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あらまし 本研究は，人間の製品の組立作業を支援するシステムの構築を目指している．人間の作業を支援

するためには，システムが作業中の人間の動作を自動的に認識できる必要がある．これを実現する方法とし

て筆者らは，作業者と組立部品に取り付けたセンサノードから取得したデータを分析し，作業の過程を自

動的に抽出する方法を提案する．本稿では，センサノードを用いたデータ収集システムの詳細と，収集し

たセンサデータを分析して，作業を構成する個々の動作である「作用素」を抽出する方法について述べる．
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Abstract Our goal is development of the system to support assembly work processes. For support-

ing human work processes, it is necessary to recognize automatically the motions included in a process.

Therefore, in this paper, we proposed a method to extract such human motions, which we call ’elemental

physical effects,’ from a work process using sensor data obtained by sensor nodes, which attached to

workers and assembly parts, for supporting assembly work. We described our proposed system to obtain

sensor data using many small wireless sensor nodes, moreover we mentioned experiments to evaluate our

method in several assembly work processes.
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1. は じ め に

近年，人間のさまざまな作業の効率化を目指す work-

flow management と呼ばれる研究が盛んに行われてい

る [1]～[4]．この研究の特徴は，作業者と作業に関わる物

に取り付けたセンサノードから取得したセンサデータを

利用して，作業過程を促進あるいは自動化する．例えば

Lampeらのシステム [1]は，飛行機工場の工具に RFID

を取り付け，センシングした位置データを用いて工具の管

理を支援する．このように，現在 workflow management

研究においてさまざま作業支援が実現されている．

こうした workflow management 研究を製品の組立作

業の効率化に応用するという試みがなされている．例え

ば Antifakos らは，接触センサと LED を用いた家具の

組立作業を支援するシステムを構築している [2]．このシ

ステムは組立部品に取り付けられた接触センサを用いて，
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家具がどこまで組み立てられたかという情報を取得する．

そして，作業者が次に組み立てるべき部品を組立部品に

取り付けられた LEDを使って指示することで，大幅に作

業時間を短縮することに成功した．しかしこのシステム

は，組立手順の誤りという作業の効率化を妨げる要因の

1つを解決したに留まっている．例えばこのシステムは，

片手のみで組立作業をする傾向のある作業者に，もう片

方の手を有効に利用するようにアドバイスすることがで

きない．このような作業者個別の特性も作業の改善の対

象とするためには，作業者の細かな動作も取得し，作業

を詳細に分析する必要がある．しかし，組立作業の中の

「どのような動作をセンサで取得すれば作業の分析ができ

るか」という取得すべき動作の種類について，これまで

議論が少なかった．

このため，筆者らはまず作業を構成する最小構成要素

である「作用素」という動作セットを定義した．そして

この作用素をセンサを使って抽出し，作業の過程を作用

素のシーケンスとして表現する方法を提案した [5]．さら

にこの方法を用いることで，家具を組み立てる作業を詳

細に分析し，効率が作用素の数や時間などを調べること

で評価できることを示した [6]．しかし，作業過程を自動

的に作用素へ分類する具体的な手法については，実現し

ていなかった．そこで本研究では，センサデータから作

用素へ自動的に分類する具体的な方法を提案し，この手

法の評価実験を行う．本手法は，作業者と作業に関わる

物に取り付けたセンサノードから取得できる加速度・方

位・照度の変化を利用して，作用素へ分類を行う．

本手法で用いる作用素は，作業中の人間の細かな動作

を表現でき，さらに，作用素を用いた分類の結果からさま

ざまな作業を分析可能でなければならない．そこで，作

業過程の冗長性を除去し生産性の向上を目指す Industry

Engineering (IE) [8] の研究成果を利用する．IE の特徴

は，作業過程を基本動作の組み合わせで表現することで

ある．代表的な IE の手法の一つに，Gilbreth により約

100年前に提案されたTherblig分析法 [9]がある. この分

析法では，作業者の動作を 17 の基本動作（Therblig）へ

分類した結果を利用して，分析する．作用素を選定では，

この Therblig に加えて，道具の機能を表現する Work

Functions（WF）[10] も基にしている．このため，作用

素を用いて作業者の細かな動作だけでなく道具や部品の

状態も表現でき，さまざまな作業過程を記述できる．

本研究では，作用素のセンシングのために，筆者らが

開発したセンサノードを用いた [7]．このセンサノードは

加速度・方位・照度・温度をセンシングすることができ

る．このセンサノードは小型軽量であり，作業者に取り

付けても負担を掛けることなく動作を取得することがで

きる．取得したセンサデータは無線でサーバに収集され

た後，データベースに蓄えられる．

さらに評価実験では，組立作業において出現する作用

素のうち作業の分析に必要な作用素を，提案した分類手

法を用いてどの程度の精度で検出できるか調べた．この

図 1 作業支援のためのアプローチ

図 2 センサノードの外形

実験の結果，本分類手法を使うことで，作業の分析に必

要な作用素を少なくとも 88%以上の精度でセンシングで

きることを確認した．

2. アプローチ

さまざまな作業を支援するシステムを構築するために，

図 1に示すアプローチを取る．このアプローチでは，ま

ずセンサノードを用いて作業過程をセンシングする．次

に，作業を解析するためには，センシングしたセンサデー

タを人間が解釈できるような記号に変換する必要がある．

本研究ではこの変換処理を記号化と呼ぶ．そして記号化

した結果を用いて作業を分析し，作業の効率を推定する．

作業効率を推定することができれば，「作業効率が低下し

たら休憩を促す」，「作業効率の良い熟練者と作業効率の悪

い初心者の作業方法の違いを初心者に指摘する」といっ

た作業支援が可能となる．

2. 1 センシング

本研究では，位置情報だけでなく作業者の細かな動作

も取得するために，加速度（3軸）・方位（2軸）・照度・

温度をセンシングできるセンサノードを複数用いた．利

用するセンサノードの外形を図 2に示す．センサノード

のサイズは 10[mm]× 23[mm]× 38[mm]であり，バッテ

リーと合わせての重さは 28[g] と小型軽量である．この

サイズは，作業者にセンサノードとバッテリーを取り付

けても，作業者の負担にはならない程度である．センサ

ノードは，バッテリーを使用することで 11時間連続で稼
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図 3 センサデータの収集方法

図 4 選定した作用素

動可能である．

図 3 に示すように，取得したセンサデータは無線で

Linuxサーバに収集された後，データベースに蓄えられ

る．本研究での検証実験において，最大で 28 個 (作業

者 3個，部品 25個)のセンサノードを使用した．センサ

ノードと Linux サーバとの無線通信には，Zigbee を利

用した．センサデータの通信間隔は 100[msec]であった．

サーバに集められたセンサデータは，PostgreSQL に蓄

えられる．

2. 2 記 号 化

作業過程をセンシングしたデータを記号化するために

は，作業者の細かな動作を表現できる専用の語彙セット

が必要である．この語彙セットを得るための基本的な方

針として，センシング可能でかつ作業を十分に記述で

きる語彙セットを用意する．このため，人の動作を表現

する Therbligと道具の機能を表現するWork Functions

（WF）[10]を語彙セットの基とした．なぜなら Therblig

とWFは長年使用されている単語セットであり，さまざ

まな作業を記述することができるためである．Therblig

とWFを基とした語彙セットの選定方法については，す

でに文献 [5]で報告しているためここでは説明を割愛する．

図 4に選定した作用素とその作用素の種類及び単語の

説明を示す．提案する作用素には，包括関係と種類があ

る．作用素は，状態を表すものと状態の変化を表すもの

の 2種類に分類される．図 4において，包含関係は箇条

書きの中の「“―”印の単語」が「“●”印の単語」に対し

て下位である．

提案した作用素を用いることで，さまざまな作業過程

を表現できる．11の作用素のうち，特に組立作業に出現

する動作の例をいくつか示す．図 5(a)は左手がパイプに

(a) 接触する (b) 支え続けている

(c) 支え続けているかつ移

動させ続けている

(d) 接触させる

図 5 作用素の例

図 6 「荷物を運ぶ」を作用素で表現した例

「接触する」瞬間であり，図 5(b)は左手がパイプを「支

え続けている」状態である．また，図 5(c)は右手がパイ

プを「支え続けている」と同時に「移動させ続けている」

状態である．この例のように，作用素は同時に複数割り

当てられることもある．図 5(d)は右手と左手がそれぞれ

パイプを「接触させている」状態を発生させている瞬間

である．このような作用素を組み合わせることで，一般

的な単語を表現できる．例えば，「荷物を運ぶ」という作

業過程を作用素で表現すると図 6のようになる．

2. 3 作業の分析

さまざまな作業を支援するためには，記号化の結果を

用いて作業を分析して作業効率を推定する必要がある．

筆者らは文献 [6] において，作業効率を比較するために

「同じ作業者が，同じタスクを繰り返し行ったケースの 1

回目と 2回目」「違う作業者が，同じタスクを行ったケー

ス」を対象として，作業者と作業に関わる物に対して記

号化した．そして，これらの作業の効率を，観測された

作用素の数・出現割合・平均時間を用いて分析した．こ

の結果，作用素の観測される個数，継続の作用素の実施

に要する時間の割合，継続の作用素の実施に要する平均

時間を用いることで作業効率を推定できた．また，作用
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素の中で特に「動き続けている」，「停止し続けている」，

「分離させる」，「移動させ続けている」，「接触し続けてい

る」という 5つの作用素が，効率の良し悪しに直接影響

を及ぼしていることがわかった．なお，作業の分析につ

いての詳細は文献 [6]を参照されたい．

3. センサデータの分類

2. 3に示したように，作業の分析を目指す際，11の作

用素の全てをセンシングする必要はない．

作用素は，動作の「主体」と動作の「対象」をとり得

る．例えば，作用素「接触する」の主体と対象は，手が

パイプと接触する場合，手が主体でありパイプが対象と

なる．作用素には主体と対象が可換なものと非可換なも

のがある．例えば，可換なものには「接触する」があり，

非可換なものには「支え続けている」がある．11の作用

素はセンシングの方法によって，次の 3種類に分けるこ

とができる．

●自身および対象の動きに関わる作用素 「動き続けてい

る，停止し続けている，移動させ続けている」

●自身と対象の接触に関わる作用素 「接触し続けてい

る，支え続けている，接触する，放す，接触させる，分

離させる」

●自身と対象の圧力に関わる作用素 「圧し続けている，

押す」

ここで，「動き」，「接触」，「圧力」に関わる作用素は，そ

れぞれ加速度センサ，近接センサ，圧センサを使ってセ

ンシングできる．

2. 3 の議論により，作用素「支え続けている」と「圧

力」に関わる作用素「圧し続けている，押す」は作業効率

を評価する上で重要ではない．よって，提案した 11の作

用素の内，「動き」と「接触」に関わる 8つの作用素（動

き続けている，停止し続けている，移動させ続けている，

接触し続けている，接触する，放す，接触させる，分離さ

せる）についてセンシングを試みる．本研究では，セン

サノードより取得したセンサデータを記号化する処理を，

センサデータから記号への分類と呼ぶ．本節では，この

8 つの作用素をセンサデータから作用素へ分類する具体

的な手法を説明する．

本研究でセンシングを目指す 8つの作用素のうちの 4

つは，作業過程からセンサノードを用いて取得したセン

サデータの加速度・方位・照度を用いてセンシング可能

である．「動き」に関わる作用素の中の「動き続けている，

停止し続けている」は，センサデータの加速度の変化か

ら分類する．「接触」に関わる作用素「接触する，放す」

の分類については，物体と物体が接触する場合と人と物

体が接触する場合で，それぞれセンサデータの照度と方

位を利用する．本研究では作業分析の対象として組立作

業を想定しているため，物体と物体の接触は組立部品同

士の接触であり，人と物体の接触は作業者と組立部品の

接触である．

これらの 4 つの作用素の分類結果を利用することで，

センサデータから直接分類できない残りの 4つの作用素

へ分類することができる．例えば，作用素「移動させ続

けている」への分類は，作業者の手と物体に作用素「動

き続けている」が割り当てられていれば，作業者の手に

対して作用素「移動させ続けている」を割り当てる．

3. 1 動 き

まず，センサデータの加速度の変化を用いて作用素「動

き続けている，停止し続けている」へ分類する方法につい

て述べる．対象に取り付けられたセンサノードの加速度

の変化がある閾値以上かどうかで，対象が「動いている又

は停止している」を推定する．以下に具体的な手順を述

べる．時刻 t(t = 0, . . . , n)における，ある対象の x, y, z

軸方向の加速度を

a [t] =

 ax [t]

ay [t]

az [t]


とする．センサデータを平滑化するためaのNa 項移動平

均を求めると，

aa [t] =

t∑
τ=t−Na−1

a [τ ]

Na
(1)

となる．加速度の 1時刻前との差 ad [t]は

ad [t] = aa [t] − aa [t − 1]

で求められるので，時刻 tの加速度の変化の大きさ an [t]

は，

an [t] =

√
ad x [t]2 + ad y [t]2 ad z [t]2 (2)

対象が「動いている又は停止している」と判定するための

閾値を Ta で与え，an [t] >= Ta ならば「動き続けている」

とし，an [t] < Ta ならば「停止し続けている」とする．

3. 2 組立部品同士の接触

次に，作用素「接触する，放す」の分類法のうち，セ

ンサデータの照度を利用して，組立部品同士の接触をセ

ンシングする場合について述べる．組立部品の接触部分

に埋め込まれたセンサノードの照度を利用すれば，組立

部品同士が接触しているかどうかを推定することができ

る．すなわち，接触部分の照度がある閾値 Tl 未満に低下

すれば，組立部品同士の接触によって光が遮断されたと

推定できるため，作用素「接触する」を割り当てる．逆

に，照度がある閾値以上に上昇すれば，組立部品同士が

分離されたと推定できるため，作用素「放す」を割り当

てる．具体的には，以下の手順で作用素「接触する，放

す」への分類を行う．時刻 t(t = 0, . . . , n)におけるある

組立部品内部に取り付けたセンサノードの照度を l [t]と

する．センサデータを平滑化するため，式 (1)と同様に

してaの Nl 項移動平均を la [t]求める．ある組立部品が

「接触している又は分離している」の閾値を Tl で与えた

とき，la [t] >= Tl から la [t] < Tl へ変化した場合はその
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瞬間を作用素「接触する」とする．逆に，la [t] < Tl か

ら la [t] >= Tl へ変化した場合はその瞬間を作用素「放す」

とする．

3. 3 作業者と組立部品の接触

続いて作用素「接触する，放す」の分類法のうち，セ

ンサデータの方位を利用して，人と物体の接触をセンシ

ングする場合について述べる．作業者が組立部品を「掴

む，離す」動作をセンサデータから検出するために，作

業者が組立部品を「掴む，離す」直前に作業者に「組立部

品を一定時間回転させる」作業の妨げにならない程度の

ジェスチャーを行ってもらう．センサデータの方位の変化

がある閾値以上であれば，ジェスチャーを行っていると

推定して作用素「接触する，放す」を交互に割り当てる．

分類の具体的な手順は以下である．時刻 t(t = 0, . . . , n)

におけるある対象の x, y 軸の方位を，

d [t] =

[
dx [t]

dy [t]

]
とする．方位の 1時刻前との差 dd [t]は d [t]−d [t − 1]で

あるので，式 (2)と同様にして方位の変化の大きさ dn [t]

を求める．ジェスチャーを行う瞬間を切り出すため，式

(1)と同様にして dn [t]の Nd 項移動平均を求める．作業

者がジェスチャーを行っているかいないかの閾値を Td で

与えたとき，dn [t] >= Td ならば作業者がジェスチャーを

行っていると推定し，作用素「接触する，放す」を交互

に割り当てる．

3. 4 その他の分類法

以上の 4つの作用素の分類の結果を利用して，残りの

4つの作用素「移動させ続けている，接触し続けている，

接触させる，分離させる」へ分類することが可能である．

例えば図 6のように，人と荷物に対して同時に作用素「動

き続けている」が割り当てられていれば，人に対して作

用素「移動させ続けている」を割り当てればよい．作用

素「接触し続けている」は，作用素「接触する」が割り

当てたられた瞬間から，作用素「放す」が割り当てたら

れた瞬間までに割り当てればよい．作用素「接触させる，

分離させる」は，作業者の複数の組立部品に対する動作

である．組立部品同士に対して作用素「接触する」が割

り当てられた瞬間に，その組立部品と作業者の手に作用

素「接触し続けている」が割り当てられている状態であ

れば，作業者の手に対して作用素「接触させる」を割り

当てる．同様に，組立部品同士に作用素「放す」が割り

当てたられた瞬間に，その組立部品と作業者の手に作用

素「接触し続けている」が割り当てられている状態であ

れば，作業者の手に対して作用素「分離させる」を割り

当てる．

4. センサデータの分類実験

本節では，前節で提案した分類法を評価することを目

的として，実際に作業過程からセンシングしたデータを

作用素へ分類した実験について述べる．本実験において

図 7 組立てられた四角形

(a) 測定対象の表面 (b) 測定対象の内部

図 8 センサノードの取り付け箇所

分類の対象とする作業は，パイプとジョイントを組み立

てる作業である．この作業過程からセンサノードによっ

て取得したセンサデータの作用素への分類を試みた．セ

ンサデータを作用素へ分類した結果を可視化するために，

Anvil [11] を利用した．Anvil は，Kipp によって開発さ

れた動画像に対するアノテーションツールである．Anvil

を用いることによって，作業を撮影した映像を参照しな

がら，XML 形式でデータベース化された作用素への分

類結果に，GUIを通してアクセスすることができる．

4. 1 実験の内容

本実験の目的は，3. 1で述べた「動き」，3. 2の「組立

部品同士の接触」，および 3. 3 の「作業者と組立部品の

接触」に対応する動作ををそれぞれセンシングする．こ

のうち「動き」と「作業者と組立部品の接触」について

の分類の実験は，パイプとジョイントで簡単な形を組み

立てる作業を対象にした．「組立部品同士の接触」につい

ての分類の実験は，パイプとジョイントの接触と分離を

繰り返す作業を対象にした．分類の実験は下記のとおり

2種類行った．

●実験 1 この実験は，組立作業中の「動き」と「作業者

と組立部品の接触」を加速度と方位を用いてセンシング

して作用素へ分類する．組立作業に使用する部品として

は，イレクターとして一般に販売されている長さ 30cm

のパイプ 4本，二足ジョイント 2個，三足ジョイント 2

個を用いた．作業者は，これらの部品を用いて図 7に示

す四角形を組み立てる．図 8(a)のように作業者と各部品

にセンサノードを取り付けることで，四角形を組み立て
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図 9 実験の様子

図 10 分類の結果

る際に出現する動作をセンシングした．

●実験 2 この実験では，パイプとジョイントの接触と分

離を繰り返す作業の「組立部品同士の接触」を照度を用

いてセンシングして作用素へ分類する．この分類を行う

ために，組立部品内部にセンサーノードの埋め込み，組

立部品の接触部分の照度を取得した．センサノードの取

り付け箇所は，図 8(b)のようにパイプの内部である．パ

イプとジョイントの接触と分離を繰り返す作業で使用す

る部品としては，実験 1で使用した長さ 30cmのパイプ

1本，二足ジョイント 1個である．実験 2において作業

者は，このパイプとジョイントの接触と分離を 5回繰り

返す．本実験における分類の処理は，パイプの内部に取

り付けた 1つのセンサノードより取得したセンサデータ

に対して行った．

4. 2 実験の設定と結果

作業過程の記録については，図 9のように 2台のカメ

ラを配置して撮影した．タスク開始時に，組立部品を予

め作業領域内に置いておき，作業者は作業領域内で作業

を行うようにすることで，作業者の手元が常に映るよう

した．

実験 1の作用素「動き続けている，停止し続けている」

への分類を行った結果を図 10に示す．図 10の分類結果

の表示には，ANVILを利用している．実験 1において，

作業者は四角形の組み立てを 30秒程度で行った．一方実

験 2では，作業者はパイプとジョイントの接触と分離を

5回繰り返す作業を 1，2分程度で行った．

実験 1の「動き」については，1人の作業者に 1回四

角形を組み立てる作業の際の，作業者の右手と左手に加

え，パイプ 4 本とジョイント 4 個に取り付けた計 10 個

のセンサノードより取得したセンサデータに対して，分

類を試みた．また，実験 1の「作業者と組立部品の接触」

については，2人の作業者に 1回四角形を組み立てる作

業の際の，8つの組立部品のうちパイプ 2本とジョイン

ト 1個に取り付けた計 3個のセンサノードより取得した

センサデータに対して分類を行った．一方実験 2の「組

立部品同士の接触」については，3人の作業者がパイプと

ジョイントの接触と分離を 5回繰り返す作業の際の，パ

イプに取り付けた 1個のセンサノードより取得したセン

サデータに対して分類を行った．

5. 分類法の評価

本節では，前節で述べた実験結果を利用した，提案す

る分類法の評価について述べる．この評価は，同じ作業

に対する作用素への分類を「人手によって行った場合」と

「本分類法を用いて行った場合」の結果を比較する．比較

の際には，人手による分類を正解として，本分類法を用

いた分類の正解率を調べた．

5. 1 評 価

前節では，パイプとジョイントで簡単な形を組み立て

る作業を対象として「動き」と「作業者と組立部品の接

触」について作用素へ分類する実験（実験 1）と，パイ

プとジョイントの接触と分離を繰り返す作業を対象とし

て「組立部品同士の接触」について分類する実験（実験

2）を説明した．以下，それぞれの実験の分類結果を使っ

て分類手法を評価する．

5. 1. 1 実 験 1

実験 1における「動き」については，センサデータの

加速度を利用して，作用素「動き続けている，停止し続

けている」へ分類した．この分類の結果，2種類の作用素

「動き続けている，停止し続けている」が合計で 68回セ

ンシングされた．この本分類手法による分類結果を，人

手による分類結果を正解として比較すると，作業者が行っ

ていない動作を誤まって検出したケースが 6回，行った

動作を誤って検出できなかったケースが 2回あった．こ

の結果より「動き」については，センサデータから作用

素への分類の正答率は 60/68 = 88.2%となる．なお，こ

の分類においてパラメータの値は，実験的に求めた結果，

Na = 10, Ta = 0.9であった．閾値 Ta を大きくしすぎる

と，行った動作を誤って検出できないケースが増え，逆

に Ta を小さくしすぎると，行っていない動作を誤まって

検出するケースが増える．

なお「動き」についての分類では，1 秒以下の動きが

あったとしても停止しているものとするルールを用いた．

この短時間の動きを無視するルールを使った場合でも作

業の分析が可能であることは，すでに [6]で確認している．

実験 1における「作業者と組立部品の接触」について

は，センサデータの方位の変化を利用することで作用素

「接触する，放す」へ分類した．この分類の結果，2種類

6



図 11 方位ベクトルの時間変化の大きさ

表 1 分類の正答率
動き 接触（作業者

と組立部品）

接触（組立部

品同士）

88.2% 94.1% 93.8%

の作用素「接触する，放す」が合計で 17回センシングさ

れた．人手による分類結果を正解として，この分類結果

を見ると，作業者が行った動作を誤って検出できなかった

ケースが 1回あった．よって「作業者と組立部品の接触」

における，センサデータから作用素への分類の正答率は

16/17 = 94.1%となった．この分類でのパラメータの値

は，実験的に求めた結果，Nd = 10, Td = 24であった．

図 11に，パイプに取り付けたセンサノードの方位から

計算される dn を示す．dn は 3. 3で説明した，方位ベク

トルの時間変化の大きさである．図 11より，閾値 Td が

24であるため，dn が 24以上の時刻（20分 54秒，23分

3 秒，24 分 5 秒，26 分 4 秒）に作用素「接触する，放

す」を交互に分類できる．

5. 1. 2 実 験 2

実験 2 における「組立部品同士の接触」については，

センサデータの方位の変化を利用して作用素「接触する，

放す」へ分類した．この分類の結果，2種類の作用素「接

触する，放す」が合計で 32回センシングされた．人手に

よる分類結果を正解として，この分類結果を見ると，作業

者が行っていない動作を誤まって検出したケースが 2回

あった．よって「組立部品同士の接触」については，セン

サデータから作用素への分類の正答率は 30/32 = 93.8%

であった．誤認識は，パイプとジョイントが接触している

にも関わらず，パイプの向きの変化によりパイプ内に取り

付けたセンサノードが照明の光を直接検出して，照度の値

が一時的に高くなったためであった．この分類においてパ

ラメータの値は，実験的に求めた結果，Nl = 10, Tl = 4

であった．

5. 2 ま と め

提案した分類手法の「動き，作業者と組立部品の接触，

部品同士の接触組立」の正答率を表 1にまとめる．表 1

より，作業の効率を測るためにセンシングする必要のあ

る 4 つの作用素（動き続けている，停止し続けている，

接触する，放す）は，88% 以上という高い精度でセンシ

ング可能であることが確認できる．この結果を利用する

ことで，センサノードを用いた自動的な作業の分析が可

能となると考えられる．

6. お わ り に

本研究では，センサデータを作用素へ自動的に分類す

る具体的な方法を提案し，この手法の評価実験を行った．

本分類手法は，作業者と作業に関わる物に取り付けたセ

ンサノードから取得できる加速度・方位・照度の変化を

見ることで，作用素へ分類を目指す．評価実験では，組

立作業において出現する作用素のうち作業の分析に必要

な作用素を，提案した分類手法を用いることでどの程度

正確に検出できるか調べた．実験の結果，本分類手法を

用いることで，作業の分析に必要な 4つの作用素を少な

くとも 88%以上という高い精度でセンシングできること

を確認した．
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