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あらまし  近年，ウェアラブルデバイスの開発が進み，その中でも特にスマートウォッチの普及が進んでいる．

現在普及しているスマートフォンやタブレットなどの従来のデバイスは，主にディスプレイを指でタッチして操作

する．しかし，スマートウォッチは，これらの従来のデバイスと比較してディスプレイサイズが小さいため，タッ

チ操作が従来のデバイスより困難である．また，スマートウォッチを操作する際に，両手が空いていなければなら

ないという問題と，歩きながら画面を注視して操作をした場合に他人や障害物との衝突事故や転落事故を招く恐れ

があるという問題が存在する．そこで，これらの問題を解決するため，本研究ではスマートウォッチに一般的に内

蔵された加速度計を用いて，歩行中でも画面を見ずに片手で安全に入力が可能なジェスチャ 3 種類を提案する．評

価実験では，歩行中にジェスチャを行ったときの加速度データを収集し，ハールウェーブレット変換により得られ

る特徴量を用いて SVM により学習した．結果，収集した加速度データから生成した提案ジェスチャ 3 種類の識別

器の正解率は 87.3%であった． 
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1. はじめに  

近年，スマートモバイルデバイスが世界的に普及し

ている．スマートデバイスとは，様々な用途に用いる

ことができる多機能な機器の総称を指す．スマートデ

バイスには，スマート家電やスマートテレビも含まれ

ることがある．また，外出時にも持ち歩けるような携

帯性の高い機器，すなわち，スマートフォンやタブレッ

トのことを特に指して，スマートモバイルデバイスと

呼ぶことがある．近年では，スマートウォッチなどの

ウェアラブルデバイスも開発が進んで市場へ出るよう

になってきている．特に，スマートウォッチは普及率

が高く，次世代のスマートモバイルデバイスとして期

待されるデバイスの一つである 1．  

スマートウォッチとは，手首に装着する腕時計型の

ウェアラブルデバイスである．スマートフォンと連動

することで，スマートフォンが鞄やポケットの中にあ

る場合でも，通知の確認や対応をすることができる．

また，マップ機能，メール，フィットネス管理など，

スマートウォッチに対応した便利で多様なアプリケー

ションも開発されている．スマートウォッチは常に手

首に装着しているため，それらのアプリケーションを

身軽かつスピーディに使用できることが利点である．

しかし，スマートウォッチには従来のスマートモバイ

ルデバイスとは異なる特徴がいくつかある．最も異な

る特徴の一つとして，ディスプレイの大きさが従来の

スマートモバイルデバイスよりも比較的小さいという
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特徴がある．スマートモバイルデバイスでは画面を指

でタッチして操作するのが主な操作方法であるが，こ

の特徴のためにスマートウォッチでは従来のスマート

モバイルデバイスと比較して指でタッチする操作がし

づらいという難点がある．スマートウォッチの更なる

普及率の向上や，使用満足度の向上などのため，スマー

トウォッチの入力方法を工夫する必要がある．そのた

め，スマートウォッチの入力手法に関する研究が盛ん

に行われている．  

スマートウォッチを操作する際の問題は，主に次の

2 つである．一つ目は，操作するために両手が必要な

点である．これは，スマートウォッチのタッチ画面を

指で操作しようとすると，スマートウォッチを装着し

ていない方の手の指で操作しなければならないからで

ある．そのため，結果的に両手が空いていないと使え

ない．二つ目は，歩きながらや乗り物を運転しながら

操作すると，視線がスマートウォッチに固定されるた

め，周りの人や物にぶつかって非常に危険であるとい

う点である．タッチ画面を指で操作するには，操作中

タッチ画面を見続けなければならず，スマートウォッ

チを操作しているとき周りの確認を怠る人が多くいる．

これは生活に密接に関係するスマートモバイルデバイ

スに共通な問題点でもあり，近年では「歩きスマホ」

による事故が増加しており，社会的に問題視されてい



 

 

る 2．よって，これらの問題を解決するようなスマート

ウォッチでの入力手法がスマートウォッチの利便性と

安全性を向上させることができると考えられる．  

タッチ入力を用いず，画面を凝視することなくス

マートウォッチへの入力を行う手法の研究は， (1)ス

マートウォッチに内蔵されていない新しいセンサを用

いる方法と (2)スマートウォッチに内蔵されているセ

ンサを用いる方法に大別できる．  

新しいセンサを利用する方法では，筋肉の動きを用

いた方法 [1]や時計バンド部に触覚センサを用いた方

法 [2]など数多く存在する．しかし，これらの入力手法

を使用するためには，外部のデバイスや自作のデバイ

スを用意する必要がある．つまり，現在普及している

スマートウォッチにこれらの入力手法を適応するのは

容易ではない．  

一方，スマートウォッチへの入力ジェスチャを認識

する方法では，一般的なスマートウォッチに内蔵され

る加速度計が利用されている．スマートウォッチの有

力な OS の一つである Android Wear[3]では，5 種類の

ジェスチャ入力による操作を基本機能として提供して

いる．また，[4]では，加速度センサの情報を用いて動

的時間伸縮法（DTW）や SVM を用いて認識する方法

を提案している．しかし，これらの入力手法ではジェ

スチャ入力をする際に体の正面など所定の位置に腕を

固定させたり，静止した状態からジェスチャを行った

り，画面を押してからジェスチャを行ったりと，特定

の条件下でジェスチャを行わなければならない．この

ため，歩きながらや乗り物を運転しながらなど，日常

生活において操作することは考慮されておらず，操作

が困難であり，安全性にも問題がある．すなわち，「歩

きスマホ」の事故を抑制するためにこれらの入力手法

を用いることはできない．  

そこで，本研究では，歩行中に入力可能なスマート

ウォッチのジェスチャを提案する．具体的には，歩行

中でも腕を上げて静止させることなく，画面を見ずに

片手で安全にジェスチャ入力を行うことができること

を目指す．ここでは，ジェスチャを認識するために，

[4]と同様，スマートウォッチに一般的に内蔵されてい

る 3 軸加速度計を用いる．また，ジェスチャ認識手法

としては，[8]で提案されている手法と同様，歩行中に

ジェスチャを行ったときの加速度データより，ハール

ウェーブレット変換によって得られる特徴量を用いて

SVM で分類器を作成する手法を用いる．本論文の貢献

は，歩行中でも入力可能なジェスチャ 3 種類を提案し，

実際に認識可能であることを示した点にある．  

本稿では次の構成をとる．まず，2 節で関連研究を

まとめ，3 節で使用するアルゴリズムと提案手法につ
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いて説明し，4 節で実験について説明し，5 節で提案手

法の評価を行い、6 節で提案手法と実験・評価につい

て考察を行い、最後に 7 節でまとめを述べる．  

2. 関連研究  

本節では，画面を凝視することなくスマートウォッ

チへの入力を行うことができる手法について紹介する． 

2.1. 補助センサデバイスを用いた研究  

画面を凝視することなくスマートウォッチへの入

力を行う手法の中で，外部のセンサデバイスを取り付

けたり，プロトタイプの腕時計型デバイスを用いたり

する研究がある．Aoyama らの研究 [1]では，スマート

ウォッチと腕との隙間を検知するセンサデバイスをス

マートウォッチと腕の間に装着する．装着したセンサ

デバイスにより，スマートウォッチを装着した方の手

を軽く握った状態で親指を曲げたり伸ばしたりしてス

ライドさせる動作を行う入力手法を提案している．例

えば，音量を調節するなどのスライドさせる操作を行

うことができる．装着されたセンサデバイスにより親

指を動かした際の筋肉の動きによる腕との隙間の変化

を検知することで，親指の動きを認識している．  

また，Perrault らの研究 [2]では，バンド部分へのタッ

チ入力を受け付けるプロトタイプの腕時計型デバイス

を使用している．具体的には，バンド部分を「タッチ

する」「なぞる」「二本指でつまむ」という入力を可能

にしている．バンド部分からの触覚的フィードバック

を得て，画面を見ないで操作することを可能としてい

る．  

以上のような研究では，プロトタイプのデバイスや

外部のセンサデバイスなど，スマートウォッチ以外に

他のデバイスがないと実現できない．よって，現在普

及している既存のスマートウォッチに適応するのは困

難である．  

一方，本研究では，既存の多くのスマートウォッチ

に内蔵された加速度計をジェスチャ認識に用いること

により，既存のスマートウォッチに容易に適応するこ

とを目指す．  

2.2. 加速度計を用いたジェスチャ入力の研究  

加速度計を用いたジェスチャ入力に関連する研究

を紹介する．Laput らの研究 [5]では，スマートウォッ

チの加速度計のサンプリングレートを従来の限界であ

る 100Hz から 4kHz まで引き上げることで，様々なジェ

スチャの認識を実現している．具体的には，手をたた

いたりこすり合わせたりする両手によるジェスチャ，

指でつまむ動作やフリックする動作などの片手による

ジェスチャの認識が可能である．加速度計のサンプリ

ングレートの上限を上げるために，スマートウォッチ



 

 

上の Linux カーネルを改良し，加速度計のドライバを

変更している．そして，加速度データから高速フーリ

エ変換によるパワースペクトルを計算し，特徴量を抽

出して SVM への入力とすることで，ジェスチャ認識

を実現している．Laput らの研究では加速度計のサン

プリングレートを大幅に引き上げていることから，

データ処理頻度や消費電力が増加するため，デバイス

のバッテリー持続時間への影響が懸念される．  

また，Porzi らの研究 [4]では，視覚障害者を支援する

アプリケーションを操作するために，スマートウォッ

チを用いたジェスチャ入力を行っている．Porzi らの研

究では，スマートウォッチの加速度データを用いて，

動的時間伸縮法 (DTW)や 3種類の SVMの分類器でジェ

スチャ認識を実現している．しかし，ジェスチャを行

う際，「静止する」か「画面をタッチしてからジェスチャ

を行う」という制約がある．すなわち，歩行中など他

の動作中にジェスチャを行うことは想定していない．  

本研究では，歩行中でも認識できる片手操作でジェ

スチャ入力できる方法を考えるにあたり，「腕を下げた

まま」でできるジェスチャ入力方法を考えた．なお，

歩行中においてジェスチャを用いてスマートウォッチ

を操作できる手法の研究は著者らが知る限り存在しな

い．  

2.3. ジェスチャ認識に関する研究  

ジ ェ ス チ ャ の 認 識 ア ル ゴ リ ズ ム と し て ，

DTW(Dynamic Time Warping) や SVM(Support Vector 

Machine)などがよく用いられている．DTW は行動認識

の中でも，特にジェスチャ的な動作の認識アルゴリズ

ムとして用いられる波形比較アルゴリズムである [6]．

しかし，DTW は O(n2)のアルゴリズムであり，一つの

波形データを識別するために全てのテンプレート波形

との DTW 距離を計算する必要がある．よって，認識

するジェスチャの種類を増やしたり，テンプレートの

数を増やしたりすると計算時間が増加しやすいという

難点がある．  

一方，SVM は現在もっとも性能のよい識別器の一つ

であり，様々な分類問題に対して用いられている．オ

フラインでの学習によって得られた SVM では，線形

時間で分類問題に使用することができる．また，SVM

の学習には LIBSVMという有名なライブラリが広く使

われている [7]．この SVM をジェスチャ認識に用いて

いる研究の一つに Khan らの研究 [8]がある．Khan らは

3 軸の加速度データから 8 種類のジェスチャを SVM に

より分類している．SVM に学習させる特徴量として，

加速度データにハールウェーブレット変換を適用した

データを使用している．本稿でも，[8]と同様，ジェス

チャの認識アルゴリズムとしてハールウェーブレット

変換と SVM を使用することとする．  

3. 歩行中に行うジェスチャの提案  

本節では，提案するジェスチャについて述べる．  

3.1. 提案概要  

本稿では，歩行中に腕を下げたまま，画面を見ずに

片手で入力できる 3 種類のジェスチャを提案する．そ

して，実際に歩行中にそれらのジェスチャが行われた

ときの加速度データを収集し，その収集データから生

成されるジェスチャ識別器を評価する．本研究では，

スマートウォッチに一般的に内蔵された加速度計を用

いる．また，ジェスチャ認識手法には [8]と同様，加速

度データをハールウェーブレット変換して得られる特

徴量を用いて識別器でジェスチャの判断をする．  

本研究の前提は歩行中において 3 種類のジェスチャ

認識を目指すことである． 3 種類のジェスチャが使用

できれば，例えば複数の選択肢の中から一つを選択す

るという操作が可能になる．特に，スマートウォッチ

は通知を受け取ることで情報を閲覧したり操作を行っ

たりするといった受動的な使い方をする場面が多いた

め，3 種類のジェスチャでも実用に耐えうると考える． 

3.2. 歩行中も認識可能なジェスチャ 

本研究では，歩行中に腕を下げたまま，画面を見ず

に片手で入力できるジェスチャの提案を目的としてい

る．このとき，腕を上げたり静止させたりしないこと

で，よりスムーズに操作をすることができる．つまり，

腕を降ろして振っている状態からスムーズに行うこと

ができ，またそのまま腕を振っている状態に戻ること

ができるジェスチャが望ましい．さらに，歩行中は腕

を進行方向と水平に振り続けているため，この動作と

混在しないジェスチャが望ましい．  

以上から，まず，腕の軌道が歩行中の腕の振りと混

在しにくいように，進行方向と垂直に腕を動かすジェ

スチャが有用であると仮定する．そのようなジェス

チャのうち，最も単純なジェスチャの一つとして，体

の側面をかるくたたくジェスチャを用いる．さらに，

腕の振りと同様のスマートウォッチの移動によるジェ

スチャではなく，スマートウォッチの回転によるジェ

スチャ，すなわち，腕をひねるジェスチャが有用であ

ると仮定する．腕をひねるジェスチャには時計回りに

ひねる場合と反時計回りにひねる場合を用いることが

できる．さらに，腕をひねる動作は，スマートウォッ

チを動かす動作よりも負担が少なくて済む．つまり，  

 

 体の側面をかるくたたくジェスチャ  

 腕を時計回りにひねるジェスチャ  

 腕を反時計回りにひねるジェスチャ  

 

の 3 種類が歩行中腕を下げたまま用いるのに有用な

ジェスチャであると考えた．以後，体の側面を軽くた



 

 

たくジェスチャはたたくジェスチャ，腕を時計回りに

ひねるジェスチャは時計ひねりジェスチャ，腕を反時

計回りにひねるジェスチャは反時計ひねりジェスチャ

とする．本稿におけるスマートウォッチと体本体の位

置関係を図  1 に表す．また，ジェスチャを行い終わっ

たときに元の位置に腕が戻り，かつ動きが最小となる

ように設計した提案するジェスチャを図  2 で表す．以

後，本稿でジェスチャの軌道を考えるとき，図  1 のよ

うなスマートウォッチと体本体の位置関係であるとす

る．  

 

図  1 想定するスマートウォッチと体本体の

位置関係 (上から俯瞰した視点 ) 

 

図  2 提案するジェスチャのパターン  

 

図  1，図  2 では，スマートウォッチを左手首に装着

したとき，体を右に向け，下げた腕のスマートウォッ

チが体の横にある状態を想定している．進行方向は左

から右で，本稿で表す位置関係やジェスチャの軌道の

図は，上から俯瞰した視点で描かれたものである．図  

2 の黒丸はスマートウォッチ及びジェスチャの始点を

表す．黒丸から始まる矢印はジェスチャを行ったとき

のスマートウォッチが辿る軌道を表す．一方，黒丸の

周辺の赤い矢印と青い矢印はスマートウォッチの回転

を表す．赤い矢印は勢いを付けて回転させ，青い矢印

はゆっくり回転させることを示している．赤い矢印と

青い矢印の添え字は回転を行う順番を示している．  

時計ひねりジェスチャと反時計ひねりジェスチャ

に関しては，スマートウォッチの回転のうち，体の背

面部分でひねる場合 (b-1,c-1)と，体の前面部分でひね

る場合 (b-2,c-2)の 2 パターンが考えられる．よって，4

節では図  2 の 5 種類のジェスチャの加速度データを収

集・評価し，この 4 種類から，時計ひねりジェスチャ

1 種類と，反時計ひねりジェスチャ 1 種類，そしてた

たくジェスチャ 1 種類の最も正解率のよい組み合わせ

となった 3 種類を提案するジェスチャとする．  

3.3. ジェスチャ認識方法  

ジェスチャの認識においては，ジェスチャが行われ

たときの加速度データからどのジェスチャが行われた

かを判断する識別器を用いる．具体的には，[8]と同様，

加速度データをハールウェーブレット変換して得られ

る特徴量を入力とする SVM を用いた．  

[8]とは用いるデバイスやジェスチャが異なるため，

本研究で用いた加速度データを以下に説明する．ス

マートウォッチから約 25 ミリ秒間隔で取得される 3

軸加速度計の 3 つの値の組 (x 軸，y 軸， z 軸 )を一つの

3 軸加速度サンプルとする．加速度サンプルが取得さ

れる間隔はスマートウォッチの OS に依存するため，

数ミリ秒の誤差が生じる．そして，加速度データとは

3 軸加速度サンプル 64 個からなるデータであり，提案

するジェスチャもしくは比較するジェスチャの 11 種

類のラベルのうち 1 つが教師データとしてラベリング

されたデータである．  

3.3.1. ハールウェーブレット変換  

ハールウェーブレット変換とは，マザーウェーブ

レット関数として式 (1)，スケーリング関数として式 (2)

のように定義された 2 つの関数を用いるウェーブレッ

ト変換のことである．  

 𝜓(𝑥) = {
1, 0 ≤ 𝑥 < 0.5

−1, 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 1
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.

 (1) 

 𝜑(𝑥) = {
1, 0 ≤ 𝑥 < 1
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.

 (2) 

離散ハールウェーブレット変換を行うには，加速度

のサンプル数は 2 のベキ乗でなければならない．そし

て，加速度のサンプル数を n = 2m (m:正整数 )とすると，

ハールウェーブレット変換により得られるハール係数

は n 個である．また，離散ウェーブレット変換は逆変

換が可能であり，得られたハール係数を用いて元の

データに戻すことができる．逆変換は上位のハール係

数 2k 個 (1≦k≦m)を用いる必要があり，k が小さいほ

ど荒い近似波形が構築され，k = m のとき，完全な元

の波形が構築される．上位のハール係数ほどデータ全

体の情報を表し，下位のハール係数ほどデータの局所

の情報を表すからである．同様に，特徴量として用い

ることができるハール係数は上位から 2k 個である．[8]



 

 

とは異なり，本研究では 3 軸加速度データの各軸から

得られる上位 32 個のハール係数を特徴量として用い

た．  

3.3.2. SVM 

SVM を用いると，ラベル付けされた学習データから

未知のデータのラベルを推測して分類する識別器を得

ることができる．本稿では，RBF(ガウシアン )カーネル

を用いる．また，RBF カーネルを使用するにあたり，

コスト C とガンマγの 2 つのパラメータを使用する．

これらの値は試行により最適な値を見つけることがで

きる．  

4. 評価データ  

本節では，歩行中にジェスチャを行ったときの加速

度データを収集方法について述べる．  

4.1. 実験で用いるジェスチャ 

被験者に行ってもらうジェスチャは，提案するジェ

スチャと，従来のジェスチャである．提案するジェス

チャは図  2 で示した 5 種類であり，従来のジェスチャ

は図  3 に示される 6 種類である．  

 

 

代表的な 3 軸加速度計を用いたジェスチャセットと

して，[9]で提案されたジェスチャセット（ [5]や [8]にお

いても利用）がある．しかし， [9]のジェスチャセット

は腕を上げて真正面に伸ばした状態で行うジェスチャ

であり，歩行中に腕を下げた状態で行う場合に使用で

きないジェスチャがいくつかあった．よって， [9]の

ジェスチャセットからジェスチャを除外もしくは改変

し，歩行中も認識が可能と考えられるジェスチャを従

来ジェスチャとして選択した．まず，歩行と同じ方向，

もしくは 180 度逆の方向に腕を動かす 2 種類のジェス

チャは，歩行中の腕の軌道と全く同じである．すなわ

ち，歩行中の腕の動きによってその 2 種類のジェス

チャが行われたと判断される可能性が高い．よって，

歩行と同じ方向，もしくは 180 度逆の方向に腕を動か

す 2 種類のジェスチャは比較する従来ジェスチャから

除外した．さらに，1 と 4 の元のジェスチャは，その

まま用いると図  1 より胴体の方向へ腕を動かすジェ

スチャとなるため使用できない．しかし，体から腕を

一度離すことで腕を下げた歩行中にも使用できるため，

改変して従来のジェスチャに加えた．  

図  2 と図  3 より，提案ジェスチャとして 5 種類，比

較ジェスチャとして 6 種類のジェスチャにおいて，歩

行中にそれらのジェスチャを行ったときの加速度デー

タを収集した．実験にあたっては，被験者に図  3 を用

いてジェスチャの軌道のみを伝えた．一方で，どの程

度腕を動かすかや，人間との相対的な位置関係につい

ては説明していない．なお，実際の実験では，どの被

験者も腕を下げた状態から 40 度ほど腕を持ち上げた

範囲で図  3（図中の黒丸及び矢印は図  2 と同様）の

ジェスチャを行っているように見受けられた．  

4.2. データ収集方法  

歩行中に，提案する 5 種類と比較する 6 種類のジェ

スチャを行ったときの加速度データを収集した．デー

タ収集の被験者は，20 代から 50 代の 5 名 (男性 2 人，

女性 3 人 )である．データ収集には Android Wear 端末

(SONY smartwatch 3)を使用した．被験者は全員右利き

であったため，スマートウォッチは左手首に装着した．

また，右手にはスマートフォンを持ってもらった．  

データの収集方法として，実験の前に被験者に以下

の点を説明した上で 11 種類のジェスチャを行ったと

きの加速度データを収集した．  

 

1. 「被験者に行ってもらうジェスチャは 11 種類．」 

2. 「図  2 と図  3 によりそれぞれのジェスチャを説

明．」  

3. 「歩行を開始してから 5 秒ごとに 4 回同じジェス

チャを行うこと．これを 1 種類のジェスチャにつき 3

回繰り返す．ジェスチャの速度について指示しない．」 

4. 「各種類のジェスチャ終了毎（４回の同じジェス

チャ終了毎）に右手に持ったスマートフォンの記録ボ

タンを右手で押す．各種類のジェスチャを終えたら歩

行中の腕の振りへ戻る．」  

 

次に，1 種類のジェスチャを 4 回行う試行の流れを

以下に示す。  

 

1. 「実験担当者が収集システムを起動．」  

2. 「被験者がスマートフォンのタイマーのスタート

ボタンを押すと同時に歩行を開始．」  

3. 「右手に持ったスマートフォンに表示されるタイ

マーに従い，5 秒ごとにジェスチャを行う．」  

図  3 従来ジェスチャのパターン  



 

 

4. 「ジェスチャを 4 回行ったあと、被験者がスマー

トフォンのタイマーのストップボタンを押す．」  

5. 「実験担当者が収集システムを終了．」  

 

各被験者に，上記の一連の動作をジェスチャ 11 種類

分行ってもらった．これにより，被験者がスタートボ

タンを押し，ジェスチャを 4 回行い，ストップボタン

を押すまでの間の，約 25 ミリ秒ごとの加速度サンプ

ルが全て得られる．この加速度サンプルのデータから

ジェスチャを行った際の加速度データを切り取って学

習データとして使用する．被験者にジェスチャの終了

時に記録ボタンを押してもらうことで，被験者が記録

ボタンを押した瞬間に取得されたサンプルにジェス

チャの終わりであるという情報が付与されている．

ジェスチャの終わりの情報が付与されたサンプルより

前に取得された最新の加速度サンプル 64 個，合計約

1.6 秒を一つの加速度データとして切り取り，上記の

一連の動作で行っていたジェスチャを教師データとし

てラベル付けした．すなわち，上記の一連の動作で得

られた加速度サンプルのデータからは，ジェスチャを

行った際の加速度データが 4 個取得できるということ

である．  

4.3. データ収集結果  

実験により，被験者 1 人に対して，11 種類の各ジェ

スチャにおいて 10 個から 12 個の加速度データが収集

できた．スマートフォンの記録ボタンの押し損ないな

どにより，被験者ごと，ジェスチャごとに収集できた

加速度データの総数が変わってしまったと思われる．

よって，被験者ごと，ジェスチャごとの加速度データ

の数を統一するために，それぞれのジェスチャにおい

て，取得した順における始めの 10 個の加速度データ

を使用するとする．結果，SVM での学習に用いる収集

データとして，被験者 1 人に対して，11 種類の各ジェ

スチャにおいて 10 個の加速度データが得られた．被

験者は 5 人なので，合計 550 個の加速度データが得ら

れた．  

5. ジェスチャ識別器の評価  

本節では，収集した加速度データから提案手法によ

り得られる SVM の識別器を評価する．  

5.1. 評価指標  

識別器を評価するために，評価指標として正解率

(Accuracy)と検出率 (Recall)を用いた．正解率と検出率

は以下のように表される．  

テストに用いられた加速度データ全体の集合 T = 

{ T1, T2, … , Tk }とする．このとき，k はラベルの個

数，Ti ( i = 1, 2, … , k)は T の部分集合であり，ジェス

チャ i のラベルがつけられた加速度データ全体の集合

である．一方，学習データを用いて生成された識別器

による分類データの集合を C = { C1, C2, … , Ck }と表

す．Ci は C の部分集合であり，識別器によってジェス

チャ i の加速度データであると識別された加速度デー

タ全体の集合である．このとき，  

と表される．  

5.2. 学習データにおける評価  

収集した加速度データから生成される SVM の識別

器の正解率を評価する．SVM には多クラス分類の C-

SVM を用いた．評価には 10 クロスバリデーションを

利用した．収集データをそれぞれデータ数が同程度に

なるように 10 分割し，それぞれがテストデータとな

るような識別器を 10 個生成してそれぞれ正解率を算

出し平均を求めることで全体の正解率を得る．  

なお，SVM（RBF カーネル）におけるパラメータ設

定においては，グリッドサーチを用いた．具体的には，

コスト C とガンマγの最適な値を調べるために， -5≦

log2C≦15 と -15≦ log2γ≦3 の範囲における 1 刻みの

全ての C とγのペアの場合での最適なパラメータを用

いた．  

収集データを用いて，提案するジェスチャについて

は b のジェスチャと c のジェスチャの組み合わせ 4 通

りを考慮した，4 通りの 3 種類のジェスチャを用いた

ときの識別器の推定正解率を調べた．比較するジェス

チャについては，6 種類のうち 3 種類の組み合わせ 20

通りを考慮した，20 通りの 3 種類のジェスチャを用い

たときの識別器の推定正解率を調べた．これら 24 通

りの 3 種類のジェスチャを用いたときの識別器の推定

正解率の結果を表  1 に示す．表  1 におけるジェスチャ

は図  2 と図  3 内で用いられている番号で表されてい

る．  

表  1 より，提案ジェスチャにおいては図  2 の a と

b-2 と c-1 のジェスチャの組み合わせが最も良い推定

正解率となった．a と b-2 と c-1 のジェスチャを用いた

ときに，C=0.03125,γ=1.0 で推定正解率は 87.3%となっ

た．よって，本研究では図  2 の a と b-2 と c-1 のジェ

スチャ 3 種類を歩行中に用いるジェスチャとして採用

する．また，表  1 より，比較するジェスチャにおいて

は図  3 の 2 と 4 と 5 のジェスチャの組み合わせが最も

良い正解率が得られた．2 と 4 と 5 のジェスチャを用

いたときに， C=4.0,γ =0.00390625 で推定正解率は

89.3%となった．  

 正解率 A = ∑
|𝑇𝑖 ∩ 𝐶𝑖|

|𝑇|
𝑘
𝑖=1  (3) 

 ラベル i の検出率 R i = 
|𝑇𝑖 ∩ 𝐶𝑖|

|𝑇𝑖|
 (4) 



 

 

表  1 ジェスチャの組み合わせによる  

推定正解率のパーセンテージ表示  

  

5.3. ジェスチャ単体での評価  

5.2 項で得られた提案するジェスチャ 3 種類のジェ

スチャにおける詳細な評価を行う．  

その分類結果を表  2 のような混同行列に表した．表  

2 の値は，対応する正解ラベルがつけられた全ての

データのうち，対応する推定ラベルとして推定された

データの割合をパーセンテージで表している．  

 

表  2 分類テストの結果，  

正解ラベルの加速度データ群のうち，  

推定ラベルとして分類された  

加速度データの割合のパーセンテージ表示  

 推定ラベル  

a-1 b-2 c-1 

正解ラベル  

a-1 98.0 0.0 2.0 

b-2 14.0 82.0 4.0 

c-1 20.0 6.0 74.0 

 

表  2 より，a のジェスチャに関しては 98.0%と高い

検出率が得られた．しかし，c-1 のジェスチャに関して

は 74.0%と低い検出率である．特に，本来は c-1 のジェ

スチャであるデータが a のジェスチャと推定された割

合が 20.0%もある．つまり， c-1 のジェスチャは a の

ジェスチャと混同されやすいということである．  

6. 考察  

本研究で収集したデータから得られた，提案する 3

種類のジェスチャを識別する識別器の正解率は 87.3%

であった．一方，比較する 3 種類のジェスチャを識別

する識別器の正解率は 89.3%となった．正解率だけを

比べると本研究の方が正解率はわずかに低い．よって，

正解率を高める方法を考察する．  

6.1. ジェスチャにおける考察  

表  2 から，主な原因として c-1 の反時計ひねりジェ

スチャの検出率の低さが挙げられる．表  2 から， a の

たたくジェスチャと混同されやすいことが分かる．図  

1 から，c-1 の反時計ひねりジェスチャは体の背面方向

へ強くひねる．その際にひじや二の腕など腕の他の部

分も含めて，体にぶつかっている可能性が考えられる．

a のジェスチャは体にたたいてぶつけるジェスチャで

あるため， c-1 のジェスチャが a のジェスチャに混同

されやすいということが考えられる．よって， c-1 の

ジェスチャを別のジェスチャと変更することで，提案

するジェスチャの正解率を向上することができると考

える．例えば，c-1 のジェスチャは始めに体の背面方向

へ強くひねり，ゆっくり元の体勢に戻るとしているが，

戻る際も強くひねるジェスチャが考えられる．  

6.2. 学習データにおける考察  

正解率を高めるためには，より多くの学習データを

用意する必要があると考える．本研究では 5 名の被験

者からデータを収集した．データを収集したときの様

子から，被験者によりジェスチャの仕方，さらに歩行

時の腕の振り方や歩行の速度にかなり個人差があった．

そのため，被験者一人あたりの各ジェスチャの試行回

数と被験者数をさらに増加させ，より多くの学習デー

タを用意することで被験者の個人差の影響を弱めて正

解率を高めることができると思われる．   

7. おわりに  

本稿では，スマートウォッチにおいて歩行中に腕を

下げたままの状態から片手で行えるジェスチャを提案

した．提案するジェスチャは，体の側面をかるくたた

くジェスチャ，腕を時計回りにひねるジェスチャ，腕

を反時計回りにひねるジェスチャの 3 種類である．こ

の 3 種類のジェスチャを認識するために，スマート

ウォッチに内蔵された 3 軸加速度計から得られる加速

度データにハールウェーブレット変換を行い，得られ

た学習データを SVM に与えることで識別器を生成し

た．そして，収集した加速度データから生成した識別

器の正解率は 87.3%であった．一方，既存のジェスチャ

3 種類の識別器の正解率は 89.3%となった．提案する

ジェスチャを用いた場合の正解率は，既存のジェス

チャを用いた場合の正解率と比べて低かった．正解率

は若干劣るものの、腕を大きく動かす必要がなく、歩

行中にも十分にジェスチャとして実行できるものであ

る．そして，ジェスチャ認識システムを構築し，実際

ジェスチャの組み合わせ  正解率 [%] 

(a,b-1,c-1) 86.7 

(a,b-1,c-2) 85.3 

(a,b-2,c-1) 87.3 

(a,b-2,c-2) 80.7 

(1,2,3) 84.0 

(1,2,4) 83.3 

(1,2,5) 80.7 

(1,2,6) 81.3 

(1,3,4) 88.7 

(1,3,5) 83.3 

(1,3,6) 84.7 

(1,4,5) 88.0 

(1,4,6) 88.0 

(1,5,6) 85.3 

(2,3,4) 88.7 

(2,3,5) 82.7 

(2,3,6) 83.3 

(2,4,5) 89.3 

(2,4,6) 87.3 

(2,5,6) 84.0 

(3,4,5) 83.3 

(3,4,6) 84.0 

(3,5,6) 79.3 

(4,5,6) 88.0 



 

 

にアプリケーションを作成することが今後の課題であ

る．また，直線に歩行している場合以外にも，道を曲

がる場合，立ち止まる場合，歩き始める場合などにも

適応できるような拡張も今後の課題である．  
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