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タブレット端末内蔵カメラによる
踵上げ動作トレーニング支援

稲葉 このみ1,a) 遠峰 結衣2,b) 清野 諭2,c) 杉浦 裕太1,d)

概要：健康寿命とは自立した状態で健康的な日常が送れる期間を指す．高齢化社会において健康寿命を延
ばすことは重要であり，そのために様々な運動を行うことが推奨されている．本研究はその中から踵上げ

について着目し，タブレット端末のみを用いて気軽に踵上げの回数を計測できるようにしたアプリケー

ションである．端末のカメラ画像を用いてユーザの顔の動きを検出する．そしてそれによりカウントした

結果を画面表示しユーザにフィードバックを返す．また，踵上げ以外の動作による誤カウントを防止する

ため，ユーザの顔の動きの時系列データを用いて機械学習を行うことで運動の種類推定を行う．

1. はじめに

日本をはじめとした複数の国において高齢化社会が問題

となっている [18]．高齢化が進む社会では生命寿命の延伸
のほかに健康寿命の延伸が重要とされる．健康寿命とは他

人の補助なしに自立して日常動作を行うことができ健康

的な日常が送れる期間のことを指す．健康寿命は日々のト

レーニングによって延ばすことが可能であり，辻ら [17]は
毎日のトレーニングの効果として日常生活中の活動量が増

加することを報告した．また，Mariaら [4]により高齢者
でもトレーニングを行うことで筋肉強化が可能であること

が述べられている．

日常で行われるトレーニングには，スクワットやランニ

ングなど様々な種類があり，我々はその中から踵上げト

レーニングに注目した．踵上げトレーニングは Fujiwara
ら [5]によってヒラメ筋の筋力強化に寄与することが報告
されている．ヒラメ筋は足関節の底屈動作に関与し，腓腹

筋とともにランニング，ジャンプなどの動作に大きく貢献

する．毎日のトレーニングによりヒラメ筋を鍛えることで

転倒を予防し健康寿命の延伸が期待できる．一方で，日々

のトレーニングにはモチベーションの維持が課題であり，

誰もがトレーニングを長期間持続させることは難しい．

そこで，本研究ではモバイル端末を用いて運動計測をア

プリケーション化することでトレーニングを支援する方
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図 1 アプリケーションの概観

法を提案する．運動支援システムを導入することは運動習

慣のない高齢者に対し，より心理的な効果を持つことが細

野ら [8]の研究で述べられている．本手法においてアプリ
ケーションはタブレットのフロントカメラで顔の位置を計

測することによって自動的に踵上げをカウントする．そし

て，カウントの結果を映像と音によりフィードバックする

ことでユーザの運動に対するモチベーションの向上を目指

す（図 1）．
また，踵上げのカウントに際し本研究では運動の種類推

定を行う．アプリケーションは周囲に人がいなくても利用

できるため，ユーザの意志によってカウントをごまかすこ

とが可能となる．ごまかしを行うと運動量が少なくなって

しまうことが考えられるため，正しいトレーニングの支援

のために目的となる運動以外による誤カウントを防ぐ必要

がある．そこで，本研究では計測した顔の位置の変化から

運動ごとに動きの特徴を算出し，ユーザが行った運動の種

類について機械学習を用いて推定する．
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2. 関連研究

2.1 非接触身体動作計測

運動計測の手法には様々な手法がある．そのうちの一つ

がモーションキャプチャを利用する手法である．マーカー

を体に装着し，複数のカメラによってマーカーの位置を取

得することで人の動きを計測することができる．ユーザの

体の精密な位置変化をとることが可能だが，高価な機器と

広い空間が必要となる．Darrenら [7]は光センサを用いた
デバイスを用いることで踵上げを計測し，アプリケーショ

ンを作成した．システムは小型であるが，導入するために

は専用の特殊な機器を必要とする．

より簡単な機器を用いた運動計測が提案されている．松

隈ら [15]はバランスWiiボードを使用し起立―着席運動を
計測するリハビリテーション用のゲームを作成した．バラ

ンスWiiボードは任天堂から発売されたゲーム用入力デバ
イスであり，体重や重心バランスなどを測定できる．一方

で，測定のためにWiiバランスボードのように特別なデバ
イスを必要とし，高齢者向けに使用する場合その段差は課

題である．そこで，松隈らは運動計測に用いるデバイスを

Kinectに変更したリハビリウム 起立くん [13]も作成し商
品化している．Kinectはジェスチャや音声認識によって操
作できる入力デバイスで，RGBカメラだけでなく深度カ
メラがついており人の運動を計測することに適している．

Chenら [3]は Kinectを用いて人の行動認識を行った．
より簡便なシステムを目指したものとして単眼カメラに

よって身体計測をする提案がある．OpenPose [2]は画像
中の人間の関節部位から姿勢を推定するライブラリであ

る．画像内の関節を先に検出することで体の一部が隠れて

しまっていても姿勢を推定することが可能である．奥村

ら [10]は OpenPoseを用いてユーザ視点のビデオ映像か
ら手のキーポイントを抽出し，調理活動の認識を行うシス

テムを提案した．

Zulkifleyら [12]は単眼カメラでスクワットの状態を識
別するシステムを開発した．正面からスクワット中のユー

ザの全身画像を取得し，その中から上半身と頭を抽出し追

跡することでスクワット中の膝角度を推定する．しかし，

ユーザの服装により上半身と下半身の境目があいまいであ

ると推定の精度が悪くなるという欠点が存在する．また，

身体計測のために多くの部位を映さなければいけないと

き，カメラとユーザの間には一定以上の距離が必要となる．

広いスペースの確保は特に屋内での実施においてユーザへ

の負担を増加させる．さらにディスプレイによるフィード

バック提供を考えると，設置するデバイスとユーザの距離

を短くできることが好ましい．

そこで本研究における提案システムでは体全体ではなく

顔の動きのみから運動の種類を推定し，カメラの映す必要

のある部位を減らすことでカメラとユーザ間に必要な距離

を抑えた．

2.2 モバイル端末による運動支援

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末は現在

広く普及しており [16]，内蔵センサも充実しているため，
使用者の身体動作を計測する目的としても利用されている．

Matthewら [9]は膝の屈折角度を推定するためにスマート
フォンを足に装着する手法を提案した．端末内蔵の加速度

計を用いて端末の角度を計測することで，レントゲン撮影

をせずに膝の機能測定が可能である．Alejandroら [6]は
加速度計に加えジャイロスコープなどの慣性センサを用い

て座位-立位の移行を測定し，虚弱な高齢者と健常な高齢者
で角度の変位速度に差異があることを確認した．

モバイル端末による運動支援システムはアプリケーショ

ンを配布すれば高齢者でも簡単に入手できるという利点

がある．またこれらの端末には，アプリケーションとして

ユーザに即座にフィードバックを返し，可視化可能なディ

スプレイやスピーカが備わっていることも重要である．

我々の提案するシステムはユーザの前方にタブレットを

設置し，フロントカメラにより運動を計測することでユー

ザに視覚的なフィードバックを返すことが可能なものであ

り，設置の手間やそれ以外の端末を必要としないシステム

である．

2.3 ゲーミフィケーションによる健康行動の誘発

ゲーミフィケーションとはゲームの持つ要素をゲーム以

外の領域に活用することを指し，ゲームの仕組みにより

ユーザを惹きつけることで行動を活発化や持続化を促す手

法である．教育やサービス，リハビリテーションの分野で

注目されており，安藤ら [1]は舌の動きをカメラで認識し
ゲーム化することで口腔筋力を鍛えるシステムを提案して

いる．また，遠峰ら [14]はセンサによって椅子スクワット
の回数を数え，タブレットによってカウントした回数の視

覚化を行った．また，グループワークによりこのシステム

が高齢者が楽しく定期的にスクワットを行うことのできる

機能を有していることを確かめた．本研究におけるシステ

ムは遠峰らのシステムと同様に運動の回数を数えユーザに

フィードバックを行うことで，ユーザの運動に対するモチ

ベーションの向上と維持を目指す．

3. システム

3.1 アプリケーションの流れ

本研究で開発したアプリケーションには踵上げカウント

システムと内部に記録されたローカルのランキングの閲覧

の二つの機能が存在する．これらの機能はアプリケーショ

ンのスタート画面からアクセスが可能である（図 2 1⃝）．
踵上げカウントシステムはタブレットのフロントカメラを
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図 2 アプリケーションの流れ（ 1⃝タイトル， 2⃝ユーザ情報登録， 3⃝顔の位置調整， 4⃝説明，
5⃝踵上げカウントゲーム， 6⃝結果とランキング）

使用する．踵上げ運動の間にユーザの顔がフロントカメラ

の画角から外れないようにするため，アプリケーション開

始時に端末に対するユーザの顔の位置を調整するフェーズ

を設けた（図 2 3⃝）．このフェーズでは画面上に枠を表示
し，枠内に顔が収まるようにユーザに促す．顔が枠内に収

まった状態で一定時間経過すると自動的に説明フェーズへ

と移行する（図 2 4⃝）．説明フェーズではユーザにフィー
ドバックの説明を行うと共にユーザの踵上げ運動に対し

アプリケーションが正しく反応することを確認する．説明

フェーズには時間制限は存在せず，画面内のスタートボタ

ンを押すことでゲームへと移行する．踵上げのカウント

ゲームは 30秒間行われる（図 2 5⃝）．カウントが行われる
ごとにアプリケーションの表示が踵上げ状態・踵をつけて

いる状態で切り替わり，同時に効果音が発生する．30秒
後，カウントされた踵上げの回数が結果として表示される．

結果画面にはタブレット内部に記録されたローカルのラン

キングも表示される（図 2 6⃝）．

図 3 顔の位置変化による踵上げのカウント

3.2 踵上げ動作の検出

アプリケーション実行中，フロントカメラで取得した

画像からユーザの顔を検出する．顔検出には Single Face
Tracker for Unity Plagin [11] を利用した．アプリケー
ションはフレームごとに顎，眉間，顔の左右の輪郭の 4点
のトラッキングポイントの座標を取得し，記録する．ユー

ザの顔位置調整のフェーズでは誘導枠内にこれら 4点が存

在した場合に顔が定位置にあるとして判定する．ゲーム進

行中，ユーザの顔の位置の変化を算出し，その移動距離が

顎と眉間の距離に対し一定以上になった際に踵上げ状態か

ら踵をつけている状態へ，もしくはその逆へ状態が変化し

たと判定する（図 3）．判定後が行われたのち，最もトラッ
キングポイントが上もしくは下に移動したときの座標が記

録され，その座標が次の移動距離の始点として設定される．

顎と眉間の距離と移動距離を比較することによって，我々

はユーザの初期位置の差異や顔の大きさの個人差にロバス

トな検出方法を考案した．

3.3 運動の種類推定

ユーザに正しい運動を促すため，膝を用いた上下運動な

ど踵上げ以外の運動をした際にカウントを行わない必要が

ある．本研究では開発したアプリケーションにより取得し

た顔の位置データを用いて運動の種類推定をする．まず取

得した 4点の顔座標位置の記録について 1カウントごとに
切り出しを行う．このとき，各カウントのフレーム数を揃

えるためにシステムでカウントが行われた瞬間から 128フ
レーム分を該当カウントのデータとして扱う．アプリケー

ションのフレームレートは 60fpsであり，カウントの時間
幅はおよそ 2.1秒となる．今回のアプリケーションでは踵
上げ運動を促しているため，ユーザが行う運動は踵上げに

類似した周期的な上下運動になることが考えられる．そこ

で，切り出した 4点の顔座標位置の上下方向の変位につい
ての時系列データを高速フーリエ変換（以後 FFTと呼ぶ）
する．FFTにより顔の座標位置変位の周波数成分を取得す
ることで運動ごとに異なる動き方の特徴を捉えることが可

能である．サンプリングレートは 60Hzとし，学習には得
られた周波数のうち顔座標 1点につき 2.4Hzから 26.0Hz
までの 50次元，計 200次元を利用した．得られたデータ
とラベリングした運動の種類を学習データとし，サポート

ベクターマシン（以後 SVMと呼ぶ）を用いて識別器を生
成する．識別時も同様にユーザの顔の座標位置変位から周

波数データを取得し，作成した識別器を参照することで運

動の種類推定を行う．
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表 1 実験条件
参加者 5 人（男性 2 人，女性 3 人，

平均年齢 22.4 歳，標準偏差 1.2 歳）

推定クラス数 3 種類（踵上げ，頷き，スクワット）

クラスごとの 20 　

取得データ数

学習方法 SVM

4. 実験

4.1 実験条件

本システムによる運動種類推定精度を評価するため，3
種類の運動の推定率を求めた．本実験は室内で行い，5名
の参加者について個別に実施した．参加者の平均年齢は

22.4歳であった．事前のトライアルにおいて，アプリケー
ション利用中にユーザが行う運動として踵上げの他に首の

上下運動，膝を利用した上下運動，飛び跳ね動作が確認さ

れた．そのため，トラッキングが大きく外れる飛び跳ね運

動を外し，踵上げ，膝を用いた上下運動，首のみでの頷き

動作の 3種類を推定する運動の種類とした．参加者に行う
運動を指定し，時間制限なしで運動のカウントを 40回ずつ
行った．データ取得のための運動のカウントの時間は最長

で 80秒であった．取得した一連のデータからカウントご
とに切り出しを行い，各運動についてそれぞれ 20回分の
データを取得した．20回分のデータ取得の際，1回目のカ
ウントについては運動をはじめる前の指示時間が存在する

ため使用するデータに含めなかった．また，カウント中に

トラッキングがはずれたフレームが存在したデータは未使

用とし，全フレームがそろったカウントデータを順番に使

用データとして切り出した．本実験の条件を表 1に示す．
取得したデータセットについて，16個を学習データ，4

個をテストデータとする 5分割交差検証を行った．SVM
の学習は個人ごとに行った．

4.2 結果と考察

各ユーザごとに学習と推定を行った場合の推定率を図

4 に示す．参加者ごとの運動種類推定の平均推定精度は
78.7%であった．また，参加者ごとの推定精度は最大で
93%，最低で 66%であった．どの参加者においてもスク
ワットと頷きを誤推定することが多かった．今回の手法で

は周波数の算出の際に参加者の上下運動の周期成分を取り

除いていないため，踵上げに比べ周期が似ていたスクワッ

トと頷きにおいて誤推定が起こったと考えられる．

5. 制約と今後の展望

現在のシステムでは運動推定を行う場合個人ごとに学習

を行う必要がある．今後は推定方法を再度検討し他人の学

習データを利用して推定を可能にすることでアプリケー

図 4 運動種類推定結果

ション利用に対するユーザの負担の減少をはかる．

このアプリケーションを用いることで何もない状態に比

べモチベーションを保ちながら運動を行うことができる．

運動を日々継続することで健康な状態を保ちながら長生き

できる．また，近隣のグループ内で実施した運動データを

シェアすることでコミュニケーションを生むことができ

る．コミュニケーションはさらに踵上げのカウントに対す

る興味をひきあげ，他への運動に対する関心を持つことに

寄与する．今後はこのアプリケーションを様々な環境に設

置したり，個人でもダウンロード可能な状態とすることで，

多くの人に利用できるようにしたい．また，端末をネット

ワークにつなぐことで他の場所にいるユーザと回数のラン

キングを競うことができるようにする．

6. まとめ

本研究ではタブレット端末を用いて踵上げ運動の計測を

行うアプリケーションを開発した．アプリケーションでは

タブレット内臓のカメラを用いて画像からユーザの顔を検

出し，その位置変化によって踵上げのカウントを行った．

また，このシステムを用いてユーザの顔の位置変化から運

動の種類推定を行う手法を提案した．提案手法について評

価実験を行ったところ推定精度は平均で 78.7%であった．
今後の課題として，このアプリケーションをネットワーク

につなぎ他のユーザと踵上げの回数を競うシステムを実装

することを検討したい．
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