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周囲の物体との関係を考慮した幼児の行動見守り手法の検討
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はじめに

現在，カメラ映像やセンサーを利用することによ
り屋内での人物状況の見守りが可能である．見守り
の対象として高齢者や幼児が考えられるが，多くの
見守りを行う研究は高齢者を対象としている．し
かし，幼児の行動は多彩であり，少し目を離した際
に幼児が事故につながる行動をとる可能性もあり，
事故を防ぐために幼児の見守りは重要である．
見守り技術を用いる状況はいくつか考えられる
が，幼児を家に一人で放置する状況は少ないという
観察から，幼児の見守りを行う際，同じ部屋や隣の
部屋など少し離れた位置から見守りを行い，事故の
発生を未然に防ぐために見守り技術を用いている
状況があると推測する．隣の部屋や同じ部屋のよ
うな幼児と見守りを行なう人物の距離が近い場合，
幼児の危険な状況や危険な動作を事故が発生する
前に見守りを行う人物が認知することで，事故の発
生を防ぐ事ができると考えられる．
幼児の危険な状況の検出は大人の危険な状況の
検出より複雑である．大人の場合日常の行動が，歩
く，立つ，座る等であり，姿勢や動作から危険な状
況を検出する事が可能であると考えられる．しか
し，幼児の場合日常の行動は，大人の取る行動に加
え，はいはい，前転等時に我々が想像しない行動を
とるため，危険な状況を検出する際に姿勢や動作
だけでは不十分である．そこで，幼児に発生する事
故の多くは誤飲や火傷，感電，転落のような周囲の
物体と関係する事故であること [1] から，幼児の姿
勢，動作に加えて周囲の物体との関係を用いること
が幼児の危険な状況の検出のために有効であると
考えられる．
例えば，事故につながる状況としては，火傷や感
電の場合，物体への接近，接触，転落の場合，物体
の端への接触，接近，椅子の上に立つ等が考えられ
る．そこで本稿では，幼児の物体への接近や接触，
危険な姿勢での物体の使用など，幼児と物体が関係
する危険な状況を検出する手法を提案する．
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見守りの対象の様々な情報を取得する手法として
大きく分けて二つの手法が存在すると考えられる．
それは，センサーを用いる手法と，カメラ映像を用
いる手法である．
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図 1: 提案手法の流れ
センサーを用いる手法では手法 [2] のように体に
センサーを装着することで姿勢や動作を取得して
いる．この手法は高齢者の事故検出を行う手法で
あり，高齢者の場合，体に対してセンサーが比較的
小さく，日常の動作をあまり制限しないが，幼児の
体にセンサーを装着する場合，高齢者に比べ体に対
してセンサーが大きく，幼児の行動を大きく制限し
てしまい，幼児の事故検出に用いることは困難であ
る．また，センサーを装着することで，姿勢や動作
を取得することは可能であるが，センサーのみの場
合周囲の状況を取得することは困難である．
一方，カメラ映像を用いる手法では周囲にカメラ
を設置することで見守り対象の姿勢や動作に加え
て容易に周囲の状況を取得することが可能である．
しかし，手法 [3] では事故が発生した際の行動を学
習する事で幼児の事故を検出し，手法 [4] では，転
倒する動作を学習することで高齢者の事故を検出
している．このように，姿勢や動作のみに基づき事
故の検出を行う手法では，周囲の状況を考慮でき
ず，周囲の物体と関係する事故を検出することは困
難である．
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提案

本稿では，カメラ映像から物体と幼児の位置を特
定し，物体と幼児の関係を用いて幼児が危険な状況
であるかを判断する手法を提案する．そのための
事前の処理として，まず最初に周囲の状況として，
周囲の物体領域を特定する必要があるため，屋内の
物体の認識や，物体の配置の推定を行う．次に，幼
児の状態を推定するために，屋内での幼児の位置の
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認識，姿勢の認識を行う．その後，物体の位置や幼
児の位置，幼児の姿勢などを用いて物体と幼児の関
係を決定し危険な状況に対して警告を行う．
危険な状況として，幼児の物体への接近，幼児の
物体への接触，幼児の物体に対する危険な姿勢を検
出し警告を行う．また，それぞれの警告を発生させ
る際に，物体ごとにどの段階で危険な状況となるか
は異なるため，物体ごとに警告する距離や警告の程
度を変更することで適切に危険な状況を検出でき
ると考えられる．
幼児の物体への接近を警告
接近が事故に繋がると予測される距離は物体
によって様々であるため，接近を警告する際の
警告する距離は物体毎に異なる必要がある．
（例: 出入口に接近，ストーブに接近，...）
幼児の物体への接触を警告
接触が事故に繋がる物体と接触する事が危険
ではない物体があるため，接触を警告する際の
警告の程度は物体毎に異なる必要がある．
（例: 倒れやすい物体に接触，誤飲すると危険
な物体に接触，...）
幼児の物体に対する危険な姿勢を警告
事故につながる危険な姿勢かどうかは物体毎
に異なるため，姿勢により警告する際の警告の
程度は物体毎に異なる必要がある．
（例: 段差の近くに立つ，不安定な姿勢で椅子
の上にいる，...）
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確認実験

前節で述べた 3 つの警告を行う際，幼児と物体の
距離や幼児の姿勢を用いて警告を行うため，幼児の
骨格の検出が有効である．OpenPose [5] を用いる
事で人物の骨格を高精度で検出する事が可能であ
る．しかし，OpenPose では大人の人物画像で学習
を行ったモデルを用いて人物の骨格を推定してい
るため，幼児に対しても OpenPose を用いて骨格
を適切に検出できるかどうか確認する必要がある．
そこで，本節では OpenPose を用いて幼児の骨格
を検出できるかどうかを確認した．
幼児に対して OpenPose を用いて適切に骨格の
推定が可能かどうかを確認するために，Flickr から
取得した幼児の様々な姿勢の画像を入力画像とし
て，幼児の骨格を推定した結果を図 2 に示す．図 2
を確認すると，様々な姿勢の幼児に対して骨格が高
精度で推定されていることが確認できた．
しかし，図 2 左上，右下等，足が体によって遮蔽
されている場合，足の骨格は適切に推定されていな
いことが確認できた．骨格の一部が推定できない
場合にも対応できるように，周囲のフレームの検出
結果を用いて各部位の骨格点の補完を行うなどと
いった対応を今後行う必要があると考えている．
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図 2: 幼児に対して OpenPose を適用した結果
を用いる事で幼児の姿勢の推定や幼児の位置の認識
も可能であるため，幼児の状態の検出に OpenPose
を用いる事が有効であることが確認できた．
今後，物体領域を検出し，幼児の姿勢や幼児の位
置といった幼児の状態と共に物体の位置や物体の
種類といった物体の情報を用いることで，物体と関
係する幼児の危険な状況を適切に警告する事が可
能であると期待される．
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本稿では，物体と幼児の関係を用いた幼児の危険
な状況の検出を提案し，OpenPose を用いる事で適
切に幼児の骨格を推定できることを確認した．得
られた結果から，幼児の状態を認識する方法とし
て，OpenPose を用いる事が有効であることを確認
した．今後は，警告を発生させるかどうかを判断す
る方法の設計，実装を行う．
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