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教師データ収集支援システムに関する研究と開発
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概要：教師データの収集は，CNN の精度と結果を決定する重要なプロセスであるが，収集作業には大変な時間と労力
を要する．そこで，ネット上で公開されているデータセットを活用することも多いが，それだけでは足りないケース
もある．例えば，手書き文字、動物、顔、地理などのデータセットが多くあるが，人の動きや子供に特化したデータ
セットがほとんどないことが事前調査で分かった．この問題を解決するために，子供が楽しみながらデータ収集に協
力してもらうための環境構築と動画像を編集するツールの開発を目標とした．具体的には，撮影協力者にゲームをプ
レイしてもらいながら，Kinect を利用して，プレイ中の動作を撮影し，スケルトン情報を保存する．また、動画から
フレームを抽出し画像として保存する．更に、画像を適切に編集し、ラベリングする．本研究はこの一連の処理を支
援するゲームとシステムの構築を目的としている．
キーワード：ゲーム，教師データ収集，フレーム抽出，画像編集，ラベリング

Development of game and system that support human data collection
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QINGLIAN GUO
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Abstract: Collection of teaching data is an important process for the accuracy and results of CNN, but this collection
work requires a lot of time and labor. Although it is possible to utilize the dataset published on the Internet, there are
cases where dataset are not enough. For example, a relatively large number of data sets existed in hand writting, human
faces, geography, etc. However, it was found in a preliminary survey that there are few dataset on human movement
specialized for children. In order to solve this problem, we aimed at building an environment for children to cooperate in
data collection while having fun. And we are developing a tool for extracting necessary frames from videos. While asking
a person who cooperates with photography to play a game, we use Kinect to take his/her actions and save skeleton
information. Our research aims to construct such a game based data collection system.
Keywords: game，Teacher Data collection，frame extraction，image editing，labeling

1. はじめに
近年，ディープラーニングなどの AI 技術の進歩で音声
認識，コンピュータビジョン，機械翻訳などの分野で大き
な成果を上げてきた．また、ディープラーニングと強化学
習の組み合わせは，コントロールだけではなく戦略とプラ
ンニングの領域でもうまくいくことが示されているといわ
れている[1]．

⚫

既にたくさんの古いデータがある場合は，例えば、医療
と製造現場に積み重ねたデータ，それらを有益に使う [2]．
ただし、データ抽出、フォーマット変更、サイズ編集、ラ
ベリングなどの作業が必要であるため、かなりの作業時間
がかかる．
⚫

学習ターゲートの選定から、撮影、編集、ラベリングま

どんな質問にも的確に答えるようになると期待されている
時に，大量の教師データを準備しなければならない．教師
データとは，人間が用意した問題と答えがセットになって
いるデータのことである．教師データを繰り返し学習する
ことによって，AI 自体が正否を判断できるようになる．
つまり、AI を作成するために，人間がデータを１つ１つ
分類し，意味のあるラベル付けを行い、やっと、質の良い
データセットが得られる。一般的に、教師データは以下の
ような方式で用意する。

独自の目的に合わせて、地道に学習データを作成す
る：

ディープランニングは自動的にあらゆる物事を学び，
が，確実な成果を得るには，対象を明確に定めてあると同

既に所有している古いデータを活用する：

での一連の作業を独自に行う必要がある。学習効果に応じ
て、撮影角度、ラベリングの種類を繰り返して試さなけれ
ばならない。人間が対象となっている場合、撮影協力者に
負担とストレスを与える可能性が出てくる。撮影協力者の
負担を減らす方法を模索しなければならない。
⚫

公表された学習モデルを使う：
パターン認識や自然言語理解やゲームなどの分野に関し

ては、既にさまざまな学習済みモデルが用意されている．
学習済みモデルを使った転移学習を利用すれば、数少ない
教師データでも良い学習効果が得られる。ただし、このよ
うな公表されたモデルは適応分野が限られている、商業化
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する場合、著作権の問題が生じる可能性がある。
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公開されたデータセットを利用する：
幾つの分野に関しては、公開されたフリーのデータセッ

トがある。例えば、株式市場データ，気象データ，手書き
数字、動物、人の顔，地理情報などがある。商業的な目的
で AI を訓練したい場合、公開されたデータセットがかな
り小さいと感じる。また、データの質も低い場合がある
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2.ゲームと撮影した人間の動作
人間は物を運びながら、横移動する動作を撮影するため
に、図１に示すようなチャッチングゲームを制作した。人
間が地面に置いてある箱を両手で持ち上げた場合、ゲーム
にあるキャラクターは落ちてくるボールをキャッチするこ
とができる。人間が横移動すると、キャラクターもそれに
合わせて同じ方向に横移動する。

総じて、商業的な目的を持って、AI の教師データを用意
したいなら、独自に撮影、編集、ラベリングしなければな
らない。この収集作業には大変な時間と労力を要する．人
間をターゲットする場合、撮影協力者の負担とストレスを
減らす方法も考えなければならない。
そこで、本研究ではフェジカル的なゲームを楽しんでも
らいながら、人間の様々な動作を Kinect で撮影し、最終的
に人間の動作をスケルトンデータとして収集する。目標の
動作によって、複数のゲーム環境を提供する。データ収集
の全体的な流れを説明すると、
（1） 撮影協力者の許可と理解を得る。必要な場合、書面
による契約を行う。
（2） 撮影協力者にゲームのルールを事前に説明し、実際
に２、３回試してもらう。

図1

キャッチングゲームの場面

図２

撮影環境とフィジカル入力装置（センサーを内蔵す

（3） 本番のゲームプレーを Kinect で撮影し、スケルトン
データだけ保存する。ここでは、スケルトンデー
タに拘る理由は、人間の動作を AI に学習させるた
めに最も貴重なデータである、他には、個人情報
が分かりにくいという利点がある。
（4） 撮影したい目標の動作に合わせて、様々なフィジカ
ルゲームを提供する。ここでは、CG やセンサーや
マイコンなどの技術も利用する。図２の例に示す
ように、横移動しながら物を運ぶ動作を撮影する
ために、落ちてくるボールをチャッチングするゲ
ームを制作した。
（5） 撮影したビデオを独自に制作したビデオ編集ソフト
で処理する。ビデオから欲しいフレームを選択し、
画像として保存する。このソフトの特徴と言えば、

る四角の箱）

シンプルで分かりやすいインターフェースがあげ
られる。図７のように、ボタンをクリックするだ
けの操作で、全ての処理を行える。キーボード触
る必要がなく、処理作業が簡単かつ楽になる。
（6） 保存したフレーム（画像）に関しては、更に編集、サ
イズ変更、ラベリングしなければならない。これ
に関しても、独自の画像編集ソフトを制作した。
同様に、シンプルで分かりやすいインターフェー
スを構築し、全ての作業をマウスクリックだけで
済ませるように設計・実現した。スケルトンデー
タが画像において現れる領域を自動的に検出でき
る機能を提案・実現した。
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図２に示すように、ゲームはプロジェクターを利用して
スクリーンに投影される。スクリーンの前に緑のテープで
マークしたスペースがある。被験者はこのスペースにおい
てフィジカル的な動作を行う。４台の Kinect を利用し
て、四方から被験者を撮影し、スケルトンデータを保存す
る。
また、Kinect は被験者の位置情報をゲームに送る。ゲー
ムのキャラクターは、被験者の立つ場所に合わせて左右に
移動する。箱型のフィジカル装置は被験者に様々な動作を
させる役割を果たす。箱型のフィジカル装置は、人間の体
型に合わせて設計られ、木材で作られた。各面に距離セン
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サーを内部に取り付けたため、箱と箱の位置関係を距離セ
ンサーの情報から推定できる。このような箱は複数個があ
り、それらの位置関係を変えるにより、様々な動作を誘発
できる。
Kinect の弱点と言えば、撮影でくる範囲が限られている。
被験者の四方に設置することで、幅約 4m 縦 8m の撮影スペ
ースを確保できた。このスペースを被験者に分かるように
テープで示した。また、Kinect とフィジカル装置の組み合
わせは、様々な複雑の動作を簡単に判別できるようにした。
例えば、両手での高さの情報を利用すれば、箱をどの高さ
に持ち上げたかが分かる。

図４

ビデオ編集ソフトの画面

4．画像編集ソフト
図５は構築したビデオ編集ソフトを示す。ある指定のフ
ォルダから次々と画像を読み込み、スケルトンのある領域
だけを切り取り、種類選択に合わせてラベリングを付ける
などの作業をサポートする機能を備えている。また、これ
らの作業を行うとき、キーボードをタイプすることがほと
図3

kinect とセンサーを使ったゲーム

んどなく、メニュー選択、ボタンクリックで楽に行える。
さらに、自動的な処理が多いため、操作する人間の経験を

図３は，キャラクターは次々と現れるステップの間でジ

問わず、差の少ないラベリング結果が得られる。

ャンプしながら最終的なゴールを目指す脱出ゲームを示す。
ステップとステップの間の距離が離れすぎる場合、キャラ
クターは落ちることになる。ステップから次のステップに
移動が失敗して落ちた場合ペナルティーとして秒数が加算
される．そこで、被験者はキャラクターを助けるために、
地面にある複数の箱を積み上げる作業をしなければならな
い。これも撮影したい動作である。箱がつみ重ねられたら、
ゲームには追加のステップが現れ、そして、キャラクター
が移動できるような状況になる。

3.ビデオ編集ソフト
図４は構築したビデオ編集ソフトを示す。必要最小限の

図５

画像編集ソフトのトップ画面

ボタンを画面の下にあり、読み込んだビデオを左側に、ボ
ダンをクリックしたときの結果画像を右側に表示される。

図５の画面左上にある画像 load ボタンを押し画像があ

一番左のボタンをクリックすると、ビデオから現在のフレ

るフォルダを選択する．次に，画像に適切なラベルを付け

ームを背景画像として保存する。二番目のボダンをクリッ

るために画面右側の textfield に任意のラベル名を入力す

クすると、現在のフレームを選択された教師画像として保

ることで，以下のようにラベル名に番号を振り付け保存さ

存する。三番目のボタンで教師画像と背景画像の差分を行

れる．

い、人間のスケルトンが現れる領域を算出し、四角形でビ

例：ラベル名-番号.拡張子

ジュアル的に示す。一番右側のボタンを選択した場合、四

transport-01.png

角形の座標データを教師画像と同じ番号で保存される。
このような簡単な編集ソフトであるが、一本のビデオか
ら欲しい教師データを一気に採取したい場合、誰でも気軽

使用したラベル名は再度使えるように右下に履歴とし
て表示され，その表示を押すことによって再び入力するこ
とをさけることができる．

に使いこなせる利点がある。
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“KOUSAKU（2008）「Arduino 距離センサ／超音波レンジ
ファインダー」”.
http://kousaku-kousaku.blogspot.com/2008/08/arduino_22.html，(参照
2018-12-6)．
[6] “高盛竜馬（2015）「[Arduino -> Processing]Arduino と
Processing との連携のテスト②」”.
https://m0rya.wordpress.com/2015/03/15/arduinoprocessingarduino%E3%81%A8processing%E3%81%A8%E3%81%AE
%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9
%E3%83%88%E2%91%A1/，(参照 2018-12-6)．
[5]

図６

ラベリング作業の画面

データの水増しする機能を作成している。ノイズの付加、
コントラスト変換、明るさ変換、色相変換、回転、反転な
どによって、保存と同時に最大 6 枚のデータを作り出すこ
とができる．

4.まとめ
本研究では，CNN などで使用する教師データ収集を効率
よくおこなうための支援システムについての研究と開発に
ついて述べてきた.ゲームで遊ばせることによってより自
然な動きを撮ることができると考えられる.ゲームがなけ
れば子供などは飽きてしまい撮影時間が少なくなってしま
い収集するデータ量が少なくなる可能性もある．よって，
AI 構築に必要な動きを取り入れたゲームを制作すること
で，効率よくデータの収集をすることができた．さらに，
動画と画像を編集するツールを学習データ作成に特化させ
ることによって大幅な時間の短縮をすることができた．
今後の展望として，ゲームとツールのビジュアル面の向
上，画像の切り取り方法の追加などが上げられる．
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