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和泉 勇希†

西田 昌史†

綱川 隆司†

西村 雅史†

静岡大学 大学院総合科学技術研究科†

1.

はじめに

聴覚障がい者がコミュニケーションをとるた
めの手段として手話がある．手話を学習する時，
本や DVD による学習では手動作の把握が難しく，
また，自分の動作が正しい手話になっているか
どうかの確認もできない．
先行研究として Web カメラで録画した学習者
手話と熟練者手話の映像を横に並べて比較する
機能を有する手話学習コンテンツが提案されて
いる[1]．上記コンテンツにより動きの把握はし
やすくなるが，どのくらい正しく手話を行うこ
とができたかまでは判断できない．
本研究では，カラー画像の撮影と骨格の位置
データを取得可能な Kinect を用いて，学習者とお
手本の手話を比較し，どのくらい動きに差があ
るか提示する手話学習支援システムを開発した．
また，開発したシステムが学習に有効かどうか
調べる実験を行い，その結果についても報告す
る．

2.

図 １ 学習システムの結果表示画面

手話学習支援システム

先行研究のシステム[1]では Web カメラを使用
してシステムの開発を行っていたが，提案シス
テムでは骨格の位置情報を取得可能な Kinect を用
いて開発を行った．
先行研究のシステムに新たに三つの機能を持
たせたシステムが提案手法である．一つ目は手
の動きを軌跡として表示する機能である．この
機能により動きが可視化され，手の動きの把握
およびお手本手話との動きの差が理解しやすく
なる．二つ目は Kinect で取得した手の位置情報を
もとに，手話認識手法の一つとして利用されて
いる DP 照合[2]でお手本と学習者の手話をパター
ンマッチングし，どのくらいお手本の手話と似
ているかを示した手話評価である．この機能に
より学習者が行った手話が正しいかどうか確認
しやすくなる．三つ目は動画では把握しづらか
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図２

3D モデルでの手話確認画面

った前後方向への手の動きを把握しやすくする
ために，3D モデルに手話を再現させ，様々な方
向から確認できるようにした機能である．これ
により横から 3D モデルを確認することで前後方
向の動きが把握しやすくなる．3D モデルにはユ
ニティちゃん[3]を使用した．
実際のシステムでは，単語を選択するとお手
本手話動画が表示される．学習者はお手本手話
と同じ手話を行い，Kinect で学習者手話として記
録し，結果を表示する．図 １は本システムの結
果表示画面である．左上が学習者，左下がお手
本手話動画であり，青色および赤色の線が手の
軌跡を示す．右側の緑色のバーで DP 照合による
手話評価が表され，4 段階でお手本との違いが評
価される．図 ２は図 １とは別ウインドウで表示
される 3D モデルでの確認機能である．学習者が
カメラを操作することで 3D モデルを図 ２のよう
に横からのカメラで確認でき，前後方向の手の
動きをより把握しやすくなる．単語選択から結
果確認までを 1 回として学習が進められる．
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3. 評価実験
提案したシステムが先行研究のシステムと比
較してどのくらい学習に有効かどうか確認する
ために評価実験を行った．
今回，先行研究の手法を模倣したシステム，
先行研究のシステムの結果表示画面に軌跡付き
の動画および手話評価を付けた提案システム 1，
提案システム 1 に 3D モデルでの確認画面を付け
た提案システム 2 の 3 つのシステムを作成し，手
話学習経験のない 20 代の学生 12 名に 3 つのシス
テムを使用してもらった．被験者は各単語 3 回ず
つ学習を行い，各システム 10 単語使用してもら
った．3 つのシステムを使用する順番は被験者ご
とに変えている．手話評価に用いている DP 照合
によって求まるパターン間距離とシステム使用
後に行ったアンケートによってシステムの評価
を行う．
アンケート項目は軌跡のない動画，軌跡付き
の動画，3D モデルについては手の動きがわかり
やすかったかと学習の参考になったか，手話評
価については学習の参考になったかという項目
について 5 段階評価で答えていただいた．また，
実際にシステムを使用してみて学習の役に立っ
た機能を選んでもらい，改善点や気付いた点に
ついて自由記述で答えてもらった．

4.

という意見や手の形のチェックもしてほしいと
いう意見があった．今後は 3D モデルの精度の向
上，フィードバックの提供，手の形を学習する
方法の検討を行っていく必要があると考えられ
る．

図３

回数ごとに算出したパターン間距離の結果

実験結果と考察

図 ３は DP 照合のパターン間距離の平均を手法，
学習回数ごとに算出した結果である．値が小さ
い方がお手本の手話と似ているという結果にな
る．提案システムは従来システムよりパターン
間距離が全体的に小さく，複数回行っても変化
が少ないことがわかる．これは提案手法により
動きの把握および手話を正しく行えていること
がわかりやすくなったからであると考えられる．
図 ４は実験後に実施したアンケートの結果で
あり，被験者につけてもらった 5 段階評価の平均
である．わかりやすさおよび参考になったかと
いう項目においては，先行研究の機能である軌
跡なし動画よりも提案した機能の方が高い評価
を得ることができた．
役に立った機能についてのアンケート結果で
は，軌跡付き動画が 11 名の方に選択されていた
のに対して，3D モデルは 7 名と半数ほどにとど
まった．自由記述欄において，3D モデルにより
前後方向の動きがわかりやすくなったかどうか
については賛否双方の意見がみられた．自由記
述による改善点には先述の 3D モデルについての
意見と，手話評価が低いときに低くなってしま
った理由をフィードバックとして与えてほしい

図４

5.

アンケート結果の平均

おわりに

本研究では Kinect と 3D モデルを用いた手話学
習支援システムを提案した．評価実験の結果，
提案システムが学習に有効であることを示すこ
とができた．一方で 3D モデルや手話評価方法に
関して課題が見つかった．また，手話は手の動
きのみではないため，他の手話の要素である手
の形などの学習も行うことができるようなシス
テムへと拡張していく必要がある．
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