を解決するため，測定した環境データを時系列解析し，環境に

変化が起こった際にのみ，高齢者に ADLを入力してもらうよ

うにする．本研究では，クラウドに収集した環境時系列データ

に対して Change Finderアルゴリズム [10]を適用し，オンライ

ンで変化点検知を行うサービスを実装する．最後に課題 P3を

解決するため，高齢者による ADLの入力をヴァーチャルエー

ジェント [11]との声掛け・対話によって入力するようにする．

Change Finder によって環境の変化が検知されると，宅内の

VAが高齢者に現在何をしているのかを問いかける．高齢者は

声で VAに回答することで ADLが記録される．

提案システムによって，非侵襲なセンシングによって低負荷

で ADLを記録できるとともに，高齢者に対して声掛けや気遣

いのコミュニケーションを創出できる．これにより，従来シス

テムに比べてより導入の敷居が低く，より高齢者に寄り添った

ケアを実施できる．

2. 準 備

2. 1 高齢者の在宅介護

訪問介護の現場では，以下のプロセスが常時行われている．

観測： 環境や高齢者の様子を見守ることである．時間や，周

囲の音や振動，高齢者の居場所等，宅内での状況を常に観測す

る．これにより，高齢者の身に危険が及んでいないか，高齢者

が今どんな行動をしているか等の状況を把握し，危険を予防し

たり，ケアにつなげる．例えば，「TVを見て笑っている」や「廊

下を歩いていて転びそうになっている」等の状況を把握する．

ケア： 声掛けを基本として，実際に高齢者に働きかけること

である．声掛けとは，名前やニックネームを呼び，そのあとに

ゆっくり短くわかりやすく語り掛けることである．声掛けをケ

アの起点とすることで，高齢者が今感じていることを引き出し

たり，体調をチェックしたり，不安や寂しさを和らげたりする

効果が得られる．声掛けと観測によって把握した高齢者の行動

に応じて，適切なケアを考え行動する．例えば，TVを見て笑っ

ている時には TVの内容に沿った話をしたり，廊下を歩いてい

て転びそうな場合は手で支えながら体調を訪ねたりする．

記録： その日に起こった事や実施したケアを記録することで

ある．記録に基づいて，どのような事が起こってどのようなケ

アが行われたかを家族に報告する．また，記録を続けることで，

その人の特徴や嗜好を把握し，その人に寄り添ったより良いケ

アに役立てる．さらに，介護者が交代する際にも，記録を見る

ことでその高齢者に適したケアを引継ぎやすくなる．

2. 2 ICTを活用した高齢者見守りと行動認識

図 1に，ICTを利用した在宅高齢者の見守りの一般的なプロ

セスを示す．このプロセスでは，まず実世界データのセンシン

グを行い，高齢者およびその環境の状況を把握する．センシン

グするデータとしては，生体データ（脈拍，腕や脚や胴などの

加速度など）や環境データ（気温，湿度，音量，照度，人感な

ど）があげられる．次に，行動認識において，センシングで得

られたデータを利用して高齢者の日常生活行動 (ADL) を認識

する．そして，認識された行動に基づき，必要となるケアが選

ばれ，実際にケアが実行される．高齢者の在宅介護における観

測，ケア，記録の一部を ICTが引き受けることで，介護の労力
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図 1 ICT を利用した在宅高齢者見守りの一般的なプロセス

を軽減し，人間にしかできないケアの質の向上を狙う．

近年，ICTを活用して人間の ADLを推定する手法の研究・

開発が盛んであり，図 1の行動認識のプロセスへの応用が期待

されている．これらの手法は，環境センサやウェアラブルセン

サ，カメラ等で取得した多種多量のデータから，ユーザの姿勢

や行動を自動的に推測・認識しようとするものである．一般的

には機械学習が用いられ，教師あり学習や教師なし学習によっ

て，与えられた生データ (の系列)に基づいて具体的な ADLの

ラベルを返す．教師あり学習では，環境センサやウェアラブル

センサ，カメラなどのデータに対して，実際に行われた ADL

のラベルをあらかじめ付与し，教師データを作成する．そして，

教師データの特徴量を抽出し，サポートベクターマシン（SVM）

等の機械学習手法によって学習が行われる．教師なし学習では，

取得したデータに対してクラスター分析を行い，各クラスタを

ADLにマッピングする．

1.で述べたように，これまでに様々な行動認識手法が提案さ

れている．カメラ画像を利用するもの [6]やスマートフォンを

利用するもの [7]，スマートホームの屋内測位と消費電力を用い

るもの [8]等が提案されている．

2. 3 従来の見守りシステムの課題

本稿では，従来の見守りシステムが抱える課題として，1.で

述べた課題 P1～P3に着目する：

• 課題 P1（導入コストと侵襲性）

• 課題 P2（行動のラベル付けの手間）

• 課題 P3（高齢者へのコミュニケーションの欠如）

課題 P1は，2. 2で述べた最新の行動認識技術が，一般家庭で

の高齢者見守りに対して，未だ敷居が高すぎることに起因して

いる．幅広い普及には，より非侵襲で低コストな仕組みが求め

られる．課題 P2は，導入初期における機械学習用の訓練デー

タの生成に，手間がかかる問題である．高齢者の状況や居住環

境は，一人ひとり異なるので，異なる環境で収集した訓練デー

タを流用することは難しい．課題 P3は，従来の見守りシステ

ムのほとんどが，介護者による対策に依存していることに起因

している．非常時ならともかく，実際に見守られる高齢者への

日常的なコミュニケーションの配慮が必要である．

2. 4 先 行 研 究

我々は先行研究 [9]において，複数のセンサデバイスをワン

ボード PCに接続して小さな箱に入れた自律センサボックスを

開発している．これは，温度，湿度，照度，気圧，音量，振動，

人感の 7 つの環境センサを内蔵した IoT デバイスである．電

源を入れるだけで周辺の環境値を自律的に測定し，クラウドに

データをアップロードする．クラウドに収集されたデータは，

Web-APIを通してアクセス可能であり，外部のアプリケーショ

ンは，プラットフォームに非依存なWebプロトコル (RESTま

たは SOAP)で任意の時系列データを取得できる．センサボッ

クスは好きな場所に容易に設置でき，測定するデータは環境

データなので，ユーザの日常生活に対して非侵襲である．高齢

者の在宅介護における観測，記録を支援するテクノロジーとし

て活用できる．

また，先行研究 [12] において，ヴァーチャルエージェント

(VA) を高齢者のコミュニケーション支援に活用する研究を

行っている．VAとは，人間の見かけをしたアニメーションす

るチャット・ボットプログラムであり，音声によるインタラク

ションが可能である．高齢者は画面中の VAと会話でコミュニ

ケーションできるため，在宅介護における声掛けやケア提供の

ためのインタフェースとして利用できる．

3. 提案する日常生活行動センシングシステム

2. 3の課題 P1～P3を解決するため，本研究では，宅内の環

境変化をトリガとする声掛けによって，高齢者の ADLを把握

する新たなセンシングシステム提案する．

3. 1 キーアイディア

提案システムでは，自律センサボックス (2. 4 参照) を高齢

者の自宅に設置し，環境センシングを行う．これにより，非侵

襲かつ低コストなセンシングを実現し，課題 P1の解決を目指

す．次に，環境センシングで得られたデータをオンラインで解

析し，変化点検知を行う．変化点検知は，時系列データの中か

ら，データの性質が変わった点を特定するものである．これに

より，環境の変化が見られた点を行動の変化があった点と捉え，

そのタイミングでのみ ADLの記録を行うことで，課題 P2で

挙げたラベル付けの手間を軽減する．さらに，ADLの入力を

ヴァーチャルエージェント (VA)との声掛け・対話によって入

力するようにする．宅内に変化が起こった際，VAが高齢者に

現在何をしているのかを問いかける (声掛けと呼ぶ)．VAから

の声掛けに対し，高齢者は声で回答することで ADLが記録さ

れる．このやりとりによって，高齢者と VAとのコミュニケー

ション機会が創出され，課題 P3の解決も可能となる．

提案手法では，非侵襲な環境センシングのみを用いるため，

従来の行動認識手法に比べて認識精度が低くなることが予想さ

れる．しかし，センシングですべての行動認識をカバーするの

ではなく，VAと高齢者との会話を通して行動を直接本人から

聞き出すことで，コミュニケーションの機会を創りつつ，高精

度な ADLの記録を達成することを目指す．

3. 2 全体アーキテクチャ

図 2に提案システムの全体アーキテクチャを示す．主に環境

センシングを行う部分，行動認識サービス，ケア実行サービス

によって構成されている．各部で行う概要を説明する．

環境センシング： 自律センサボックスを高齢者の自宅に設置
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図 2 提案システムの全体アーキテクチャ

し，環境センシングを行う．環境データとして，温度，湿度，

照度，気圧，音量，振動，人感を取得し，日時情報とともにク

ラウド上のデータベースにアップロードする．

行動認識サービス： 逐次的にアップロードされる環境データ

に対し，オンラインで変化点検知を行う．変化点検知によって，

環境に変化が生じたと判断された時，それをトリガーとして行

動の自動認識を試みる．行動の自動認識では，予測した行動の

ラベル (行動ラベル)と，予測の確からしさを示す確度を計算し

出力する．確度が高ければ，行動ラベルをケア実行サービスに

渡す．確度が低い場合は，行動の手動認識を行う．行動の手動

認識では，ヴァーチャルエージェント (VA)が高齢者に対し声

掛けを行い，実際に何を行っていたのかを尋ねる．これに対し

て，高齢者は声または画面タッチ等で ADLを入力する．これ

により行動ラベルを取得しケア実行サービスに渡す．同時に，

得られた行動ラベルは認識の正例として，以降の自動認識のた

めの学習に利用される．

ケア実行サービス： 行動認識サービスから渡された行動ラベ

ルをもとに，その行動に適したケアを選択し実行する．VAに

指示を出してコミュニケーションによるケアを行ったり，非常

時には介護者に連絡したりする．

紙面の都合上，本稿では特に行動認識サービスの中の変化点

検知，および，行動の手動認識に焦点を当てる．

3. 3 ChangeFinderによる，変化点検知の実装

変化点検知とは，時系列データに対する変化点を検出する技

術である．変化点検知の種類には，今までに蓄積されたデータ

の中でバッチ的に変化点を探すオフライン検知と，新しいデー

タが得られるたびに検知を行い，得られたデータが変化点であ

るかどうかを判断するオンライン検知がある．提案システムで

は，見守りにおいて環境の変化を即時で判断する必要があるた

め，オンライン検知を利用する．本稿では特に，オンライン変

化点検知手法の 1つである，ChangeFinder [10]を実装する．

ChangeFinderは，自己回帰モデルと平滑化を利用した 2段

階学習を特徴とする変化点検知手法である．時系列が従うモデ

ルが変化した点を検知する仕組みとなっており，変化の程度を

スコア（変化スコア）として計算する．変化の程度が大きけれ

ば高いスコアとなり，変化の程度が小さければ低いスコアとな

る．ChangeFinderは，内部に自己回帰モデルを二つ持ってお

り，一つ目は元のデータの時系列モデルを学習する．二つ目は，

一つ目の自己回帰モデルを用いて得られた変化の程度を時系列

データとして扱い学習する．このことにより，小さなノイズの

影響による変化を除去する仕組みとなっている．さらに，学習

では忘却型学習アルゴリズムを用いることで，オンライン処理

が可能な処理スピードを実現し，自己回帰モデルで前提とされ

るデータの定常性に関しても，非定常なデータを扱える．

環境センシングで得られる時系列データに対し，提案システ

ムでの ChangeFinderが行う処理のステップを以下に示す．

Step 1: 取得された環境データを入力として受け取り，1 段

階目の自己回帰モデルの学習を行う．この処理ステップでは，

忘却型学習アルゴリズムを用いて，自己回帰モデルが持つ平

均・共分散・分散・自己回帰係数の更新を行う．自己回帰モデ

ルの次数を k，今回得られたデータを xt，今回算出される平均

を µt，自己回帰係数を at,i，共分散を Ct,i，分散を σt，忘却率

を r としたとき，次の式で更新が行われる．

µt = (1− r)µt−1 + rxt (1)

Ct,i = (1−r)Ct,i−1+r(xt−µt)(xt−i−µt)(i = 0, ..., k)(2)

Ct,i =

k∑
j=1

at,jCt,i−j(i = 1, ..., k) (3)

（３）式を Yule Walker法を用いて解くことで，at,j を計算す

る．但し，Ct,−i = Ct,i とする．

x̂t =

k∑
i=1

at,i(xt−i − µt) + µt) (4)

σt = (1− r)σt−1 + r(xt − x̂t)(xt − x̂t) (5)

Step 2: 確率密度分布を用いてスコアを算出する．この処理

ステップでは，Step 1. の結果得られた平均・分散をもとに，

正規分布の確率密度関数を利用することで，スコアの算出を行

う．このときの確率密度を pt(xt)としたとき，スコア yt は以

下のように計算される．

yt = − log 10pt(xt) (6)

Step 3: 得られたスコアを平滑化する．この処理ステップで

は，Step 2.で得られたデータを平滑化することでノイズの除

去を行う．平滑化するサイズを wとしたとき，平滑化後の結果

Score1t は以下のように求まる．

Score1t =

∑w−1
i=0 yt−i

w
(7)

Step 4: Step 3 で得られたデータ Score1t を新たな時系列

データとし，2段階目の学習・スコア算出・平滑化を Step1～3

と同様に行う．そして，2段階目の学習の平滑化後のスコアが，

変化スコアとして得られる．また，変化スコアに対して，一定

のしきい値以上のものを変化点として扱う．

3. 4 行動の手動認識

行動の手動認識では，ヴァーチャルエージェント (VA)を用

いて高齢者に行動をたずねる声掛けを行い，声掛けに対する回

答によって ADLの認識を行う．提案システムでは，声による
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回答を音声認識によりテキスト化し，テキスト化された回答の

中に，キーワードがあればそれに応じた ADLの行動ラベルを

付与する．例えば，回答が「朝ごはん」だった場合は，「朝食」

という行動ラベルを付けデータベースに保存する．具体的には，

以下の手順によって行われる．

Step 1 (行動の問いかけ): 変化点検知により変化が起こった

タイミングで，「○○さん，今，何をしていましたか？」と VA

が声掛けを行う．

Step 2 (回答の音声認識): VAからの声掛けに対して，高齢

者が声で回答する．システムは，発話状態から無音状態までの

回答を音声認識し，発話内容をテキストに変換する．

Step 3 (キーワードの確認): システムにはあらかじめ，各

ADLに関連するキーワードを登録しておく．発話内容テキス

ト中に，登録済みのキーワードが含まれるかを確認する．もし，

登録済みのキーワードが含まれていた場合は，Step 4に移る．

もし，登録済みのキーワードが含まれていなければ，Step 1に

戻り，再び声掛けを行う．

Step 4 (アクションの実行): Step 3でマッチしたキーワード

に応じて，システムがアクションを行う．アクションには，行

動ラベルの付与や，VAによる返事，写真や動画による応答等

を用意しておく．行動ラベルの付与では，キーワードに関連す

る ADLの行動ラベルを付与し，システムに登録する．写真や

動画による応答は [12]で開発した仕組みを利用する．キーワー

ドとアクションの紐づけは，システム内で次のようなルールで

定義されている．

[W : w,A : a1, a2, a3, ..., an] (8)

ここで，W はキーワード，Aはアクションを表す．また w は

キーワードの値，a1, a2, ..., anは実行すべき動作であるアクショ

ンを表す．Step 3でキーワード w がマッチした場合，定義さ

れたアクション a1, a2, ..., an を順に実行する．例えば，「朝ご

はん」というキーワードに対し，「朝食」という行動ラベル付け

を行い，「お薬を忘れずに飲んでくださいね」と VAに返事させ

る場合，次のようなルールになる：

[W : ”朝ごはん”, A : registerLabel(”朝食”),

talk(”お薬を忘れずに飲んでくださいね”)]

4. システム試作

4. 1 実 装

提案するシステムの変化点検知，行動の手動認識，行動ラベ

ル付けのプロトタイプを実装した．実装に用いた技術は以下の

通りである．

• 開発言語：Java 1.8.0 25，Ruby

• データベース：mongoDB

• Webサーバ：Apach Tomcat 7.0.69

• Webサービスフレームワーク：Jersey 1.19，Axis2 1.6.3

各システムは，Webサービスとして配備され，プラットフォー

ムに非依存な RESTプロトコルでサービスを利用できる．今回

のプロトタイプシステムでは，変化点検知と行動ラベル付けは

Javaで実装し，センサボックスから収集される 7種類の環境属

性の各時系列データに対して，変化点検知をスレッドで並列実

行するようにした．また，行動の手動認識プロセスは Rubyに

よって実装した．変化点検知と行動ラベル付け，および，VA

とのインタラクションは，RESTによるWebサービス呼び出

しによって連携した．

さらに，変化点検知と行動ラベル付けの設定・管理を行うた

めの GUIを，それぞれ以下の技術を用いて実装した．

• 開発言語：HTML, javascript

• javascript ライブラリ：jQuery 2.1.4

• CSSフレームワーク：Twitter Bootstrap 3.1.1

変化点検知 GUI は，変化点検知の対象とするセンサ，変化

点検知の手法，パラメータをユーザが自由に登録できるように

なっている．また，対象とするセンサが取得したデータと，変

化点検知によって計算された変化スコアをグラフで可視化する．

行動ラベル付け GUIは，実際に付けられた行動ラベルをユー

ザが確認でき，削除や修正ができるようになっている．また，

行動の手動認識を実行せずに，ユーザが直接行動ラベルを登録

できる機能も備えている．

4. 2 ケーススタディ

ケーススタディとして，センサボックスを著者の自宅に設置

し，環境データの収集を行う実験を行った．次に照度センサの

値に対して変化点検知を適用し，実際に変化スコアを計算し可

視化した．ChangeFinderのパラメーターとして，一段階目の

学習に用いる自己回帰モデルの次数を 50，忘却率を 0.05%，平

滑化サイズを 5に設定した．また，二段階目の学習に用いる自

己回帰モデルの次数を 50，忘却率を 0.1%，平滑化サイズを 5

と設定した．実際に測定した 2016年 10月 23日の照度の値と

その変化スコアを図 3に示す．左側の縦軸が変化スコアの値を

示し，右側の縦軸が照度センサの値を示す．また，図 3から，

照度が大きく変化する点で，スコアが大きくなっていることが

分かり，変化点検知が正しく動作していることが確認できる．

また，行動の手動認識のシナリオとして，「朝ごはん」という

キーワードを含む返事をした時に，行動ラベルとして「朝食」

をつけるケースを行った．シナリオ実行の様子を図 4に示す．

キーワードとして「起きた」，「寝た」，「風呂に入った」，「風呂か

ら上がった」，「外出した」，「帰宅した」，「朝ごはん」を準備し

た．各キーワードに対し，VAが「○○したんですね」という返

事を行うアクション，また，各キーワードに対応する行動ラベ

ルを付けるアクションを定義した．そして，実際に行動の手動

認識を実行し，被験者が「朝ごはんを食べています」という返

事をした際，「朝食」という行動ラベルが付くことを確かめた．

4. 3 考 察

実験に合わせて記録した日記によると，2016年 10月 23日

の活動として，0時 52分に就寝，9時 50分に起床，11時 40分

に風呂，13時 17分に外出，13時 30分に帰宅，19時 2分に外

出，22時 27分に帰宅が記録されていた．図 3を見ると，13時

の外出と帰宅以外の行動の変化が，照度の変化に現れているこ

とが分かる．よって，照度の変化によって ADLが発生するタ

イミングを部分的に推定可能であることがわかった．13時の外
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図 3 2016 年 10 月 23 日の照度データと変化スコア

図 4 行動の手動認識実行の様子

出と帰宅のタイミングを検知できなかった理由は，照度センサ

が窓からの外光に大きく影響を受け，その時点での照明のオン

オフが部屋の照度にあまり寄与しなかったことが考えられる．

正しくタイミングを検知した行動については，カーテンの開け

閉めや，部屋の照明のオンオフによる照度の変化によって，行

動の変化が認識されていたと考えられる．

行動の手動認識に関して，今回用意したキーワードにマッチ

する限りには，行動ラベルが正しく登録されることが確認でき

た．しかし，「朝ごはん」には別の言い方として「朝食」「朝飯」

などの表現の揺れがあるため，別の言い方にも対処する必要が

あることが分かった．この点に関しては，同じルールに複数の

キーワードの登録を許したり，表現の揺れに依存しない部分の

みをキーワードとして切り出したりする工夫で対応出来ると考

えている．また，発音が似たキーワードがあった場合，音声認

識で誤認識する確率が高くなる．よって，異なるルールのキー

ワードの発音が近づきすぎないようにルールの定義を工夫する

必要がある．

5. お わ り に

本稿では，在宅高齢者の日常生活行動をセンシングするため

の新たなシステムの提案を行った．提案システムでは，環境に

変化が起きた際にヴァーチャルエージェントが高齢者に声掛け

を行い，高齢者がそれに答えることで行動を記録する．これに

よって，非侵襲な環境センシングによって日常行動の記録を実

現すると同時に，高齢者にコミュニケーションの機会を創出す

る．また，プロトタイプシステムを実装し，自宅の照度データ

に変化点検知を適用して行動のラベル付けを行う実験を実施し，

提案システムの有用性を予備評価した．

今後の課題として，変化点を決定するしきい値を自動で調整

するアルゴリズムを開発して変化点検知の精度の向上すること

や，ラベル付けされたセンサデータに対し，クラスタリングな

どの機械学習を適用することにより自動的に行動を判別するこ

と等があげられる．また，実際の高齢者の自宅に提案システム

を設置し，実際に利用してもらうことで，変化点検知および行

動認識の精度評価や，システム全体の有効性評価を行うことも

計画している．より発展的な課題として，認識された行動に応

じたケアを利用者自身が登録できるようにし，個人に寄り添っ

たケアに対応することも考えている．

謝辞 この研究の一部は，科学技術研究費（基盤研究 B

16H02908，15H02701，26280115，若手研究 B 26730155，萌

芽研究 15K12020）の研究助成を受けて行われている．

文 献
[1] 内閣府，“平成 27 年度版高齢社会白書,” http://www.cao.go.

jp/，June 2015．
[2] 厚生労働省，“介護人材の確保について,” http://www.mhlw.

go.jp/，Feb. 2015．
[3] 大和総研，“超高齢社会における介護問題,” http://www.dir.co.

jp/research/report/japan/mlothers/20140509_008508.pdf，
May 2014．

[4] 株式会社ディプス，“離床センサー,” http://www.deps1972.

com/category/1193634.html，Dec. 2016．
[5] 株式会社テクノスジャパン，“在宅ケア 見守り介護ロボット「ケ

アロボ」,” http://www.technosjapan.jp/product/tascal/

index.html，Aug. 2015．
[6] 関弘和，堀洋一，“高齢者モニタリングのためのカメラ画

像を用いた異常動作検出,” 電気学会論文誌. D, 産業応
用部門誌 = The transactions of the Institute of Elec-

trical Engineers of Japan. D, A publication of Industry

Applications Society，vol.122，no.2，pp.182–188，feb 2002．
http://ci.nii.ac.jp/naid/10007790942/

[7] 大内一成，土井美和子，“加速度と音で日々の生活行動を認識す
る activityanalyzer,” 情報処理学会インタラクション，vol.3，
pp.255–258，2011．

[8] K. Ueda, M. Tamai, and K. Yasumoto, “A method for rec-

ognizing living activities in homes using positioning sensor

and power meters,” 2015 IEEE International Conference on

Pervasive Computing and Communication Workshops (Per-

Com Workshops), pp.354–359, March 2015.

[9] S. Sakakibara, S. Saiki, M. Nakamura, and S. Matsumoto,

“Indoor environment sensing service in smart city using au-

tonomous sensor box,” 15th IEEE/ACIS International Con-

ference on Computer and Information Science (ICIS 2016),

pp.885–890, June 2016. Okayama, Japan.

[10] S.Shanthi S.Saranya, R.Rajeshkumar, “A survey on

anomaly detection for discovering emerging topics,” Inter-

national Journal of Computer Science and Mobile Comput-

ing (IJCSMC), vol.3, no.10, pp.895–902, Oct. 2014.

[11] H. Horiuchi, S. Saiki, S. Matsumoto, and M. Nakamura,

“Designing and implementing service framework for virtual

agents in home network system,” 2014 15th IEEE/ACIS

International Conference on oftware Engineering, Artificial

Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Comput-

ing (SNPD2014), pp.343–348, June 2014. Las Vegas, USA.

[12] S. Tokunaga, K. Tamamizu, S. Saiki, M. Nakamura, and

K. Yasuda, “VirtualCareGiver: Personalized smart el-

derly care,” International Journal of Software Innovation

(IJSI), vol.5, no.1, pp.30–43, Oct. 2016. http://www.igi-

global.com/journals/abstract-announcement/158780.

— 6 —


