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概要：近年，家庭内における居住者の行動推定や最適な家電制御等，家庭での生活を対象とした研究が盛
んに進められている．我々はこれまでに，スマートホームにおいて，居住者の位置情報と家電の消費電力
のみを用いて，居住者の生活行動を推定する研究を行ってきた．人の行動認識が可能になれば，家の中に
いる高齢者や子供の見守りや，省エネ家電制御システム等のコンテキストアウェアサービスの実現が期待
される．しかし，現状，行動認識の結果は，テキストや二次元画像での出力しか出来ず，家の中にいる人
の行動や家電の稼働状況が直感的に理解し難い．よって，本研究では，スマートホーム内における人の行
動や家電の稼働状況の 3D 可視化システムを提案する．そのシステムでは，サーバにスマートホームにお
ける「人の位置座標」
「家電の消費電力量」
「ドアや窓の開閉状況」
「行動推定結果」を DB に格納し，ブラ
ウザ上でそれらのデータをもとにスマートホーム内の状況を 3D モデルを用いて可視化を行う．デモでは，
実際に生活を行ってもらった際のデータを用いて，Web アプリ上から指定した期間の人の行動や家電の稼
働状況が 3D 可視化され，3D モデルが実際に動く様子を実演する．

1. はじめに

て表示する．また，ブラウザ上に，リアルタイムで人の行
動認識結果や家電の消費電力，ドアの開閉状況を反映させ

近年，スマートフォンをはじめとするさまざまなセン

るため，まるで部屋内をカメラで撮ったかのような映像が

シングデバイスの普及により，家の中にいる人の行動推

表示される．これにより，より現実に近い形で家の中の状

定 [1][2][3] や最適な家電制御 [4][5] の研究など，家での生

況をユーザに提示することが可能となり，直感的に理解で

活を対象とした研究が進められている．例えば，上田ら [1]

きるようになる．さらに，実際の人を 3D モデルを用いて

の研究では，スマートホームにおいて，屋内位置センサと

表示しているため，カメラで部屋内の様子を映像出力させ

電力センサのデータのみを用いて，
「料理中」や「食事中」

る方法に比べて，プライバシーの問題に配慮したシステム

など，11 種類の居住者の行動を 90%以上の精度で識別でき

といえる．また，過去のデータを取得して反映させること

ることを示している．人の行動認識が可能になれば，家の

ができ，指定した期間における居住者の行動なども表示可

中にいる高齢者や子供の見守り，効率的な省エネ家電制御

能である．過去の行動推定実験の結果などを 3D 表示で確

等のコンテキストアウェアサービスの実現が期待される．

認できるため，家での生活を対象とした研究の支援ツール

しかし，現状このような行動認識の研究では，行動推定の

としても活用できる．

結果の出力方法については言及していないので，高齢者の

本デモンストレーションでは，我々が保有するスマー

見守り等に応用するためには，専門知識のないユーザが居

トホーム設備（1LDK）にて被験者に実際に生活をしても

住者の行動を直感的に理解出来るようなインターフェース

らった際に収集した住人の位置情報等のセンサデータを用

が必要であると考えられる．

いて，[1] で示す手法を用いて生活行動を推定した結果と家

そこで本研究では，スマートホーム内における人の行動
や家電の稼働状況の 3D 可視化システムを提案する．提案
システムでは，WebGL を用いた HTML5+JavaScript によ
り，部屋と部屋内に存在する家電や人を 3D モデルを用い

電の稼働状況を，本システムにより 3D 可視化した様子を
示す．

2. 生活行動認識システム
我々の研究チームでは，家庭内における居住者の位置情
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報と各家電の消費電力情報を用いて，料理や睡眠等の生活
行動を 90%以上の高い識別精度で推定する手法を示してお
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り [1]，提案システムにより 3D 可視化する行動について
は，この手法をベースに推定したものである．本節では行
動認識手法の概要について述べる．
この手法では，従来の行動認識に関する研究における，

3. 3D 可視化システム
図 2 に提案システムの構成を示す．可視化するスマート
ホーム環境には，居住者の位置が分かる位置測位センサ，

多数のセンサを使用することによる導入・維持コストの高

電力センサ，ドアの開閉センサが取り付けられているもの

さとカメラやマイクを使用することによるプライバシーの

とする．それぞれのスマートホームは，各センサが計測し

侵害という課題を解決するため，今後の低価格化・普及が

た「居住者の位置座標」
「家電の消費電力量」
「ドアや窓の開

見込め，プライバシー露出への抵抗が少ないと考えられる

閉状況」と「居住者の行動認識結果」を Web サーバへ送信

電力計および屋内位置センサのみを用いて生活行動の推定

し，Web サーバはそれらのデータを DB に格納する．Web

を行っている．

ブラウザ上から Web サーバへ取得したい期間などのクエリ

まず，図 1 に示す生活行動可視化・ラベリング支援ツー

を送信することで，Web サーバがクエリに対応したデータ

ルを用いて，識別する 10 種類の生活行動（料理，食事，食

を返す．このクエリの送信には HTTP GET/POST を用

器洗い，テレビ，読書，入浴，掃除，仕事・勉強，睡眠，外

いており，クエリとサーバから返ってくるデータは JSON

出）に対するセンサデータの記録と各行動に対応する教師

形式にフォーマットされた状態で送受信される．Web サー

データの抽出を行う．

バから返ってきたデータをもとに，Web ブラウザはスマー
トホーム内にいる人の行動や家電の稼働状況，ドアや窓の
開閉状況を 3D で表示する．
行動推定結果は，3D モデルがその行動をしているよう
に動かして表現する．たとえば，
「食事中」であれば，テー
ブルの上で人の 3D モデルが手を上下に動く．家電の稼働
状況は，その家電の 3D モデルの周りに，消費電力量に合
わせた色の付いたもやを表示することで表現する．これら
の表現方法を用いることで，より直感的に分かりやすい表
示を実現している．また，3D 表示モードには「リアルタイ
ム表示」と「指定期間表示」の 2 種類が存在する．リアル

図 1

生活行動・ラベリングツール

タイム表示モードでは，自動的に 30 秒ごとに最新のデータ
を取得して表示する．指定期間表示モードでは，ユーザが

このツールは，スマートホームにおいて記録されたセン

Web ブラウザ上で任意の期間を入力することで，DB 内の

サデータを可視化し，任意の時系列データを各行動に紐付

その期間におけるデータを取得し，Web ブラウザ上に順番

けるラベルを貼付ける機能を備えている．また，グラウン

に表示させる．これにより，過去の任意の期間におけるス

ドトゥルースとして撮影したビデオを同期して再生する機

マートホーム内の状況を動画のように確認することが出来

能を備えることで，ユーザのラベル付けを支援する．ラベ

る．Web ブラウザ上で結果を表示する際のイメージを図 3

ル付けされた区間におけるセンサデータは，ラベルに応じ

に示す．図 3 では，
「指定期間表示モード」における表示方

た生活行動に紐付けられ，教師データとして保存される．

法を示しており，3D 可視化表示部分では，「TV 視聴」と

これらの教師データを一定の時間間隔で区切り，各生活行

いう行動推定結果とテレビと扇風機とエアコンの消費電力

動における平均値や分散などの特徴量を抽出する．特徴量

量の可視化を行っている．

は，行動を識別するために有効なデータであり，センサに
応じた適切な統計量を抽出し，これらの特徴量を用いて行
動識別の学習モデルを構築する．
様々な特徴量，機械学習アルゴリズムを用いて評価実験
を行い，特徴量として消費電力の平均値と位置情報の中央
値，機械学習アルゴリズムとして Random Forests を用い
て学習モデルを構築した結果，平均で 91%の精度で 10 種
図 2

類の行動を識別することが可能である．

システム構成

本システムでは，以上の学習モデルを用いて行動認識を
行った結果を 3D モデルを用いて可視化することにより，
居住者がどこで何をしているのかを分かりやすく表現して
いる．
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4. デモ
本デモンストレーションでは，スマートホームにて 4 人
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う点において優れている．提案システムでは，部屋と部屋
内に存在する家電や人の 3D モデルを用いて，行動推定結
果や家電の消費電力量などを分かりやすく表現している．
「リアルタイム表示」と「指定期間表示」の 2 種類の表示
モードに対応することで，提案システムが，高齢者や子供
の見守りサービスや，家での生活を対象とした研究の支援
ツールとして活用できることを示した．また，3D モデルに
より人を表現することで，カメラで部屋内の様子を映像出
力させる方法に比べてプライバシー問題に配慮している．
また，行動推定結果の表示は 3D モデルを動かすことによ
り表現したり，家電の消費電力量はフォグ効果を付けるこ
とにより表現する等，より直感的に分かりやすい表現方法
となるように工夫している．
最後に，今後の課題として，以下の点が挙げられる．

( 1 ) リアルタイム表示と指定期間表示や別々に指定した 2
つの期間における，スマートホーム内状況の比較がで
きるような表現方法の提案

( 2 ) 家電や家具の位置をユーザが自由に変更できる機能の
追加
図 3 Web ブラウザ上での 3D 可視化イメージ

( 3 ) 複数人の行動推定結果の表示機能の追加
( 4 ) 推定可能な行動や部屋内に設置する家電の追加に対応
した機能の追加
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本研究では，家の中にいる人の行動推定結果や家電制御
結果の 3D 可視化を行うシステムを提案した．既存研究で
はテキスト表示や 2D 表示までしか行われておらず，それ
らの表示方法と比べて，ユーザが直感的に理解できるとい
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