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1. は じ め に

携帯型生体センサを用いた動作・動線計測システムの構築

近年，情報技術を用いた新しい医療サービスや介護サービスの実現を目指す研究が注目を
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集めている．携帯電話やインターネット回線などの通信基盤の充実と通信コストの低減を背
景に，センシング技術とデータ解析技術を組み合わせることで，医療・介護スタッフの情報
支援サービスや入居者の見守りサービスなど，これまで情報技術の導入が遅れていた医療・
介護分野におけるサービスの研究開発が求められている．

本論文では，無線センサネットワークを用いた屋内測位システムと携帯型生体セン
サを組み合わせることにより，センサ利用者の動作と動線を同時に計測するシステム
を提案する．本システムでは，心電位，加速度，気圧，温湿度といった複数のセンシ
ングデータを記録可能な携帯型生体センサを用いて，センサ利用者の動作に関するセ
ンシングデータを計測し，記録する．同時に，携帯型生体センサの無線通信モジュー
ルを用いて，環境内に設置された環境設置型無線センサノードが発する測位信号を受
信し，記録する．こうして記録されたセンシングデータと測位信号を解析することに
よって，センサ利用者の動作と動線を推定することが可能になる．本システムの概要
について述べるともに，現実の病院において実施した，スタッフの動作・動線計測実
験の結果について述べる．

筆者らは，これまで生体センサと携帯電話を組み合わせることで，センサを装着した高齢
者を常時見守るサービスを実現するためのセンシングシステムの開発を進めてきた1),2) ．そ
こでは，動作を検知する加速度センサや心電位センサなどから得られる生体情報や温湿度セ
ンサから得られる環境情報をリアルタイムで解析することで，センサ利用者の活動や周囲の
状況を把握し，見守るシステムの実現を目的として研究を進めてきた．
しかしながら，これまでのアプローチでは，センサ利用者の身体情報や周囲の環境情報は
利用していたが，センサ利用者が今どこにいるかという，位置情報は十分に利用してこな
かった．人間の活動の意味の理解において，その活動がどこで行われていたか，という情報
の把握は非常に重要である．たとえば，介護施設内の高齢者の行動について，システムの
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出力が同じ「寝ている」という認識結果であっても，ベッドの上で寝ているのか，それとも
ベッドの下の床で寝ているのかでは，まったく，その意味が異なってくる．また，施設内の
スタッフが施設内で実際にどう動き回り，他のスタッフとどう情報交換を行っているのかと
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いった情報は，医療・介護サービスの質の向上やスタッフ全体の円滑な協働などにおいて，
有用である．入居者や患者，医療・介護スタッフの位置情報の把握は，こうしたサービスの
現場において重要な意味を持つにも関わらず，これまで十分に活用されてこなかった．
そこで，我々は，こうした医療・介護サービスの現場において，利用者に大きな負担をか

In this paper, we propose a mobile physiological sensor that works with an indoor positioning system based on a wireless sensor network. The physiological
sensor is a small, mobile, multi-sensor device which includes electrocardiograph,
3-axis accelerometer, barometer, thermometer, and hygrometer. In addition,
the device is a network node of a wireless sensor network and receives beacon signals from network nodes installed in an indoor space. Obtained sensing
data, such as 3-axis acceleration data and Received Signal Strength of the beacon signals are simultaneously recorded. Based on the data, user’s movements
and trajectories in the space are estimated. We describe design and implementation of the mobile physiological sensor device and the indoor positioning
system. Then experimental results in a hospital are shown.

けずに，簡便にその動作と動線を計測できるシステムの開発を進めている．具体的には，こ
れまで開発を進めてきた携帯型生体センサによるセンシング技術と屋内位置測位技術を組
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み合わせることで，生体センサ利用者の動作と動線を計測するシステムを提案する．本シス
テムにおいては，心電位，加速度，気圧，温湿度といった複数のセンサを内蔵した携帯型生
体センサを，計測対象となる利用者が常時携帯（ただし心電位計測を併用する場合は装着）

ィ

して利用するものとする．本センサは，無線通信モジュールを通じて，環境内に設置された

•
•
•
•
•

無線センサノードが発する測位信号を常時受信する．受信した測位信号とセンシングデータ
は，センサユニット内にログデータとして記録されており，記録されたログデータを解析を
することによって，センサ利用者の動作と動線を把握することが可能になる．動作・動線計
測の際には，利用者は，小型の携帯型センサを携帯するだけで良いため，拘束感や負担感を
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与える複雑なセンサデバイスの装着なしで動作と動線の計測ができる．
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以下，本論文では，我々が開発中の携帯型生体センサを用いた動作・動線計測システムに
ついて述べる．まず，動作・動線計測システムの概要を述べる．続いて，本システムの計測
プロセスにおける２つのデータ処理段階（計測フェイズと解析フェイズ）に沿って，携帯型

䝕䞊䝍⛣ື

生体センサ，無線センサネットワーク，解析ソフトウェアについて述べる．そして，研究所

⛣ື

内で行った本システムの動作・動線計測結果について述べるとともに，その適用可能性を検
⏝⪅

証するために行った，実際の病院における病院スタッフの動作・動線計測について述べ，そ

⏝⪅

の実験結果について考察する．

2. 携帯型生体センサを用いた動作・動線計測システム
図 1 に，我々が開発した動作・動線計測システムの概要を示す．図 1 に示すように，計

図 1 携帯型生体センサを用いた動作・動線計測システムの概要
Fig. 1 An overview of the system that Senses users’ trajectories and body movements

測システムのセンシングデータは計測フェイズと解析フェイズという２つの段階に分かれて
処理される．計測フェイズにおいては，携帯型生体センサは，加速度等のセンシングを行う

もう一つは，図 2 右側のケーブルで接続された無線通信モジュールである．

と同時に，計測現場に設置した複数の環境設置型ノードが発する測位信号を受信し，センシ
ングデータと受信データを時刻付きで内部に記録する．解析フェイズでは，記録されたデー

携帯型生体センサは，利用者が身体に装着もしくは胸ポケットなどに携帯して利用する．

タを計算機上に読み込み，専用の解析ソフトウェアで解析を行うことで，動作・動線の推定

したがって，生体センサの無線通信機能を身体に密着して利用することになり，身体による

を行う．

遮蔽や吸収などによる通信性能の悪化の影響が無視できない．そこで，本生体センサでは，

2.1 動作・動線計測システムにおける計測

身体の影響をなるべく避けるため，無線通信モジュールは，センサ利用者の襟元等にクリッ

計測フェイズのシステムは，携帯型生体センサならびに携帯型生体センサとともに無線セ

プで留めて利用できる形状にした．胸部付近に装着もしくは携帯するメインユニットより

ンサネットワークを形成する環境設置型ノードからなる．

も，高い位置に通信モジュールを留められる設計にすることにより，身体の遮蔽の影響を避

2.1.1 携帯型生体センサ

けることを意図した．

我々が開発した携帯型生体センサの外観を図 2 に示す．図 2 に示されるように，本セン

2.1.2 携帯型生体センサのメインユニット
メインユニットは小型のマルチセンサユニットとして， MPU, フラッシュメモリ, 5 種類

サデバイスは二つの部分から構成されている．一つは，図 2 左側のメインユニットであり，
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図 2 携帯型生体センサ
Fig. 2 Mobile physiological sensor
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図 3 屋内に設置する環境設置型センサノード
Fig. 3 A network node installed in an indoor
space
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のセンサ （心電計，３軸加速度，気圧計，温度計，湿度計），リチウムイオンバッテリ等
を内蔵している．サイズと重量は以下の通りである．
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外形 6 x 4 x 1.5 cm
重量 22g （バッテリ含まず）

⤫ྜ⾲♧䝋䝣䝖䜴䜵䜰

連続稼働時間 約 6–8 時間（計測周期 50 Hz）
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メインユニットの表面には，センサの動作状態を表示するカラー LED と動作開始のため
の押しボタンスイッチが着いている．計測開始のタイミングなどを記録するために，この押

図4

しボタンの操作も記録される．本動作・動線解析システムでは，心電計，３軸加速度，気圧

動作・動線の解析プロセスにおけるデータの流れ
Fig. 4 Data flow of the analytic process

計の三つのセンサを利用しており，それぞれのセンシングデータは，時刻付きで内部の大容
量フラッシュメモリに記録される．200Hz で心電位，加速度を計測した場合，約 10 日分記

の計測の必要が無い場合は，胸ポケットなどに入れて携帯するだけで，動作の計測を行うこ

録できる容量を持っている．

とができる．本ユニットの計測プロセスが起動すると，各センサから得られるセンシング

また，メインユニットの裏面には，心電位を計測するための電極が存在し，生体情報をセ

データが継続的にユニット内のフラッシュメモリに時刻付きで記録される．加えて，本メイ

ンシングする機能を持っている．心電位計測など，生体センサとして利用する場合は，小型

ンユニットの側面には，ノートパソコンなどの計算機に接続するための USB 端子が備えら

の Bluetooth?1 通信モジュールを本ユニット内に内蔵させることができ，常時身体に装着

れており，この端子を用いて，ユニット内部に記録されたセンシングデータを計算機内に取

することも可能なコンパクトな形状を実現している．

り込むことができる．このセンシングデータを，動作解析ソフトウェアを用いて解析するこ

心電位を計測するためには， 電極付きのベルトやシール型電極などで，メインユニット

とで，センサ利用者の，ある時刻における身体状況を推定する．

2.1.3 携帯型生体センサの無線通信モジュールと環境設置型ノード

の計測部を利用者の胸部に装着して計測を行う．一方で，３軸加速度の計測が重要で心電位

無線通信モジュールは，内部のＵＡＲＴ端子に専用ケーブルを通じてシリアル接続され，
データの送受信を行う．メインユニットのＵＡＲＴ端子には，先に述べた Bluetooth の他に

?1 http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx/
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も，IEEE 802.11, IEEE 802.15.4 などの異なる種類の無線通信規格の通信モジュールを接
1000

1000

続することができる．本システムにおいては，施設内に設置された環境設置型ノード（図 3

900

参照）と通信するために，IEEE 802.15.4 と呼ばれる標準的な通信プロトコルに準拠した

800

800

700

通信モジュールを接続し，利用する．すなわち携帯型生体センサの無線通信モジュールは，
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計測施設内の環境設置型ノードともに，IEEE802.15 .4 を用いて通信を行う無線センサネッ
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トワークを形成し，IEEE802.15.4 による標準的通信プロトコルを用いて測位信号の送受信
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を行う．
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図 3 に示した環境設置型ノードは，計測対象となる施設中に 5–10 メートル程度の間隔で
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複数設置する．ノードのサイズは，約 5cm 程の大きさで軽量であり，壁に粘着テープで直
接貼り付けて運用することが可能である．また，環境設置型ノードの電源供給は通常の AC

図 5 センシングデータの例：静止時（左）と歩行時（右）の心電位と 3 軸加速度
Fig. 5 Sensed ECG and acceleration data when the user is standing (left) and walking (right)

電源（バッテリ電源も可能）を用いており，施設内の AC コンセントに接続することで容
易に設置することができる．
施設内に設置された環境設置型ノードは，それぞれが独立して定期的に測位信号を発信す

あり，破線は 3 軸加速度のデータを表す．図に示されるように，歩行時においても，心電位

る．一方で，携帯型生体センサは，接続された無線通信モジュールを用いて，環境設置型

の R 波（ピーク）が安定的に計測されており，本センサを用いて，心拍数変化等，動線計

ノードが発する測位信号を受信し，記録する．センサ内に記録される測位信号情報は，受信

測中の心電位解析が可能なことがわかる．

時刻，測位信号の電波強度（RSS: Received Signal Strength），測位信号発信元となる環

2.2.2 動線解析ソフトウェア

境設置型ノードの ID である．これらの受信情報に対して，次節で述べる解析ソフトウェア

センシングデータファイルには，携帯型生体センサの無線通信モジュールが受信した，測

を利用して解析を行うことにより，各時刻において生体センサが電波を受信した位置，すな

位信号（ビーコンシグナル）が記録されている．具体的には，受信情報は，受信時刻，測位

わちセンサ利用者の位置を推定することができる．

信号の電波強度（RSS），測位信号発信元となる環境設置型ノードの ID である．これらの

2.2 動作・動線計測システムにおける解析

情報が記録されたセンシングデータファイルを読み込み，以下で述べるアルゴリズムで解析

携帯型生体センサで取得したセンシングデータの解析は，図 4 に示すような４つのソフト

することにより，各時刻において生体センサが電波を受信した位置，すなわちセンサ利用者

ウェア（センシングデータ読み出し，動線解析，動作解析，統合表示）を用いて行われる．

の位置を記録した，動線データファイルが出力される．
位置推定のための確率推論アルゴリズムはパーティクルフィルタ3) を拡張したアルゴリ

2.2.1 センシングデータ読み出しソフトウェア

ズム4) を用いている．

本ソフトウェアは，USB 接続された生体センサを認識し，内蔵フラッシュメモリに記録
されたセンシングデータを読み出すプログラムである．読み出されたデータは，テキスト形

まず，環境設置型ノードの設置位置と各環境設置型ノードから発せられる測位信号の電波

式のセンシングデータファイルとして出力される．

強度のパターンを事前に計測・記録しておく．各時刻で得られた複数の測位信号からなる電

センシングデータファイルには，携帯型生体センサがセンシングした心電位，加速度，気

波強度パターンを，事前計測した設置位置ならびに電波強度パターンに基づいて確率推論を

圧等のセンシングデータも記録されている．図 5 は，携帯型生体センサを身体に装着し，セ

行うことで，受信した位置の推定を行うことができる．

ンシングを行った際のセンシングデータをグラフ化したものである．図 5 左は，利用者が

パーティクルフィルタでは，位置に関する仮説を保持するパーティクル（粒子）と呼ばれ

静止している際の心電位（ECG）と加速度のデータをグラフ化したものであり，図 5 右は，

る評価単位を複数用いて，その仮説の信頼度の計算とリサンプリングを逐次的に繰り返し，

歩行時のデータをグラフ化したものである．これらの図において，実線は ECG のデータで

パーティクル全体の分布により，もっともらしい位置の確率分布を近似する手法である．各
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作検知」「分類不能」の８つの身体動作・姿勢を１秒ごとに識別する．識別された動作．姿

17:34:57

勢は，1 秒ごとに動作データファイルに書き出される．
センサが，ある程度，身体に固定されており，激しい運動は行わないという前提で構築し
⏝⪅

た，動作・姿勢識別アルゴリズムの概略を以下に述べる．
歩行の識別 まず，現在得られた 3 軸加速度センサ値の移動平均から重力方向ベクトルを

⛣ື᪉ྥ

求める．次に，重力方向ベクトルと現在の 3 軸加速度センサ値の内積により，重力方向

17:35:07

への加速度ベクトルの射影を求める．この射影の値の変化に，身体の鉛直方向の変化が
反映されていると仮定して，歩行を検知する．すなわち，この値がある閾値を超えた場

⏝⪅

合，
「何か動作をしている」として「動作検知」と識別し，さらに，継続的に上体の上下
動が検知された場合は，
「歩いている」と識別する．

⛣ື᪉ྥ

姿勢の識別 まず，上体の上下動が閾値以下の場合，身体はある姿勢を維持していると仮定

17:35:14

する．そして，現在得られた 3 軸加速度センサ値の移動平均から重力方向ベクトルを求
める．このベクトルはセンサの座標系での重力方向を表しているので，そこから逆変換

⏝⪅

することでセンサ自体のロール角とピッチ角を求めることができる．しかしながら，こ
のロール角，ピッチ角は，センサ自体の傾きを表すので，センサの保持の仕方（向きな

⛣ື᪉ྥ

Fig. 6

ど）によっては，必ずしも上体の傾きとは一致しない．そこで，歩行を検知した直後の

図 6 利用者の位置の解析プロセスの画面
Images of an analytic process (user’s location)

ロール角，ピッチ角を上体が起きている時のロール角，ピッチ角として保持しておき，
現在得られたセンサのロール角，ピッチ角をその値により減算することにより，身体の

粒子が仮定する位置の尤度の計算は，実際に得られた電波強度パターンと，仮定された位

ロール角とピッチ角の変異量を求める．この変異量により，上体が「あおむけ」なのか

置において得られるはずの電波強度パターン（参照パターン）との比較によって行う．参照

「うつぶせ」なのかなど，姿勢を識別する．

パターンは，事前に，現地で計測ならびに補間処理を行うことで作成しておく．詳細は，文

2.2.4 統合表示ソフトウェア

献4) を参照していただきたい．

統合表示ソフトウェアは，動線データファイルと動作データファイルを読み込み，両者の

動線解析は，センサ内に記録されたセンシングデータならびに電波強度データを，パーソ

データを時刻に基づいて統合し，複数の利用者の動線の同時再生によるアニメーション表示

ナルコンピュータ上に移動し，コンピュータ上で先に述べたようなデータ解析処理を行うこ

や利用者の計測期間全体にわたる移動軌跡の描画処理を行うソフトウェアである．描画の際

とで実現される．実行時の動作画面の例を図 6 に示す．図 6 において，解析処理の結果推

には，利用者の測定エリア外への移動（別フロアの移動など）の際の表示制御や移動平均を

定された濃い色（赤）の丸で示され，位置の候補を保持する，それぞれのパーティクルは明

用いた軌跡の平滑化処理などヒューリスティックな動線データ解析処理を行う．

るい色（黄色）の丸で示されている．システムの出力は各時刻におけるフロア内の 2 次元座

図 7 は，我々の研究所内においてセンサ利用者が右回りに歩行した際の計測データの解析
結果を示したものである．図 7 中の曲線が，センサ利用者の移動軌跡を表している．また，

標として出力される．

2.2.3 動作解析ソフトウェア

図中軌跡上の□マークは，ソフトウェアによる動作解析処理により，センサ利用者が「歩

利用者の身体動作・姿勢は 3 軸加速度の解析によって行う．具体的には，本システムによ

行」していない状態を継続した位置，すなわち，動線データではなく動作データから「立ち

り，
「歩いている」「起きている」「あおむけ」「うつぶせ」「右横向き寝」「左横向き寝」「動

止まっている」と推定される位置を表示している．
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図 8 動作・動線計測結果（１）
：介護士（左）と医師（右）
Fig. 8 Examples of the trajectories and movements: care worker (left) and doctor (right)

図 7 研究所内におけるセンサ利用者の動作・動線解析の結果
Fig. 7 An analytic result of user’s movements and trajectory in our laboratory

3. 病院内における動作・動線計測
長崎リハビリテーション病院における業務量調査の一環として，病院内における病院ス
タッフ（看護師，介護士，作業療法士等）の日常業務にともなう動作および動線を計測し

図 9 動作・動線計測結果（２）
：看護師（左）と言語聴覚士（右）
Fig. 9 Examples of the trajectories and movements: nurse (left) and speech-language-hearing
therapist (right)

た．本計測では身体への装着が必要な心電位の計測は行わずに，携帯型生体センサをスタッ
フが胸ポケット内などに保持し，普段通り日常業務を行うことで，位置測位信号ならびに３
軸加速度，気圧のデータを収集した．複数の携帯型生体センサを同時に複数の病院スタッフ
に持たせて計測を行うことで，複数の利用者の動線を同時に取得することが可能である．本

の端に大きな洗面スペースが存在する．

計測では，10 名の異なる職種（歯科衛生士，管理栄養士，ソーシャルワーカー，医師，病

図 8 に示された動線から，介護士は，病棟全体を比較的まんべんなく移動しながら業務を

棟マネージャ，言語聴覚士，理学療法士，看護師，作業療法士，介護士）のスタッフの約 6

行っていたことが推測される．一方で，医師の動線からは，医師が病棟の中央部のスタッフ

時間にわたる動線の同時計測を 2 日間にわたって行った．その計測結果の一部について紹介

ステーションで作業を行い，必要に応じて病室に向かうというスタイルで業務を行っていた

する．

と思われる．また，図 9 では，看護師は中央部の共用スペース内の多くの地点で業務にあた

3.1 動線の可視化

る一方で，特定の病室における業務も行っていたことが示されている．また，言語聴覚士の

病棟フロアにおいては，多様な職種のスタッフがさまざまな医療行為や介護を行ってい

動線からは，フロア左右の洗面台付近において特有の滞留点が存在することが見て取れる．

る．本計測システムを用いることにより，職種による動線の相違を可視化することができ

これは，洗面台の鏡を見ながら発声などの指導を行った結果が動線に反映されているものと

る．図 8，図 9 として，４種類の職種の動線を示す．すなわち，図 8 として介護士（左）と

思われる．

医師（右）の動線，図 9 として，看護師（左）と言語聴覚士（右）の動線を示した．図中

これらの動線は，この日の作業の結果を反映したものであり，突発的な状況が発生した場

軌跡上の□マークは動作解析結果から推測した代表的な停留点を示している．病棟内のス

合などは，上記の傾向が示されない可能性がある．しかしながら，動線から推測された結果

ペースの配置は，中央部にスタッフステーションがあり，周囲を囲むように廊下がある．フ

は，職務から類推可能なもっともらしい結果となっている．本システムを用いて病院スタッ

ロア中央部上下に，食事などのための共用スペースがあり，それ以外に病室，フロアの左右

フの動作・動線データを取得することにより，定量的データに基づいて職務内容の類似性や
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図 10

図 11

特定時刻における病院スタッフの位置の同時把握（１）
：カンファレンス
Fig. 10 A snapshot of the staff locations: conference

特定時刻における病院スタッフの位置の同時把握（２）
：情報交換
Fig. 11 A snapshot of the staff locations: meeting

の関心を集めている5)6) 国内においては，看護師ひとりひとりの行動を自動的に記録・分析

違いを議論できる可能性があることが示された．

3.2 複数の動線の同時再生による可視化

することを目的とした「E-ナイチンゲール・プロジェクト」7) とそれに関連するさまざまな

長崎リハビリテーションでは，多くの職種の病院スタッフがチームとなって，集中的にリ

研究8) が広く知られている．近年の研究としては，センサネットワークを病院内に設置し，

ハビリテーションサービスを提供することを特徴としている．一方で，本システムは，複数

より多様な視点から詳細に業務をとらえる研究9)10) が提案されている．しかしながら，こ

の利用者の広い範囲にわたる屋内動線を同時に計測できるという利点をもっており，従来は

れらの研究は，多種センサを利用して看護師の活動の詳細な記録を行っており，簡便に病院

困難であった，病院内全域におけるスタッフの協働のあり様を記録できる可能性を持って

内におけるスタッフや患者の動作・動線を把握するという本研究の目的とは異なる．

いる．

これまで，位置測位技術と活動の認識技術は別々の課題として扱われることが多く，両者

本システムの統合表示ソフトウェアでは，複数のスタッフの動作・動線データを読み込む

を同時に計測する手法を提案する研究はあまり多くない．センサを用いて活動と位置の同時

ことが可能である．読み込んだデータは，それぞれの計測時刻を同期させながら表示するこ

計測に着目した研究としては， Wilson ら11) の研究がある．この研究は，単純なセンサを

とが可能であり，複数のスタッフの動作・動線を時刻の経過とともに俯瞰的に再生し，観察

環境中に設置して利用者の位置と活動を同時に把握する手法を提案している．環境にあまり

することができる．図 10，図 11 は，動作・動線再生中の統合表示ソフトウェアの画面イ

手を加えず簡便なシステムでセンシングを行う点など，本研究のアプローチと類似する部分

メージを示したものである．

もあるが，本研究は Wilson らのめざす部屋レベルの精度よりも高い精度が必要な動線計測

図 10 は，スタッフ（医師，歯科衛生士，管理栄養士，言語聴覚士，ソーシャルワーカー）

を目的としており，技術的内容は大きく異なる．

が中央上部のミーティングルームに集まり，カンファレンスを行っている際のイメージをと

5. ま と め

らえたものである．また，図 11 は，医師と看護婦（中央），ソーシャルワーカーと管理栄

本論文では，無線センサネットワークを用いた屋内測位システムと携帯型生体センサを組

養士（中央右上）がそれぞれ情報交換を行っている場面が示されている．

み合わせることにより，センサ利用者の動作と動線を同時に計測するシステムについて述べ

以上のように，本システムでは，同時刻に複数のスタッフが同じスペースに集まっての協

た．携帯型生体センサを用いて受信・計測された測位信号とセンシングデータとを解析する

働や情報交換を行っている状態を，時間をおって俯瞰的に観察することが可能である．

ことによって，10 人以上の病院スタッフの屋内動作・動線を簡便に計測可能であることを

4. 関 連 研 究

確認した．

近年，病院や介護施設においてスタッフや患者の活動や位置を認識する技術の研究は多く

現状では，動作認識アルゴリズムで識別可能な動作は，歩く，立っているなど，ごく少数

7

c 2011 Information Processing Society of Japan
°

Vol.2011-UBI-32 No.2
2011/11/24

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

7) 萩田紀博：E −ナイチンゲール・プロジェクト，ATR Journal, No.48, p.3 (2003).
8) 野間春生，大村 廉，納谷 太，宮前雅一，鳥山朋二，小暮 潔：センサ・ネットワーク
における個人の行動計測のための小型装着型機器の開発 (ユビキタス・センサネットワーク
の要素技術, コンテクストの抽出, スマートスペース, ユビキタス生活支援, 一般)，情報処
理学会研究報告. UBI, [ユビキタスコンピューティングシステム]，Vol.2007, No.74, pp.
29–34（オンライン），入手先hhttp://ci.nii.ac.jp/naid/110006381773/i (2007-07-19).
9) 大村 廉，納谷 太，野間春生：看護業務支援のためのセンサネットワーク・アーキテク
チャ (ユビキタス・センサネットワーク)，電子情報通信学会技術研究報告，Vol.109, No.
131, pp.45–52（オンライン），入手先hhttp://ci.nii.ac.jp/naid/40016679412/i (200907-16).
10) 納谷 太，大村 廉，野間春生，小暮 潔：センサネットワークを用いた業務の計測と
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No.24, pp.1–8（オンライン），入手先hhttp://ci.nii.ac.jp/naid/110007995142/i (200907-09).
11) Wilson, D. and Atkeson, C.: Simultaneous tracking and activity recognition (star)
using many anonymous, binary sensors, In The Third International Conference on
Pervasive Computing, Springer-Verlag, pp.62–79 (2005).

である．しかしながら，複雑な動作解析ソフトウェアを開発・導入する場合であっても，シ
ステム全体の構成は変更する必要はないように，本システムは，動線解析ソフトウェアと動
作解析ソフトウェアを分離する設計とした．今後は，利用者の位置情報や病院業務のフロー
などの時間情報を組み合わせて動作の推定を行うような，より進んだ動作認識ソフトウェア
を開発し，本システムに統合していきたいと考えている．また，本システムは，計測フェイ
ズと解析フェイズとが分離されており，リアルタイムの動作・動線の把握は行っていない．
今後の課題として， 計測結果をリアルタイムで解析サーバ等に送信することで，計測と解
析を同時に行うことのできるシステムの開発を進めたい．
謝辞 本システムの開発にあたり，ご協力いただいた独立行政法人産業技術総合研究所河
本満研究員ならびに山本晃氏に深く感謝いたします．また，病院内におけるスタッフの動
作・動線計測実験にご協力いただいた，社団法人是真会長崎リハビリテーション病院の病棟
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