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1．事業目的と概要
1．1 事業の目的
「人生 100 年」の超高齢社会の到来が迫る中、高齢者が長く健康に働き、生活できる経
済社会環境の実現が求められる。そのためには、既存の経済社会システム、制度から個人
の生活レベルで利用するサービス・製品に至るまで、社会の各界・各層で新たな時代への
対応（ビンテージ・シフト）を進めていく必要がある。
そこで、本事業では人生 100 年を前提とした新たな経済社会システムを支えるため、
特に高齢者にとって安全性の高い製品開発等を産み出すために必要なデータ取得・分析
を行う。
1．2 事業の内容及び実施方法
本事業の内容及び方法は、以下のとおり。
（１）テストベッドでの実証実験の実施
ａ）主に昨年度事業（平成２８年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高齢者等製
品安全基盤情報収集事業）
（以下、昨年度事業と呼ぶ））において得られたデータを活
用し、企業等が高齢者向けの製品開発等を具体化する上で必要となる人間工学的実
験・数値解析等を実施することで、本年度公表の動画ライブラリが製品開発に如何に
繋がるかを具体的に例示することを目指した。
ｂ）その際、企業等と連携しながら（約３～５社以上）
、具体的な製品案・ 構想を取
り入れて、日常的な動作や勤労する際の動作について可能な限り多くのバリエーシ
ョンのデータを取得した。
（２）高齢者等の行動データの取得
ａ）事業実施期間中、主に一般家庭（類似の環境を含む）における高齢者の生活行動
を動画でモニタリングし、心身の機能プロファイルと関連づけられた動画データを
個人のプライバシーに配慮した形でライブラリ化した。マンションや一戸建て等の
施設にカメラを設置し、データ取得対象者は原則として６５歳以上の１９名とした。
また、動画データを補完するための各種センサー等を必要に応じて設置した。
ｂ）なお、取得する行動データについては、昨年度事業において既に得られているデ
ータを補完できるよう（注）多様なものとし、様々な属性等による傾向の把握につ
ながるよう考慮した。
ｃ）データ取得に当たっては、企業による高齢者向けの安全な製品開発等に資するも
のとする。データ取得対象の選定やカメラの設置にあたっては「平成２９年度商取
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引適正化・製品安全に係る事業（ビンテージソサイエティ・プラットフォーム形成
事業、以下プラットフォーム形成事業）
」におけるリビング・ラボ等の活用も検討し
た。
ｄ）カメラは、マイクロソフト社製の Kinect カメラを使用した。カラー画像解像度
は、ＲＧＢ １９２０×１０８０画素、震度画像解像度は５１２×４２４画素、フレ
ーム数３０fps （視野が暗くなる場合は、自動的に１５fps となる）を用い、画像デ
ータと姿勢データを同時に取得した。
（３）本事業で得られた情報の公開
ａ）
（１）
、
（２）において得られたデータを広く民間企業が高齢者向けの安全な製品
開発に活用しやすい形式とした上で、公開した。
ｂ）特に（２）において取得された動画データについては、行動ライブラリの公開用
ソフトウェアも作成した。４．
「本事業で得られた情報の公開」に詳細する。
（４）
「プラットフォーム形成事業」への協力
①「プラットフォーム形成事業」を活用した調査結果の発信
本事業で得られた結果を「プラットフォーム形成事業」において開催される「ビ
ンテージ・ソサエティ・コンソーシアム」が主催するシンポジウム等において報告
した。
②民間企業との新たな連携体制の構築
本事業において連携等する企業等について、
「ビンテージ・ソサエティ・コンソ
ーシアム」への参画を積極的に促した。
1．3 事業の実施体制
本事業における実施体制を図 1 に示す。産業技術総合研究所（以下、
「産総研」という）
の体制は、西田がプロジェクトリーダとなり、課題毎に専任者を配置した。
生活行動をモニタする協力施設への働きかけを円滑なものとするために、施設に対す
る福祉用具の教育等で施設と協力体制を維持している日本ノーリフト協会と連携するこ
とで、施設との協力体制を構築した。
また、実証実験として連携頂ける企業に関しては、公平性を担保するために、弊所ホーム
ページから実証実験に関するアナウンスを実施し、企業説明会を開催したうえで、説明会
の参加企業に実証実験に関する提案書をご提出頂いた。提案書を元に経済産業省と協議
を行い、4 社を実証実験の採択企業とした。
更に今回の事業では、一般家庭にカメラを設置し日常生活行動を取得した。具体的には、
協力施設と連携しているデイサービスの利用者や企業のモニタ等に協力を仰ぎ、実施し
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た。

図 1 事業の実施体制図

2．テストベッドでの実証実験における成果
テストベッドでの実証実験に関する取り組みとして、まず、公平性を担保するために、
実証実験に関する説明会を実施する旨を弊所ホームページ上でアナウンスした。
企業１１社が参集し、平成２９年１１月１５日に実証実験説明会を実施すると共に、実
証実験参加提案書を提出してもらい、参加目的や製品安全・データベース活用といった観
点から 4 社を採択企業として選出し４つの実証実験を行った。以下にその成果を記載す
る。
（注）
（注）なお、本報告書に記載されている実証実験に関するデータを必要とする場合は、経
済産業省製品安全課まで連絡されたい。
2．1 手すりの視認性に関する実証実験（連携先企業：YKK

AP 株式会社）

2.1.1 目的
昨年度事業の高齢者行動ライブラリより、手すりを慎重に掴んだり、両手で上部か
らゆっくりと掴むなど手すり使用に伴う不具合が確認された。過去の事故データ分析
からも掴み損ねによる事故（特に夜）が一因となっていることが示唆される。
本実証実験では、高齢者にとって視認性が良い手すりの条件を明らかにし、年齢によ
って視認性の良し悪しが異なる手すりと壁の配色組み合わせがある場合は、その配色
を明らかにすることを目的とする。
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2.1.2 方法
廊下を模した空間で、手すり、壁、光環境の組合せを替え、その視認性を評価した。
被験者・手すり・壁・光環境については以下の条件で実験を実施した。
（１）被験者
成人 15 名 (男女問わない）30～49 歳の方 …眼科に罹るような疾患がない方
高齢者 15 名（男女問わない）75～85 歳の方 …白内障の有無は問わないが、白内
障手術の経験がない方
※なお、成人には高齢者水晶体擬似メガネを装着してもらう。これは、水晶体の白
濁の個人差が少ないとされる成人で純粋な加齢の影響を確認する為である。
（２）手すりの条件
ア 手すりの色
・暗い木目 ：一般住戸で使用する手すりを想定。
・明るい木目：一般住戸で使用する手すりを想定。
・白

：一般住戸で使用する手すりを想定。

・蓄光

：一般住戸で使用する手すりを想定。蓄光テープを貼付した消灯

2 分後と 6 時間後の 2 種類の手すり。 消灯 2 分後は消灯直後に、照明
を付けずに廊下を歩く場面を想定。消灯 6 時間後は就寝後に、夜中に手
洗い等へ行くために起床し、照明を付けずに廊下を歩く場面を想定。
・LED ：一般住戸で使用する手すりを想定。足もとを照らすため、下向きの LED
照明が具備されている。
・赤

：高齢者施設への導入が多い、誘目性の高い手すりを想定。

・オレンジ ：交通機関等で良く見かけるバリアフリー対応の手すりを想定。
・銀

：屋外施設や駅で常用されている金属の手すりを想定。

イ 手すりの設置
・長さ

：3000 ㎜

・高さ

：床から 800 ㎜

（３）壁面の条件
ア 壁面の色
白、暗い木目、コンクリートの 3 種類
イ

壁面の大きさ
縦 2550 ㎜×横 2730 ㎜

（４）光環境の条件
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ア 照度、色温度
・明るい視環境…50lx、6500K：夜間、一般住戸の廊下において照明を点灯さ
せた状況を想定（JIS 住居の廊下の明るさ、50lx）
・暗い視環境…0.5lx、4000K：夜間、一般住戸の廊下おいて照明を消灯し、窓
からの外光や月明かりのみの状況（薄暮）を想定
図 2-1-1(1)に手すりと壁の種類、実験場所のそれぞれの図を示す。

図 2-1-1(1) 左上：手すり種類、右下：壁種類、右：実験場所写真
以上の条件の下、下記の実験手順にて実証を実施した。

① 実験前に実験概要を説明。同意したのみ参加頂く。
② 被験者の年齢、視力・色覚測定、目の疾患のヒアリングを実施し、記録す
る。
③ 成人は高齢者水晶体擬似メガネをかけて実験を進める。
④ 明るい視環境（50lx、6500K）を設定し、順応時間を 5 分とる。
⑤ 手すり 6 色（暗い木目、明るい木目、白、赤、オレンジ、銀）
、壁 3 色（暗
い木目、白、コンクリート）の合計 18 通りの配色について、マグニチュー
ド推定法と呼ばれる評定法を用いて、手すりの見えやすさを被験者に評価
してもらう。評価方法は、100 点満点で採点してもらう形式をとる。採点基
準として、手すりが全く確認出来ない場合は 0 点、自分が考えうる中で最
もはっきり見える、これ以上ないくらいにはっきり見える状況を 100 点と
する。なお、確認する配色の順番はモニタごとに乱数表を用いて無作為に
抽出する。
⑥ 暗い視 環境（0.5lx、4000K）を設定し、順応時間を成人は 5 分、高齢者
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は 10 分（暗順応に時間を要することを考慮）とる。
⑦ 手すり 9 色（暗い木目、明るい木目、白、赤、オレンジ、銀、蓄光手すり 2
種類、LED 手すり）
、壁 3 色（白、暗い木目、コンクリート）の合計 27 通り
の配色について、被験者に見えやすさと手すりの形状としての認識の可否
を評価してもらう。評価方法は、見えやすさについては、上記と同様に 100
点満点（マグニチュード推定法）で回答してもらい、手すりの認識につい
ては、認識出来る/出来ない の 2 択で回答してもらう。なお、確認する配
色の順番はモニタごとに乱数表を用いて無作為に抽出する。
2.1.3 結果
成人と高齢者のいずれについても明るい視環境では、すべての壁色で赤とオレンジ
の手すりの視認性が良いことが分かった。また、暗い壁色では、白の手すりの視認性
が良い。一方で壁色と手すりが同色系の場合は、視認性が悪いと評価された。壁色と
手すりのコントラストがはっきりしている程、視認性が良いことが実証された。
暗い視環境では、消灯直後の蓄光手すりと LED 付手すりの視認性が良いと評価され
た。ただし、この２種類の手すりに関しては、光る物体として認識できているに過ぎ
ず、
“手すり”として認知できていないことが判明した。LED 手すりについては、足下
を照らすような既製品と同じ下向きに設置したが、明暗の境界が認識されるだけで
“手すり”として認知できる被験者は非常に少なかった。蓄光手すりも同様に、ある
高さの位置に横方向の棒状の物として認識できるが、“手すり”としての認知された
度合いは少なかった。
表 2-1-1(1) 視認性の結果
壁色

手すり

視認性

全ての壁色

赤、オレンジ

○

暗い壁

白

○

明るい視環境
(50lx)
暗い視環境

壁色と手すりが同色系
全ての壁色

蓄光(*2)、LED

○ (*1)

暗い木目

×

(0.5lx)

（*1）見えている物体が”手すり”として認知できるか
LED 付き手すり

: 認知できない 約 90%

蓄光テープ貼付手すり ： 認知できない 約 70%
（*2）消灯直後における蓄光テープ
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×

明るい環境（50lx）では、高齢者と成人の評価結果に統計的な有意差はなかった
一方で、暗い環境（0.5xl）では、高齢者と成人の評価結果に全ての手すりについて、
5%有意あるいは 1%有意で有意差があることがわかった。つまり、高齢者と成人の評
価の平均値に差があることを示している。図 2-1-1(2)にマグニチュード推定法によ
る 0.5lx 照明下での見えやすさの評価値を示す。LED と蓄光(消灯直後)は、成人の方
が有意に評価値が高いが、それ以外は高齢者の方が有意に評価値が高いという結果
となった。つまり、①高齢者模擬眼鏡を成人がかけた場合、実際に高齢者が暗闇で物
を見ている状態よりも、いっそう物が見えにくかった、②高齢者模擬眼鏡を成人がか
けた場合、発光物体の見えやすさは、高齢者が実際に評価した見えやすさよりも評価
が高かった、ということが示唆される。
①と②の原因は、薄暮のように網膜の錐体が機能するぎりぎりの明るさでは、
（高
齢者模擬眼鏡が採用する）水晶体の黄濁モデルを高齢者の物に見え方にそのまま当
てはめることができない可能性があることを示唆している。その一方で、高齢者模
擬眼鏡は、高齢者の見え方をよりシビアに再現しているため、高齢者模擬眼鏡で視
認性が良い配色は、高齢者にとっても視認性が良いと言って良いと思われる。また、
発光物体を暗闇で見た場合は、黄濁の原因となる水晶体の中のタンパク質によって
光が拡散され、高齢者には発光物体がよりいっそう見えづらくなっている可能性が
ある。ということを示唆している。

（*）が５％有意，
（**）が 1％有意を意味する
図 2-1-1(2)

0.5lx 照明下での見えやすさの評価値
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2.1.4 手すりの視認性に関する実証実験の結論

高齢者が手すりを掴み損ね転倒する状況として、一般住宅では、夜更けや明け方に
照明をつけずに歩くときなどが想定される。このような暗い視環境では、LED 付き手
すりと蓄光手すりの視認性が高く評価された。しかし、手すりとして認識が出来るか
という観点で見ると、評価はかなり低かった。今回の実験では、LED 付き手すりは「フ
ットライトや間接照明のようで手すりには見えない」、蓄光手すりは「模様や印のよう
で手すりには見えない」という意見が聞かれた。住居等、生活者が手すりの位置を把
握しているような場所では、LED 付き手すりや蓄光手すりは効果的だが、施設や公共
の場等、手すりの位置が把握できていない場所での採用は検討する必要がある。また、
LED 照明や蓄光材料は、モノとして手すりが認識されやすい取付け位置や配置につい
て検討が望まれる。
一方、暗い視環境で手すりとして認識される割合が高かったのは、白、明るい木目、
オレンジの手すりである。これらは手すりの設置場所を十分把握できない住居以外の
場所においても、手すりの色として有効であると考えられる。高齢者施設への導入事
例が多い赤色の手すりは、明るい視環境では効果的だが、暗い色の壁との組合せると、
暗い視環境での視認性が悪くなる。暗い視環境を考慮するならば、夜間も照明を点灯
し続けるか、赤色と同様に誘目性が高いオレンジの手すりを代替導入するのが良いと
考えられる。
高齢者にとって様々な環境下で視認性が良い手すりは、オレンジ色、白色や明るい
木目の手すりであることが確認された。今後、視認性の観点で、既存商品を適切に生
活者に選択してもらう為の提案ツールの作成に繋げること、また本実験の結果からオ
レンジ系統を反映させた手すりのデザイン検討など、製品化に向けた具体的検討が課
題である。
高齢者水晶体擬似メガネの妥当性について考察すると、網膜の錐体が機能するぎり
ぎりの明るさ（例えば 0.5lx 条件下）では、水晶体の黄濁モデルに基づく高齢者水晶
体擬似メガネをかけても、実際の高齢者の見え方とは異なる可能性が、本実験結果か
ら示唆される。ただし高齢者水晶体擬似メガネは、高齢者の見え方をよりシビアに再
現しており、高齢者水晶体擬似メガネをかけて視認性が良い配色は、高齢者にとって
も視認性が良いと考えられる。他方、高齢者水晶体擬似メガネをかけた成人の方が、
高齢者よりも LED や蓄光手すりの視認性を高く評価した原因については、高齢者が発
光物体を暗闇で見た場合、水晶体黄濁の原因であるタンパク質によって光が拡散し、
発光物体がよりいっそう眩しく感じられる（グレアが発生する）が、高齢者水晶体擬
似メガネはこのグレアの発生を考慮していないため、高齢者水晶体擬似メガネをかけ
たときの視認性が、実際の高齢者よりも良くなった可能性がある。今後の高齢者の視
認性に関する実験で、高齢者水晶体擬似メガネを使用する際の参考にされたい。
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2．2 脚立の昇段動作に関する実証実験（連携先企業：長谷川工業株式会社）
2.2.1 目的
踏み台、ソファ、椅子等を利用した高所作業の動画データおよび昨年度事業における公
的機関における事故データの分析結果から、高齢者の高所での作業が不安定かつ脚立・梯
子などからの転落事故が多いことがわかった。しかしながら、具体的に事故まで発展した
ケースについてどの動作からの転落であったかは不明である。従って、安全に作業ができ
る脚立等の要件を確立する取り掛かりとして、脚立の登り方の特徴や年齢との関連を明
らかにすることは、脚立からの転落事故がなぜ生じるのかを知るためにも重要である。そ
こで本研究では、モーションキャプチャシステムを用いて、まず健常者の脚立への昇段動
作を計 66 試行分記録し、特に昇段方法のタイプおよび身体重心の軌跡について明らかに
した。
※なお、60 代の参加者もリクルートしたが、計測当日の平地歩行や片脚立位時間より、
脚立の昇段動作の計測を安全に実施できないと実験責任者が判断したため、当該動作
の計測は実施しなかった。
2.2.2 方法
（１）参加者
本実験の参加者は、14 名の健常成人とした。年齢による影響を分析するために、参
加者の年齢は 20 代から 50 代とした。各参加者のデータを表 2.1.2(1)に示す。
（２）計測内容
脚立への昇段動作の計測については 10m ほどの直線歩行が可能な、タイルカーペット
が敷かれた実験室で行った。モーションキャプチャシステム（Vicon Nexus，Vicon 社製）
を用いて、参加者体表面に貼付した 3 次元マーカ座標を計測した。マーカは、Helen Hayes
マーカセットを基準とした計 57 点に貼付し、計測時のサンプリング周波数は 200Hz で
あった。
参加者らには、計測空間内に設置された脚立（長谷川工業社製、RD-09、高さ 171cm、3
段）にアプローチし（図 2.1.2(1)(a)）、段に足をかけながら段上で起立する姿勢（図 b、
c）をとるように昇段した。なお、脚立への登り方や降り方、段上で起立する向きなどは
特に指定せず、参加者がやりやすい方法とした。計測は参加者らの疲労度合などを鑑みな
がら、3 試行から 5 試行計測した。なお、計測は裸足で実施した。
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表 2.1.2(1) 各参加者のデモグラフィックデータ

図 2.1.2(1)
計測試技:参加者は脚立脇に立ち(a)，脚立上段で起立(b)(c)するよう指示された
生データには 4 次のローパスバターワースフィルタを適用し、高周波ノイズを除去し
た。カットオフ周波数は 10Hz とした。そのうえで本研究では、以下の２点に着目した。
①各参加者、各試行の昇段方法に着目し、そのタイプを分類した。②身体重心を左右の上
前腸骨棘の中点と定義し、水平面上での軌跡と脚立上面の点を散布図上にプロットした。
上記のデータ処理には Visual 3D version 5.02.06（C-motion 社製）を用いた。
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2.2.3 結果
本研究の結果、同じ脚立でも様々な昇段方法があることが明らかになった。そのタイ
プは概ね以下のとおりである：一足一段法（図 2.1.2(2)）、
１段目に両足法（図 2.1.2(3)）
、
２段目に両足法（図 2.1.2(4)）、１段目飛ばし法（図 2.1.2(5)）。それぞれの登り方
の発生頻度は図のキャプションに記す。

図2.1.2(2)

一足一段法による登り方：発生率56%

図 2.1.2(3) 1 段目に両側法による登り方：発生率 28%

図 2.1.2(4) 2 段目に両側法による登り方：発生率 7.5%
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図 2.1.2(5) 1 段目に飛ばし法による登り方：発生率 7.5%
表 2.1.2(2)には，参加者ごとの登り方の発生回数を記す。14 名の参加者のうち４名
は、複数の登り方で昇段した。彼らの年齢はそれぞれ 51 歳、47 歳、55 歳、55 歳で
あり、14 名の参加者の中でも高齢の者であった。
2.2.4 身体重心の軌跡に関する解析結果・考察
図 2.1.2(6) に、脚立に対する各参加者の身体重心の水平面上での軌跡を記す。実験
方法の節で記載した通り、参加者らは、計測空間内に設置された脚立の脇に立ち（図中
の右側）脚立にアプローチ（左に移動）し、段に足をかけながら段上で起立する姿勢を
とるように昇段した。図中では、脚立上面の段を青色の四角形で表している。また、軌
跡が消えている部分は、屈み姿勢などで身体表面のマーカの座標が計測できなかった
時点である。
計測時に複数の登り方で昇段した 4 名の参加者（Sub04，Sub06，Sub12，及び Sub14）
は、階段手前での軌跡が試行間でばらつく傾向にあった。Hausdorff ら（2001）は、歩
行のばらつきは転倒リスクの大きな要因でることが報告されている。このことから同
一の脚立に様々な登り方をすることによる体重心軌跡のばらつきも、脚立からの転落
につながる可能性があると考えられる。
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図 2.1.2(6)

脚立昇段時の体重心の軌跡（水平面）

2.2.5 脚立の昇段動作に関する実証実験の結論
本研究では、モーションキャプチャシステムを用いて、健常者の脚立への昇段動作を
記録し、その特徴を明らかにすることを目的とした。研究の結果、高年になると様々な
登り方で脚立に昇段する者がでてくる傾向があること、それによって昇段時の重心軌
跡がばらつく傾向にあることが明らかになった。
先行研究を踏まえると、高年化が進むと脚立の昇段方法に多様性が生まれ、結果昇段
時の重心軌跡が不安定になるため、脚立・梯子などからの転落事故が多くなることが、
当該実証実験結果から示唆される。
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2．3 高齢者の運動機能計測と解析（連携先企業：パナソニック株式会社）
2.3.1 目的
昨年度事業における高齢者行動ライブラリから、運動機能や関節などの可動範囲等
が、健常者と異なり体動や関節等に機能制約があることを知ることができた。
真に高齢者にとって優しく、使い心地の良い製品開発を実現するために、虚弱高齢者
の日常生活や運動機能のデータベースを構築していく必要性が求められる。
そこで、本実証実験では、床反力系や関節可動域計測等を用いて虚弱高齢者の運動機
能のデータベースを構築する。
2.3.2 実験条件
（１）計測施設
以下の３つの介護施設とした。
(1) エイジフリー大和田、(2)エイジフリー星ヶ丘、(3)サンセール香里園
（２）被験者
実験対象となる被験者は、介護施設に入居されている方とした。被験者選定の条件
として、自立歩行できる高齢者（今回同意を得た高齢者は、要支援 1～要介護 4 まで）
を対象とし、事前に施設長に実験趣旨、実験内容を説明した上で、実験に肉体的・精
神的に協力可能な方を選定し、かつ、ご本人、ご家族（本人の意思確認に不安がある
ときのみ）への説明を行い、了承（同意書への署名）を得られた方とした。
2.3.3 実験概要
実験には、3 名以上の計測員および 1 名以上の専門家（日常的に被験者と接して
いる理学療法士（以降 PT と記載）、もしくは作業療法士（以降 OT と記載））の計 4
名以上が参画し、不測の事態が生じないように注意を払った。また、実験開始前に
は、被験者に心理的、肉体的な負担を感じる場合は、即座に申し出ていただくよう
お願いするとともに、専門家（PT、OT）にも客観的な視点での実験可否を逐次判断
いただくようにお願いすることで、被験者の安全面には十分に配慮を行った。
2.3.4 計測項目
計測項目は以下である。
（１） 関節可動域計測
立位、座位姿勢において、肩、肘等の屈曲や伸展最大角度を計測した。
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1. 自然立位

2.1

肩屈曲

2.2

肩伸展

3. 肩外転

4. 自然座位

図 2-1-3(1) 関節可動域計測の様子
（２） 重心動揺計測（リーチテスト）
全身の安定性を確認するために、Functional Reach テストを参考に、前後左右に重
心を移動したときの重心移動量を計測した。被験者には、手を出来るだけ前（後、
左、右）に伸ばすようにお願いし、そのときの重心動揺を圧力分布測定システムを
使用して計測した。
9.1 直立

9.2 前

9.3 右

9.4 左

9.5 後

図 2-1-3(2) 重心動揺計測の様子
（３） TUG 計測
歩行の様子を確認するために、TUG（Timed Up and Go）テストを参考にした歩行計
測を行った。5m の間隔で椅子と椅子を向かい合わせて設置し、片方の椅子に着座
した被験者が計測者の合図に従って、起立し対面の椅子まで歩行した後に 180 度方
向を変えて着座した。この一連の行動において、着座時の速度、加速度および歩行
時の歩幅を算出した。

5 [m]

図 2-1-3(3) TUG テストを模擬した歩行計測の様子
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（４） 着座からの起立計測
最大発揮力推定のために、椅子からの起立動作計測を実施した。被験者は、高さの
異なる椅子に座り、下半身の力で立ち上がる動作を実施する。無理なく立ち上がれ
る場合は、椅子の高さを変更し（低くする）
、再度実施する。立ち上がり困難な高
さの椅子になったときには、別途準備した介護用の手摺を用いて起立する。これに
より、高齢者が発揮できる最大の発揮力を推定することとした（手摺が必要な条件
が、高齢者が発揮できる最大の荷重）。

450mm・手摺なし

計測条件と計測の様子
400mm・手摺なし
350mm・手摺なし

200mm・手摺あり

図 2-1-3(4) 着座からの起立計測の様子
2.3.5 実験結果
（１） 関節可動域計測
NITE の人間特性データベースより若年者
（15～35 歳）の関節角度データを取得し、
本計測との差異を検討する。今回の計測項目は、人間特性データベースとは計測項目
が必ずしも一致しないため、比較可能な６種類（肩の屈曲角度、伸展角度、膝屈曲角
度、股関節屈曲角度、頸部屈曲角度、伸展角度）の計測データを比較した。比較のた
めに、計測した曲がり角度の基準点（0 deg）を人間特性データベースに合わせて算
出するとともに、各条件における平均値および標準偏差を取得することで、正規分布
に当てはめた。計測データは、左・右を含めて平均値を算出している。肩関節、膝関
節、頸部伸展に着目すると、今回計測した高齢者は曲がりにくい傾向（平均値比較で、
それぞれ 37 deg、24 deg、32 deg の差）があった。股関節屈曲よび頸部屈曲角度の
差は小さかった。一方、肩伸展は高齢者の方が可動域が広い傾向にあることもわかっ
た（平均値比較で 16 deg の差）
。

肩の屈曲角度

肩の伸展角度
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膝屈曲角度

頸部伸展角度
股関節屈曲角度
頸部屈曲角度
図 2-1-3(5) 関節可動域の計測データ（若年者との比較）
（２） 重心動揺計測（リーチテスト）
前後左右の重心動揺については、公開データとの比較が困難であったことから、健
常成人（n=5）に対して同様の実験を行った。前後左右における重心移動においては、
足の位置が影響を及ぼしていることが考えられたため、図 2-1-3(6)に示す無次元指
標（足長に対する重心移動量、もしくは足幅に対する重心移動量）を定義することで、
比較を行った。算出した無次元指標の定義を図 2-1-3(6)に示し、健常成人との比較
結果を表 2-1-3(7)に示す。健常成人と比較すると、右への傾斜時を除いて、重心の
移動量が大きく減少していることが明らかとなった。特に、前後への重心移動につい
ては、顕著に移動量が減少している（前方のとき、30.5%、後方のとき、19.1%）こと
がわかる。高齢者においては、転倒が多いことが知られているように、重心バランス
が低下することに加えて、不安定な姿勢を取ることへの恐怖心が重心移動量に影響
を与えていると考えられる。
姿勢
前

右
重心

後

重心移動量

重心移動量
足幅

重心移動量
足長

足長方向移動量／足長

左

重心移動量

足幅

足幅方向移動量／足幅

足長

足幅方向移動量／足幅

足長方向移動量／足長

図 2-1-3(6) 重心移動量の足部大きさによる比率
表 2-1-3(7)
姿勢
前

右

左

後

項目
足長方向の重心移動量[mm]
足長 [mm]
足長方向の重心移動量／足長 [%]
足幅方向の重心移動量 [mm]
足幅 [mm]
足幅方向の重心移動量／足幅 [%]
足幅方向の重心移動量 [mm]
足幅 [mm]
足幅方向の重心移動量／足幅 [%]
足長方向の重心移動量[mm]
足長 [mm]
足長方向の重心移動量／足長 [%]

重心移動量の比較
計測データ
(n=18)
66
228
29.0
107
322
34.1
120
327
36.6
61
216
27.9
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健常成人
(n=5)
99
239
41.7
90
289
30.8
122
289
42.0
80
233
34.5

健常成人に対する
計測データの比率
-

69.5
-

110.4
-

87.2
-

80.9

（３） TUG 計測
TUG 計測では、Kinect センサーから取得される歩行時の動作から起立、着座時の
腰部速度、加速度を算出した。起立、着座時の腰部速度、加速度を示す。それぞ
れ、起立開始から立ち上がるまで、着座開始から着座するまでについて抽出した例
を示す（図 2-1-3(8)～(9)）
。

図 2-1-3(8) 被験者１ 左：起立開始から立上りまで 右：着座開始から着座まで

図 2-1-3(9) 被験者２ 左：起立開始から立上りまで 右：着座開始から着座まで
起立時、着座時の重心動揺の分析において、直接的に比較可能な公開データがなか
ったため、健常成人（n=4）で同様の実験を行った。図 2-1-3(10)及び図 2-1-3(11)
に健常者の実験例を示す。

図 2-1-3(10) 健常者 1 左：起立開始から立上りまで 右：着座開始から着座まで
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図 2-1-3(11) 健常者 2 左：起立開始から立上りまで 右：着座開始から着座まで
図 2-1-3(8)、2-1-3(9)で示した高齢者の腰部速度、加速度変化と健常者のそれと比較
すると、高齢者は、起立、着座時に加速度が大きく変動する傾向にあることがわかった。
被験者１８名全てにおいて、加速度の変動が大きい傾向にある。起立、着座時の最大加速
度、最小加速度、最大速度を各被験者で算出し、高齢者と健常成人で比較した。
最大、最小加速度に着目すると 2～3 倍程度高齢者は大きいことがわかった。高齢者で
は、起立、着座時に姿勢が安定しないことから、加速度が大きく変動したと考えられる。
表 2-1-3(2) 高齢者起立時の所要時間、最大・最小加速度、最大速度
計測項目

最大加速度 [m/s 2 ]

1
3.08
3.31

最小加速度 [m/s 2 ]
最大速度 [m/s]

-7.85
0.90

所要時間 [s]

計測項目

2
3
2.74
2.25 データ
欠損
-1.32
0.49

最大加速度 [m/s 2 ]

11
1.23
5.90

12
3.65
3.29

13
1.77
4.70

最小加速度 [m/s 2 ]
最大速度 [m/s]

-9.88
0.84

-2.01
1.02

-5.21
0.72

所要時間 [s]

4
1.73
7.29
-6.75
0.80

ID
14
3.43
3.47
-3.03
0.97

ID
5
1.32
1.43

6
1.83
1.57

7
2.32
3.52

8
2.51
1.41

-3.41
0.71

-2.28
0.69

-4.06
0.96

-4.05
0.58

15
4.89
0.58

16
4.49
0.73

17
3.23
0.92

18
2.57
1.04

-0.57
0.28

-1.16
0.24

-1.13
0.52

-1.72
0.56

9
10
2.27
5.21 データ
欠損
-6.37
1.28

平均
2.69
2.91

1.06
2.03

-3.80
0.72

2.74
0.28

表 2-1-3(3) 健常者起立時の所要時間、最大・最小加速度、最大速度
計測項目
所要時間 [s]
最大加速度 [m/s 2 ]
最小加速度 [m/s 2 ]
最大速度 [m/s]

成人1
1.82
1.21
-1.59
0.68

ID
成人2
成人3
1.84
2.09
1.55
1.05
-1.28
-1.15
0.80
0.46
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成人4
4.41
0.87
-1.22
0.47

平均
2.54
1.17
-1.31
0.60

標準偏差
1.25
0.29
0.20
0.17

標準偏差

表 2-1-3(4) 高齢者着座時の所要時間、最大・最小加速度、最大速度
計測項目

最大加速度 [m/s 2 ]

1
2.39
2.13

最小加速度 [m/s 2 ]
最大速度 [m/s]

-3.67
0.80

所要時間 [s]

計測項目

最大加速度 [m/s 2 ]

12
0.56
12.26

13
2.95
3.79

最小加速度 [m/s 2 ]
最大速度 [m/s]

-3.64
0.40

-11.14
1.10

-3.34
0.64

所要時間 [s]

-4.37
0.63

0.54

11
1.31
3.66

ID
5
3.91
2.14

4
3.95
7.17

3
2
1.67
1.74 データ
欠損
-2.37

ID
14
2.37
2.91
-4.89
0.72

6
2.54
7.17

7
2.28
2.47

8
4.66
0.61

-2.29
0.70

-10.01
0.95

-3.24
1.22

-1.29
0.36

15
2.69
2.01

16
4.21
1.11

17
4.52
0.91

18
3.64
0.45

-4.11
0.63

-1.05
0.42

-1.25
0.61

-0.34
0.31

10
9
2.47
1.73 データ
欠損
-2.03
0.45
平均

標準偏差

2.88
3.26

1.18
3.13

-3.69
0.66

2.99
0.26

表 2-1-3(5) 健常者着座時の所要時間、最大・最小加速度、最大速度
計測項目

ID
成人2
成人3
1.94
2.40
1.59
0.61
-1.76
-0.55
0.80
0.39

成人1
2.40
1.04
-1.10
0.56

所要時間 [s]
最大加速度 [m/s 2 ]
最小加速度 [m/s 2 ]
最大速度 [m/s]

成人4
2.80
0.43
-0.62
0.44

平均
2.39
0.92
-1.01
0.55

標準偏差
0.35
0.51
0.56
0.18

（４） 着座からの起立計測
表 2-1-3(6)に着座からの起立計測結果を示す。起立運動は、下肢の最大発揮力の推
定を主目的に実施した。そこで、最大発揮力を推定可能と考えられる起立限界条件（表
2-1-3(6)の△）を用いて、カメラ映像と圧力分布測定システムで計測された床に働く
荷重、および弊社独自開発のデジタルヒューマン・シミュレーションを用いて下肢の
筋力を推定することとした。
着座からの起立計測の結果

表 2-1-3(6)
試験I.D.

内容

座面高さ
450mm

11.1

手摺なし

400mm
350mm
200mm
450mm

11.2

手摺あり

400mm
350mm
200mm

被験者 I.D.
9
10 11 12
13
14 15 16
△ 17 18
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
×
×
△
△
○
○
×
○：立ち上がることが可能であった条件
×：立ち上がることが不可能であった条件
△：立ち上がることはできたが、限界と考えられた条件（本人申告、計測者、専門家の判断）
-：計測不要
1
○
○
○
-

2
○
○
○
-

3
○
○
○
-

4
○
○
○
×
×

5
○
○
×
△
-

6
○
○
○
-

7
○
○
○
-

8
○
○
×
△
-

圧力分布測定システムによる荷重分析を行った。計測荷重の時間推移例を図 2-13(12)に示し、腰が浮き、手摺を強く握っているときの姿勢を図 2-1-3(13)に示す。
全ての被験者において起立直前に一度足を踏み直すことにより荷重が低減し、その
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後、腰を浮かそうとするために荷重が増加することがわかった。一度荷重が低下した
後には、すぐに荷重増加が生じるが、体重（静止立位持の荷重）の 60％程度を超え
ると、再度荷重が低下することがわかった。動画で確認すると、この 2 度目の荷重低
下時には腰が椅子から離れたのに加えて、手で手摺を強く押している姿勢を取って
いることがわかった。このことから、2 度目の荷重低下のときには強く手摺を把持し
た結果、圧力分布測定システムで計測された荷重が低減していると推察された。今回
分析対象としている試行は、限界条件での起立運動であることから、起立するために
は、このように手摺に体重を預ける（手で手摺を押し込む）ように力を働かせないと
立ち上がれないと考えられ、最も荷重が低減するとき（姿勢、荷重）に発揮される下
肢の力が最大発揮力と考えられた。2 度目の荷重低減の後には、更に荷重が増加し完
全に起立する。被験者によって、自然立位時の荷重と同程度まで荷重が増加するとき
と、そうでないときがあるが、後者は起立後も手摺を持っていた（手で体重を支えて
いた）ことが原因と考えられる。

被験者５

被験者８
図 2-1-3(12) 起立時の荷重変化例

被験者５

被験者８

図 2-1-3(13) 起立時、腰が浮くのとほぼ同時に手摺に強く体重を傾けている時の様子
表 2-1-3(7)起立時、腰が浮くのとほぼ同時に手摺に強く体重を預けている時の計測データ
項目
身長 [cm]
静止立位時の荷重 [kgf]
床を蹴る荷重 [kgf]
手で支える荷重 [kgf]

5
154
54
34
20

8
150
47.5
31.5
16
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被験者
14
145
62
38
24

15
162
42
29
13

17
167
57
36
21

18
161
66
48
18

荷重分析の結果、下肢が最大発揮力を示すと考えられるときの、姿勢および床を蹴
る荷重、手摺に加わる荷重（静止立位時の荷重から床を蹴る荷重を引いた値）が明ら
かとなった（表 2-1-3(7)）
。
実験から得られた条件をデジタルヒューマン・シミュレーションに入力し、高齢者
の最大発揮トルクを推定すると、大腿において、最大 73％の低減が見られ、顕著な
筋力低下が推定された。

被験者５
図 2-1-3(14)
表 2-1-3(8)

図 2-1-3(13)の再現シミュレーション

70 歳代健常者を比較対象としたときに各被験者の最大発揮トルク比

最大発揮トルク比
大腿 [%]
膝 [%]

被験者８

5
58
44

8
41
37

被験者
14
65
30

15
34
54

17
27
31

18
36
49

2.3.6 考察
各実験で取得したデータの活用案を考察する。
姿勢や関節可動域は、キッチンや収納関連商品をはじめとした様々な商品に関して、数
値データに基づいた配置検討（身体適合性評価）に繋げることができると考えられる。例
えば、図 2-1-3(15)は、座位で無理なく手が届く浴室収納位置を検討した事例である。

図 2-1-3(15) 浴室収納位置の検討（座位で無理なく届く範囲）

安定性（重心動揺、立ち座り時の加速度）のデータは、使用者の移動（歩く、またぐな
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ど）を前提とした商品開発時の根拠データとしての活用が見込まれる。図 2 は、浴室また
ぎ動作における手摺の効果を重心位置に着目して確認した事例である。

図 2-1-3(16) 浴室跨ぎ動作の評価例（左：訴求用資料、右：販売前の重心検討例）
身体適合性や安定性に加えて、商品使用のシーンでは、無理なく、負担なく使えるかを
検討することも重要となる。例えば、最大発揮力と対象商品活用時に取りうる動作（姿勢）
を実現するために必要な筋力を比較することができれば、動作の負担を確認することが
でき、商品を適切に（設計意図に沿って）使うことができるかの事前確認や、より負担の
少ない商品形状・配置の検討に活用できる。

図 2-1-3(17) 筋力の数値データを活用した洗濯物取り出し時の負担検討の例
今回計測したデータを活用することで、介護機器（介護ベッド、介護用トイレ）をはじ
め、高齢者が使いやすい商品への展開が考えられる。
2．4 高齢者のセンサーを用いた位置情報認識や歩行速度の実証実験（連携先企業：ローム
株式会社）
2.4.1 目的
介護施設等では、認知症による徘徊や、昼夜逆転による夜間の歩行など介護スタッフ
の目が届かない場所や時間帯での行動が発生している。このような情報は間接的には
聞き覚えがあるが、今回、昨年度の経済産業省事業「高齢者製品安全情報収集事業」に
おける日常生活動画から、実際の現場で発生している事象を動画で知ることができた。
施設等では、スタッフの目が届きにくいために、利用者の危険リスクは増大し、ヒヤ
リハットや事故につながることが考えられる。また、有事に際、利用者の居場所がわか
らないことは、管理の面でも問題である。
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本研究では、ウェアラブルセンサーとして靴に着目し、かつバッテリーレスのセンサ
ーを利用することで、ロケーションセンサーとしての活用を実証する。
2.4.2 方法
システム構成を図 2-1-4(1)に示し、個々のセンサーを図 2-1-4(2)に示す。
データ受信側：データ計測装置を 2ｍ間隔で壁面に設置し、各々の計測装置を LAN で
接続。LAN ケーブルは、ネットワーク構成装置を介して計算機（パソコン）に接続する。
データ送信側：市販の靴底を加工し、図 2-1-4(2)に示す無線タグを埋め込む。この
無線タグにはスイッチが付いており、押すことによって電磁誘導によりエネルギーを
発生させ、かつ電波を送信するモジュールが組み込まれている。また、表面にソーラー
パネルを埋め込んだ温度・湿度センサーを靴に取り付ける。温度・湿度センサーは、一
定間隔で電波を送信するモジュールが組み込まれている。
このような環境において、靴を履き、データ計測装置と送受信可能なエリア（２～３
ｍ）内で歩行を行うことで、歩行者の位置が受信され、かつ歩行者の周辺環境（今回は
温度及び湿度）をモニタリングする。
実験場所は、福井県の高齢者宅（健常者）で実施した。

図 2-1-4(1) システム構成図
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図 2-1-4(2) 靴センサー、温湿度センサーのイメージ図

2.4.3 結果
図 2-1-4(3)の実験場所のイメージ図を示す。長い廊下を実験場所とした。被験者に
は、ゆっくりと廊下を歩行（往復）してもらい、その時の各位置のデータをデータ計
測装置から取得した。
靴に埋め込まれた無線タグは、タグを踏んだ時のみデータが送信され、位置計測が
行われる。サンプリング周期は約 1 [s]。
図 2-1-4(4)に靴センサーから得たデータのプロット図を示す。データ計測装置を基
準にして、被験者が２m 間隔で設置した受信センサーのエリアのどこに存在している
かという位置推定ができることを確認した。
靴センサーを踏まなかった場合、データの送信が行われない。踏まなかった場合の
行動としては、その場にとどまっている場合や歩行速度が遅く 1 歩に時間を要する場
合と想定される。
図 2-1-4(5)に温度・湿度センサーから得たデータのプロット図を示す。図 2-14(3)に記載されているストーブ付近で温度が上昇し、遠ざかると徐々に温度が下がっ
ていくことを確認した。
温度と湿度が負の相関関係になっているのは、測定環境中の水蒸気量はほぼ一定と
仮定すると、温度が上昇すると飽和水蒸気量が上がるため相対的に湿度が下がるため
であると考えられる。
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図 2-1-4(3) 実験場所のイメージ図

図 2-1-4(4) 靴センサーから得たデータのプロット図

図 2-1-4(5) 温度・湿度センサーから得たデータのプロット図
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温湿度センサーに関しては、データ送信時に利用する電気量に対して蓄電量が多く
ないため、今回はデータ取得サンプリングを 30 秒とした。そのため、高温場所（ス
トーブ）の目前にそのサンプリングタイミングに合わせて歩行することが非常に難し
かったため、今回は靴センサーと温湿度センサーのデータは別々に取得した。

2.4.3 まとめ
本研究では、靴をウェアラブルセンサーとして利用し、かつバッテリーレスのセン
サーを利用してロケーションセンサーとしての実験を行った。
ウェアラブルセンサーを利用して、センサー身に着けた被験者の居場所やその場所
の環境（今回は高温場所）を遠隔地でモニタリングできることを実証した。
実用的な課題としては、無線タグを踏むことによって小さなスイッチ音が発生する
ことや、温度センサーに関してはソーラー型であるため、靴内蔵できないといったこ
とが考えられる。一方で、温度や湿度などを計測する環境モニタリングセンサーを人
間ではなく製品等に付けておくことで、靴センサーによる位置モニタリングと製品設
置場所の位置関係から危険エリアに近づいたアラート等で知らせることは可能であ
る。
認知症の方は、服などにウェアラブルセンサーを付けることを極度にきらう傾向が
あることがわかってきている。センサーを見えない部分に内包するアイデアを生か
し、デバイスの更なる精度向上や小型化にも期待したい。

3．高齢者等の行動データの取得
事業実施期間中、高齢者介護施設等にカメラ等を設置し、高齢者の生活行動等を動画で収
集し、ライブラリ化することを目的に、本事業に賛同、同意した施設内の共有スペース、及
びその施設内で個人の撮影に同意した利用者の居室を対象にセンサーカメラで生活行動を
取得した。また、一般家庭においては、協力施設と連携しているデイサービスの利用者や企
業のモニタ等に本事業の主旨を説明し、協力を得られた在宅の方を被験者としてカメラ等
を設置し、高齢者の生活行動等を動画で収集した。一般家庭に関しては、基本的には、施設
スタッフ等による内諾、実験の説明と同意の取得、現地調査、機器設置の４段階方式で都度
打ち合わせを実施し、設置場所や設置期間などは被験者の事情を配慮した形で進めた。
以下に、詳細について述べる。
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3．1 生活行動記録用カメラの概要
今 回利用し たセンサーカ メラは、 マイクロソフ ト社が販 売している Xbox One 用
Kinect(V2)センサーである（2017 年 10 月に販売終了を発表）。ゲーム用に開発されたセン
サーカメラで、安価でありながら、通常のカラー動画をフルハイビジョン（1920×1080）で
撮影可能で、かつ赤外線深度センサー機能があり、対象物との距離計測等が可能である。ま
た、人体の関節を認識することが可能であり、その数は手、足、顔など 25 か所に及ぶ。図
２に Kinect(V2)センサーの外観、仕様、及び認識可能関節モデルを示す。

図２ Kinect(V2)仕様等

3．2 生活行動記録用カメラの設置
施設には、複数台の Kinect を設置するにあたり、複数台のパソコンから構成されるシス

テムを構築している。そのシステム構成図を図３に示す。Kinect から取得するデータ量が
多く、直接データ記録パソコン（サーバ）に複数台の Kinect を接続すると負荷がかかり過
ぎるため、Kinect1 台に対し 1 台のセンサーカメラ用計算機（クライアント PC）を設置し、
そのクライアント PC 上のハードディスクに一度データを貯め、サーバからの指示によって
保存したデータをサーバに転送する構成である。
施設規模や施設要望により、1 施設当たりの Kinect 台数は 8 台から 14 台である。サーバ
は、Kinect 最大 14 台に対し 1 台設置した。
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図３

生活行動記録システムのシステム構成図

施設の供用部及び居室での記録は同意を得て行った。
設置場所については、廊下や食事場所、レクリエーション場所などの共有スペースや居
室等、こちらの要望を説明した上で、過去にインシデント等が発生した共有スペースや
インシデントが発生する可能性がありそうなエリアを候補として挙げてもらい、その中
から協議の上決定している。
高齢者施設における個室（居室）の Kinect 設置例を図４、５に示す。

図４ 共有スペースにおける Kinect 設置例（ポート愛ランド。老健）
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図５ 個室（居室）における Kinect 設置例（ポート愛ランド。老健）
一方、一般家庭に関しては、個人宅であるため現状復帰を前提に考え、壁や天井裏への固
定や配線はせずに機材設置用に突っ張り棒等を利用した。突っ張り棒への Kinect 固定は、
クランプ等を利用することで、アングル等の調整を行った。配線は長押（なげし）などを利
用した。また、プライバシーの配慮等も鑑みて、対象の高齢者とも協議の上、設置場所を検
討して設置した。設置場所は、玄関、居間、キッチン、廊下、階段などである。
原状復帰を考え、機材設置は Kinect カメラ、Kinect 制御用計算機（ノートパソコン）
、
外付け HDD を１セットとし、Kinect カメラからのデータを Kinect 制御用計算機内で処理
し、USB で接続した外付け HDD を出力先としてデータを保管した。そのため、セット単位で
給電が必要となったが、被験者宅のコンセントを借用して対応した。このセットを被験者や
家族と相談して、２～４セットを各一般家庭に設置し生活行動を記録した。また、短期間の
設置ではあるが、配線や機材の余長ケーブルなどは見た目を考慮して、網かごなどに入れる
ように工夫した。更に、コンセント等も日常利用するものを借りるため、OA タップ、延長
ケーブル等に関して現地調査にて必要性やケーブル長などを事前検討した。
図６に一般家庭の Kinect 設置例を示す。

図６ 一般家庭における Kinect 設置例
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一般家庭で協力してもらった人数は、12 居宅 19 名であった。（夫婦で協力を得られた場
合、1 居宅で 2 名として計算している）
。内訳は、北海道 2 名、富山 7 名、千葉 2 名、埼玉
1 名、東京 6 名、神奈川 1 名である。
記録期間は各家庭で異なっており、最短で５日、最長で１０日となっている。弊所倫理委
員会への申請や協力機関と連携しての一般家庭への内諾等が平成３０年１月初旬に終了し、
その後、各家庭への挨拶、現地調査、設置作業等を段階的に実施し、２月下旬を目途に記録
回収を行った。
3．3 動画ライブラリ検索システム
高齢者の介護施設等や一般家庭における高齢者の生活行動をビッグデータとして取得
してきた。これらは、企業による高齢者向けの安全な製品開発等に資するものとするため
に、オープンデータ化を実施する。
「高齢者行動ライブラリ」という名称でウェブサイトへの公開として、プライバシーに
配慮し公開画像にはモザイクをかける。主に製品を開発する企業向けに公開することを
基本とする。当面は、公開にあたり公開サイトへのログイン時のアカウントやパスワード
などを設けることとする。図７、図８にウェブサイトアクセス時のホーム画面、及びホー
ム画面左上のログインアイコン（矢印マーク）をクリックしたときのログイン画面を示す。

図７ 高齢者行動ライブラリホーム画面例
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図８ ログイン画面例
ライブラリ内の機能としては、動画検索機能と動画再生機能である。
動画検索機能は、ライブラリ内の所望の動画を閲覧するための条件絞りの役割となって
おり、年齢や性別などの基本情報のほか、要介護レベルや認知レベルなどの身体機能情報
や居室、廊下、食堂といった場所の絞り込み、ベッドや車いす、机といった周辺環境、そ
の時の動作、介助の有無など様々なタグを事前に登録しており、それらを選択することで
条件絞り込みが実施される。本ライブラリでは、それぞれの選択された条件を論理積とし
て処理し、絞り込みをおこなう。図９に検索画面例を示す。

図９ 検索画面例
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絞り込み条件が選択されたら、画面の上下にある「この条件で検索する」をクリック
すると、登録済の動画から条件に一致した候補を抽出し、サムネイル及びその動画の属
性等の情報が表示される（図 10）
。
検索結果一覧画面のそれぞれの右下にある「詳細を見る」をクリックすると、動画再
生の準備画面が表示される。
動画再生機能は、所望の動画を再生させる機能であり、動画再生の準備が整った後、
動画再生画面右下の再生ボタンを押下して動画を再生させる。動画と同期してスケルト
ン表示（姿勢データ）も再生される（存在する場合のみ）。

図 10 検索結果一覧画面（サムネイル）例

図 11 動画スケルトン表示画面例

33

4．本事業で得られた情報の公開
本事業では、高齢者が様々な製品を利用するときの使い方やその行動が、製品開発企業が
想定されているものなのか否か、また、各製品を利用する場合の危険リスクはあるのか否か
等といった観点から、生活行動を記録した。これらのビッグデータから、様々な行動の場面
の切り出しを行い、プライバシーの観点からすべての人物に対しモザイク処理を実施し、更
に、個人的に映して欲しくない部分もモザイク処理をかけるなどした。また、関節の動きな
どの分析も可能である姿勢データも取得した。
これらの情報を広く民間企業が高齢者向けの安全な製品開発に活用しやすい形式とする
ために、ウェブ上で検索できる動画ライブラリとして公開した。
「3.3 動画ライブラリ検索システム」で述べたように、当面は、アカウントやパスワー
ドといったログイン制約を設けた、登録制として運用する。
以下に、公開するウェブサイトを示す。
高齢者の行動ライブラリウェブサイト
URL: http://www.behavior-library-meti.com/

5．
「プラットフォーム形成事業」への協力
5．1「ビンテージ・ソサエティ・コンソーシアム」シンポジウム等における報告
平成３０年２月１６日（金）に東京大学で実施された「経済産業省「平成 29 年度ビンテ
ージ・ソサエティ・プラットフォーム形成事業」フォーラム」
（２００人規模）に参加し、
１５時から実施されたパネルディスカッションにて本事業の取り組みについて発表した。
上記フォーラム以外にも、
「人生１００年 ヴィンテージ・ソサエティ」カンファレンス（２
０１７年１０月）や「ヴィンテージ・ソサエティ・リビングラボ」の拠点となっている川崎
ラボ主催の企業説明会（２０１８年３月）などに参加し、本事業の取り組み概要や成果等を
PR した。
また、本事業において連携等する企業等についての「ビンテージ・ソサエティ・コンソー
シアム」への参加の働きかけに関しては、本事業の実証実験の参加企業公募説明会（平成２
９年１１月１５日実施）にて口頭でご紹介させて頂くと共に、「ビンテージ・ソサ

エテ

ィ・コンソーシアム」事務局と連携し、
「ビンテージ・ソサエティ・コンソーシアム」事務
局主催の企業との個別説明会への積極参加を弊所からご案内し、個別説明会への参加を促
した。
6．プライバシーの確保について
6．1 倫理委員会への許可申請
本研究は、産業技術総合研究所人間工学実験委員会による倫理審査の承認を得て実施し

34

た。申請内容を以下に述べる。
産総研の倫理審査では、実験計画の倫理申請を行うと、倫理委員から計画に対する質問や
コメントなどが申請者に通知され、その質問やコメントに対して実験計画を修正しながら、
個人情報の取扱い、プライバシーへの配慮、実験内容の妥当性が審査される仕組みとなって
いる。本事業に対する研究計画は 2016 年 8 月 25 日に承認され、その後、連携施設や企業と
の打ち合わせ内容に沿って、これまでに 2 度の実験計画の変更の申請を実施した。1 度目の
、3）実験場所
変更申請では、1）実験従事者の追加、2）実験場所の追加（協力施設の追加）
の追加（個人宅を追加）の 3 項目を申請し、2016 年 10 月 31 日に承認された。2 度目の変更
申請では、1）実験従事者の追加、2）計測装置の追加、3）計測内容の追加、の 3 項目に対
する変更を申請し、2017 年 1 月 19 日に承認を得た。その後、実験従事者の変更を２度実施
し、2018 年 1 月 10 日に承認を得た。
6．2 同意書の取得
本事業では、計測にご協力いただく方からの同意を得て実施した。具体的には、病院や介
護施設に産総研の倫理委員会で承認された実験計画説明書および同意書を提供し、実験従
事者に登録されている病院や介護施設のスタッフが、患者様や利用者の方に口頭で実験内
容、それに伴うリスク、個人情報の取扱いなどを説明し文書による同意を取得した。
説明書の主な項目は以下である。
・実験の目的
・実験内容
・実験で取得するデータ等
・実験期間等
・予測される不利益、苦痛、危険性とその予防・安全確保の方法
・傷害保険への加入
・データの取り扱い:共同利用について／第三者提供について
・参加同意後の撤回
・質問・苦情の連絡先
以上の内容について、十分に理解した上で、この実験にご協力いただける場合にのみ、参
加同意書に署名をしてもらった。本報告段階で同意を得た方は、41 名（昨年度事業での取
得済被験者含む）である。また、実験協力者以外にも実験の内容や目的が分かるように、施
設内の掲示板などに実験実施に関するポスターを掲示した。ポスターには、実験協力者以外
についても撮影される可能性があること、実験協力者以外のデータは実験データとして使
用しないこと、実験協力者以外のデータは、すべて削除する旨を記載した。
個人宅で実験を行う場合には、実験協力者と一緒に同居されている方にも実験の内容お
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よび実験協力者以外のデータは、すべて削除されることを文書及び口頭で説明し同意を得
た。実験協力者及び代諾者には、協力者ご本人及び代諾者の意思により実験が始まった後で
も、実験を中断あるいは終了できることを口頭および文書で説明し、実験参加への自由を保
障した。また実験への不参加による不利益は一切ないことを説明した。
同意書は、文書保存棚に施錠保管し、実験責任者以外の者がアクセスできないよう厳重に
管理している。
6．3 行動動画ライブラリ構築における高齢者へのプライバシー配慮
高齢者の行動や動作について、動画データとして把握できることは製品開発やサービス
の考案・改善をする上で貴重なデータであるが、その際に対象となる高齢者のプライバシー
に配慮することも必要である。本事業では、対象の高齢者を識別して、顔画像にモザイクを
施すことで、高齢者のプライバシーを保護する作業を行った。具体的には、Google のオー
プンソースのディープラーニングライブラリとして提供している TensorFlow（テンソルフ
ロー）等を駆使して、顔認識・識別ソフトウェアを開発し、対象者の識別とモザイク処理を
行った。また、モザイクを施したり、顔認識・識別機能を開発したりする際には、Kinect で
取得可能な人の姿勢データも活用して顔の検出や抽出を行った。画像処理機能だけでは、認
識間違えや認識漏れも生じるため、適宜人手でデータを確認する作業を行い、行動データベ
ースライブラリを構築した。

7．今後の課題
7．1 情報収集手法及び分析方法に関する課題
動画情報は、撮影したものすべてが記録され、後日完全に再現されるために事故などの証
拠としても利用され、非常に有用である。一方で、２４時間停止することなく連続記録する
場合など、記録容量が非常に大きくなる。施設等では、数日で数 TB（テラバイト）の容量に
なる場合もある。現状は、外付けの記憶媒体に保存しているが、人手による定期的な交換が
必要である。近年、記録に関しては、急速に広がりを見せているクラウドシステムの導入も
考えられる。ただし、動画情報にはプライバシーが含まれているため、協力を得る被験者の
心情にも配慮しながら、クラウドシステムの信頼性などを十分調査する必要がある。また、
保存場所がクラウドシステムに決まったとしても、記録された情報の転送速度の問題や、施
設等の屋内から外部ネットワークに繋げる場合の同意などを早期から検討していく必要が
ある。
7．2 高齢者の特性を踏まえた製品・サービス開発に向けたデータライブラリの応用可能性
一般家庭での日常生活行動データを記録する際、その在宅者はほぼ元気な高齢者（介護を
必要としない、認知症を発症していない）である。身体機能や認知機能が若年者とほとんど
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変わらない場合は、日常使う製品やその使い方などは、若年者と変わらない場合もある。製
品を開発する企業にとっては、その使い方等が元気な高齢者にとって想定内のものか否か
といった観点からは、記録データが有用であると考えるが、若年者との差異を分析したい場
合などは、機能低下者のデータ整備を拡充するなどの必要があると考えられる。こういった
観点からは、本事業で整備した高齢者の生活行動の動画ライブラリを製品やサービスの開
発に活用する場合の課題を以下に述べる。
まず、現時点で取得・整理できた行動データは限られたもので、未だあらゆる高齢者に対
応可能なものでない。また、設置したカメラの設置場所は、一般家庭の協力者と相談して決
めたものであるため、風呂場やトイレ等のプライバシーに関する部分の記録がない点、カメ
ラは一方向に固定して設置されているため、限られたエリアしか記録できない点、などがあ
る。
また、動画ライブラリから取得できる情報に基づいて製品やサービスを開発する場合、新た
に追加の実験が必要な場合も存在する。例えば、身体機能が低下した高齢者のための使いや
すいスライドドアを設計することを考えた場合、動画ライブラリから高齢者がどのようの
スライドドアを扱っているのか、を把握することは可能であるが、その高齢者がスライドさ
せることができるドアの重さはどの程度か、その高齢者がドアの取手の位置の違いによっ
て発揮できる力はどの程度か、などの定量データの取得が必要であり、実際の製品・サービ
ス開発に至るまでには２．で示した様な実証実験が必要になる。
8．結論
当該事業によって、７．の課題を内包しつつも①本事業で開発した動画ライブラリについ
ては拡充の余地があり、②当該動画ライブラリは高齢者の身体・認知特性を把握した製品・
サービス開発の着想を得る苗床として機能することが示された。
さらに当該動画データライブラリから得られた着想は、定量的な設計値を割り出すため
の追加実験や深堀の研究を実施することで実現可能であることが２．で示唆されている。今
後、ユーザビリティや安全性の向上等だけでなく、高齢者の社会参画等を踏まえた「人生１
００年社会」を前提とする新規性を持った製品・サービス開発に、当該データライブラリが
資することを期待されたい。
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