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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の動作を実施する対象者及び当該対象者の周囲の画像情報を取得する取得部と、
　所定の特徴として、前記対象者が前記所定の動作を実施する前の画像情報に基づいて、
前記取得部により取得された画像情報から前記所定の動作を実施する対象者の動作情報を
特定する特定部と、
　リハビリテーションの対象となるリハビリテーション対象者の特徴を表す情報を用いて
、前記特定部によって特定された動作情報に対応する対象者が前記リハビリテーション対
象者であるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって判定された判定結果を出力する出力制御部と
　を備える、動作情報処理装置。
【請求項２】
　前記リハビリテーション対象者の特徴を表す情報として、当該リハビリテーション対象
者の動作の特徴を表す対象者動作特徴情報を記憶する対象者動作特徴記憶部を更に備え、
　前記判定部は、前記対象者動作特徴記憶部を参照し、前記特定部によって特定された動
作情報に対応する対象者が前記リハビリテーション対象者であるか否かを判定する、請求
項１に記載の動作情報処理装置。
【請求項３】
　前記リハビリテーション対象者を介助する介助者の動作の特徴を表す介助者動作特徴情
報を記憶する介助者動作特徴記憶部を更に備え、
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　前記判定部は、更に、前記介助者動作特徴記憶部を参照し、前記特定部によって特定さ
れた動作情報に対応する対象者が前記介助者であるか否かを判定する、請求項１又は２に
記載の動作情報処理装置。
【請求項４】
　前記特定部によって特定された動作情報から、前記リハビリテーションを評価するため
の評価情報を生成する生成部を更に備え、
　前記出力制御部は、前記生成部によって生成された評価情報と、前記判定部によって判
定された判定結果とを対応づけて所定の記憶部に格納する、請求項１に記載の動作情報処
理装置。
【請求項５】
　前記出力制御部は、前記判定部によって判定された判定結果を確認させるための画面を
所定の表示部に表示させ、当該判定結果が確認されると、当該判定結果と、前記生成部に
よって生成された評価情報とを対応づけて前記所定の記憶部に格納する、請求項４に記載
の動作情報処理装置。
【請求項６】
　前記リハビリテーション対象者の身体的な特徴または前記リハビリテーション対象者の
付随物の特徴を表す対象者特徴情報を記憶する対象者特徴記憶部を更に備え、
　前記取得部は、更に、人物が撮影された人物画像を取得し、
　前記判定部は、更に、前記対象者特徴記憶部を参照し、前記取得部によって取得された
人物画像中の人物が前記リハビリテーション対象者であるか否かを判定する、請求項１に
記載の動作情報処理装置。
【請求項７】
　前記介助者の身体的な特徴または介助者の付随物の特徴を表す介助者特徴情報を記憶す
る介助者特徴記憶部を更に備え、
　前記取得部は、更に、人物が撮影された人物画像を取得し、
　前記判定部は、更に、前記介助者特徴記憶部を参照し、前記取得部によって取得された
人物画像中の人物が前記介助者であるか否かを判定する、請求項３に記載の動作情報処理
装置。
【請求項８】
　前記リハビリテーション対象者の身体的な特徴を、前記リハビリテーション対象者の電
子カルテに記録された情報から取得する、請求項７に記載の動作情報処理装置。
【請求項９】
　前記介助者を識別するための識別情報を記憶する識別情報記憶部を更に備え、
　前記取得部は、更に、人物が撮影された人物画像を取得し、
　前記判定部は、更に、前記取得部によって取得された人物画像から前記識別情報を抽出
し、抽出した識別情報が、前記識別情報記憶部に記憶された識別情報に対応する介助者で
あるか否かを判定する、請求項３に記載の動作情報処理装置。
【請求項１０】
　前記判定部によってリハビリテーション対象者であると判定された動作情報に含まれる
、前記リハビリテーション対象者の骨格に含まれる各関節の位置を表す骨格情報、及び、
当該リハビリテーション対象者が撮影された撮影画像情報のうち少なくとも一つに基づい
て、前記リハビリテーション対象者の個人情報を含まずに当該リハビリテーション対象者
の動作を確認可能な医用画像情報を生成する生成部を更に備える、請求項１に記載の動作
情報処理装置。
【請求項１１】
　前記特定部によって特定された動作情報に時系列順に含まれる、前記対象者の人体の骨
格を示す骨格情報、及び、当該対象者が撮影された撮影画像情報のうち少なくとも一つに
基づいて、前記対象者の個人情報を含まずに当該対象者の動作を確認可能な医用画像情報
を生成する生成部を更に備える、請求項１に記載の動作情報処理装置。
【請求項１２】
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　前記生成部は、前記骨格情報に含まれる各関節の位置を用いて、前記対象者の骨格を視
覚的に確認可能な画像情報を、前記医用画像情報として生成する、請求項１１に記載の動
作情報処理装置。
【請求項１３】
　前記生成部は、前記骨格情報に含まれる所定の部位の位置を用いて、前記撮影画像情報
に含まれる対象者の特徴を含む部位の少なくとも一部を隠蔽した画像情報を、前記医用画
像情報として生成する、請求項１１に記載の動作情報処理装置。
【請求項１４】
　前記生成部は、更に、前記骨格情報に含まれる各関節の位置を用いて、前記撮影画像情
報に含まれる対象者以外が撮影された画像の少なくとも一部を隠蔽した画像情報を、前記
医用画像情報として生成する、請求項１３に記載の動作情報処理装置。
【請求項１５】
　前記画像情報は、撮影範囲に含まれる各画素と、当該画素の深度とが対応付けられた深
度画像情報を含み、
　前記生成部は、処理対象となる時点の深度画像情報と、当該深度画像情報とは異なる時
点の深度画像情報とに基づいて、前記処理対象となる時点の深度画像情報から対象者の領
域を表す画像情報を、前記医用画像情報として生成する、請求項１１に記載の動作情報処
理装置。
【請求項１６】
　前記生成部は、前記医用画像情報として、前記撮影画像情報において床面の位置を表す
床面画像を含む画像情報を生成する、請求項１１～１５のいずれか一つに記載の動作情報
処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、動作情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リハビリテーション（rehabilitation）においては、疾病や外傷、老化現象など
の様々な原因により生じた心身の障害や、先天的な障害を有する者がより良い生活を送る
ことを目的として、多数の専門家による連携した支援が行われている。例えば、リハビリ
テーションは、リハビリテーション専門医、リハビリテーション看護師、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、義肢装具士、ソーシャルワーカーなどの多数の専門
家によって連携した支援が行われている。
【０００３】
　一方、近年、人物や物体の動きをデジタル的に記録するモーションキャプチャ（motion
　capture）技術の開発が進んでいる。モーションキャプチャ技術の方式としては、例え
ば、光学式、機械式、磁気式、カメラ式などが知られている。一例を挙げると、人物にマ
ーカを装着させて、カメラなどのトラッカーによってマーカを検出し、検出したマーカを
処理することにより人物の動きをデジタル的に記録するカメラ方式が知られている。また
、マーカ及びトラッカーを用いない方式としては、赤外線センサを利用して、センサから
人物までの距離を計測し、該人物の大きさや骨格のさまざまな動きを検出することで人物
の動きをデジタル的に記録する方式が知られている。このような方式を利用したセンサと
しては、例えば、Ｋｉｎｅｃｔ（登録商標）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－５６６９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、対象者以外を誤認識することを抑止することを可能
にする動作情報処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施の形態の動作情報処理装置は、取得部と、特定部と、判定部と、出力制御部とを備
える。取得部は、所定の動作を実施する対象者及び当該対象者の周囲の画像情報を取得す
る。特定部は、所定の特徴として、前記対象者が前記所定の動作を実施する前の画像情報
に基づいて、前記取得部により取得された画像情報から前記所定の動作を実施する対象者
の動作情報を特定する。判定部は、リハビリテーションの対象となるリハビリテーション
対象者の特徴を表す情報を用いて、前記特定部によって特定された動作情報に対応する対
象者が前記リハビリテーション対象者であるか否かを判定する。出力制御部は、前記判定
部によって判定された判定結果を出力する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る動作情報処理装置の構成例を示すブロック図であ
る。
【図２Ａ】図２Ａは、第１の実施形態に係る動作情報生成部の処理を説明するための図で
ある。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第１の実施形態に係る動作情報生成部の処理を説明するための図で
ある。
【図２Ｃ】図２Ｃは、第１の実施形態に係る動作情報生成部の処理を説明するための図で
ある。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る動作情報生成部によって生成される骨格情報の一
例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る動作情報処理装置の詳細な構成例を示すブロック
図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る取得部によって取得される骨格情報の一例を示す
図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第１の実施形態に係る特定部による処理の一例を説明するための図
である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、第１の実施形態に係る特定部による処理の一例を説明するための図
である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る特定部によって動作情報記憶部に格納される動作
情報の一例を示す図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る表示制御部によって表示される表示画像の一例を
示す図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る動作情報処理装置による処理の手順を示すフロー
チャートである。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る動作情報処理装置の詳細な構成例を示すブロ
ック図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、第２の実施形態に係る認識情報記憶部によって記憶される認識
情報の一例を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、第２の実施形態に係る認識情報記憶部によって記憶される認識
情報の一例を示す図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、第２の実施形態に係る特定部による処理の一例を説明するため
の図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、第２の実施形態に係る特定部による処理の一例を説明するため
の図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る動作情報処理装置による処理の手順を示すフ
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ローチャートである。
【図１４】図１４は、第３の実施形態に係る表示制御部によって表示される表示画像の一
例を示す図である。
【図１５】図１５は、第４の実施形態に係る入力部及び特定部による処理の一例を説明す
るための図である。
【図１６】図１６は、第５の実施形態に係る特定部による処理の一例を説明するための図
である。
【図１７】図１７は、第６の実施形態に係る特定部による処理の一例を説明するための図
である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、距離画像収集部によって撮影される距離画像の一例を示す図で
ある。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、距離画像収集部によって撮影される距離画像の一例を示す図で
ある。
【図１９】図１９は、第７の実施形態に係る医用情報処理装置の詳細な構成例を示すブロ
ック図である。
【図２０】図２０は、対象者動作特徴記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図２１】図２１は、介助者動作特徴記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図２２】図２２は、対象者画像特徴記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、介助者画像特徴記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図２４】図２４は、生成部の処理を説明するための図である。
【図２５】図２５は、格納部によって表示される表示画面の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、格納部によって表示される表示画面の一例を示す図である。
【図２７】図２７は、第７の実施形態に係る動作情報処理装置の処理手順の一例を説明す
るためのフローチャートである。
【図２８】図２８は、第７の実施形態に係る判定部における判定処理の処理手順の一例を
説明するためのフローチャートである。
【図２９】図２９は、第７の実施形態に係る動作情報処理装置の効果を説明するための図
である。
【図３０】図３０は、第８の実施形態に係る動作情報処理装置の構成例を示すブロック図
である。
【図３１】図３１は、個人特徴情報記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図３２】図３２は、第８の実施形態に係る動作情報処理装置の処理手順の一例を説明す
るためのフローチャートである。
【図３３】図３３は、第９の実施形態に係る動作情報処理装置の構成例を示すブロック図
である。
【図３４】図３４は、職員情報記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図３５】図３５は、第１１の実施形態に係る動作情報処理システムの構成例を示すブロ
ック図である。
【図３６】図３６は、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置の詳細な構成例を示すブ
ロック図である。
【図３７Ａ】図３７Ａは、第１１の実施形態に係る生成部の処理を説明するための図であ
る。
【図３７Ｂ】図３７Ｂは、第１１の実施形態に係る生成部の処理を説明するための図であ
る。
【図３８】図３８は、第１１の実施形態に係る医用画像保管装置に格納される閲覧用動作
情報の一例を示す図である。
【図３９】図３９は、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置による処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図４０】図４０は、第１１の実施形態の変形例１に係る生成部の処理を説明するための
図である。
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【図４１】図４１は、第１１の実施形態の変形例２に係る生成部の処理を説明するための
図である。
【図４２】図４２は、第１１の実施形態の変形例３に係る生成部の処理を説明するための
図である。
【図４３】図４３は、第１２の実施形態に係るワークステーションの詳細な構成例を示す
ブロック図である。
【図４４】図４４は、表示用情報記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。
【図４５】図４５は、第１２の実施形態に係る表示制御部の処理を説明するための図であ
る。
【図４６】図４６は、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置の詳細な構成例を示すブ
ロック図である。
【図４７】図４７は、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置による処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図４８】図４８は、サービス提供装置に適用される場合の一例を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る動作情報処理装置を説明する。なお、以下で説
明する動作情報処理装置は、動作情報処理装置単体として用いられてもよく、或いは、例
えば、カルテシステムや、リハビリ部門システムなどのシステムに組み込まれて用いられ
る場合であってもよい。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００の構成の一例を示す図である。
第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、例えば、医療機関や自宅、職場等にお
いて行われるリハビリテーションを支援する装置である。ここで、「リハビリテーション
」とは、障害、慢性疾患、老年病など、治療期間が長期にわたる患者の潜在能力を高めて
、生活機能ひいては、社会的機能を回復、促進するための技術や方法を指す。かかる技術
や方法としては、例えば、生活機能、社会的機能を回復、促進するための機能訓練などが
含まれる。ここで、機能訓練としては、例えば、歩行訓練や関節可動域訓練などが挙げら
れる。また、リハビリテーションの対象となる者を「対象者」と表記する。この対象者は
、例えば、病人やけが人、高齢者、障害者等である。また、リハビリテーションが行われ
る際に、対象者を介助する者を「介助者」と表記する。この介助者は、例えば、医療機関
に従事する医師、理学療法士、看護師等の医療従事者や、対象者を自宅で介護する介護士
、家族、友人等である。また、リハビリテーションは、「リハビリ」とも略記する。
【００１０】
　図１に示すように、第１の実施形態において、動作情報処理装置１００は、動作情報収
集部１０に接続される。
【００１１】
　動作情報収集部１０は、リハビリテーションが行われる空間における人物や物体等の動
作を検知し、人物や物体等の動作を表す動作情報を収集する。なお、動作情報については
、後述の動作情報生成部１４の処理を説明する際に詳述する。また、動作情報収集部１０
としては、例えば、Ｋｉｎｅｃｔ（登録商標）が用いられる。
【００１２】
　図１に示すように、動作情報収集部１０は、カラー画像収集部１１と、距離画像収集部
１２と、音声認識部１３と、動作情報生成部１４とを有する。なお、図１に示す動作情報
収集部１０の構成は、あくまでも一例であり、実施形態はこれに限定されるものではない
。
【００１３】
　カラー画像収集部１１は、リハビリテーションが行われる空間における人物や物体等の
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被写体を撮影し、カラー画像情報を収集する。例えば、カラー画像収集部１１は、被写体
表面で反射される光を受光素子で検知し、可視光を電気信号に変換する。そして、カラー
画像収集部１１は、その電気信号をデジタルデータに変換することにより、撮影範囲に対
応する１フレームのカラー画像情報を生成する。この１フレーム分のカラー画像情報には
、例えば、撮影時刻情報と、この１フレームに含まれる各画素にＲＧＢ（Red　Green　Bl
ue）値が対応付けられた情報とが含まれる。カラー画像収集部１１は、次々に検知される
可視光から連続する複数フレームのカラー画像情報を生成することで、撮影範囲を動画撮
影する。なお、カラー画像収集部１１によって生成されるカラー画像情報は、各画素のＲ
ＧＢ値をビットマップに配置したカラー画像として出力されても良い。また、カラー画像
収集部１１は、受光素子として、例えば、ＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Sem
iconductor）やＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）を有する。
【００１４】
　距離画像収集部１２は、リハビリテーションが行われる空間における人物や物体等の被
写体を撮影し、距離画像情報を収集する。例えば、距離画像収集部１２は、赤外線を周囲
に照射し、照射波が被写体表面で反射された反射波を受光素子で検知する。そして、距離
画像収集部１２は、照射波とその反射波との位相差や、照射から検知までの時間に基づい
て、被写体と距離画像収集部１２との距離を求め、撮影範囲に対応する１フレームの距離
画像情報を生成する。この１フレーム分の距離画像情報には、例えば、撮影時刻情報と、
撮影範囲に含まれる各画素に、その画素に対応する被写体と距離画像収集部１２との距離
が対応付けられた情報とが含まれる。距離画像収集部１２は、次々に検知される反射波か
ら連続する複数フレームの距離画像情報を生成することで、撮影範囲を動画撮影する。な
お、距離画像収集部１２によって生成される距離画像情報は、各画素の距離に応じた色の
濃淡をビットマップに配置した距離画像として出力されても良い。また、距離画像収集部
１２は、受光素子として、例えば、ＣＭＯＳやＣＣＤを有する。この受光素子は、カラー
画像収集部１１で用いられる受光素子と共用されても良い。また、距離画像収集部１２に
よって算出される距離の単位は、例えば、メートル［ｍ］である。
【００１５】
　音声認識部１３は、周囲の音声を集音し、音源の方向特定及び音声認識を行う。音声認
識部１３は、複数のマイクを備えたマイクアレイを有し、ビームフォーミングを行う。ビ
ームフォーミングは、特定の方向からの音声を選択的に集音する技術である。例えば、音
声認識部１３は、マイクアレイを用いたビームフォーミングによって、音源の方向を特定
する。また、音声認識部１３は、既知の音声認識技術を用いて、集音した音声から単語を
認識する。すなわち、音声認識部１３は、例えば、音声認識技術によって認識された単語
、その単語が発せられた方向及びその単語を認識した時刻が対応付けられた情報を、音声
認識結果として生成する。
【００１６】
　動作情報生成部１４は、人物や物体等の動作を表す動作情報を生成する。この動作情報
は、例えば、人物の動作（ジェスチャー）を複数の姿勢（ポーズ）の連続として捉えるこ
とにより生成される。概要を説明すると、動作情報生成部１４は、まず、人体パターンを
用いたパターンマッチングにより、距離画像収集部１２によって生成される距離画像情報
から、人体の骨格を形成する各関節の座標を得る。距離画像情報から得られた各関節の座
標は、距離画像の座標系(以下、「距離画像座標系」と呼ぶ)で表される値である。このた
め、動作情報生成部１４は、次に、距離画像座標系における各関節の座標を、リハビリテ
ーションが行われる３次元空間の座標系（以下、「世界座標系」と呼ぶ）で表される値に
変換する。この世界座標系で表される各関節の座標が、１フレーム分の骨格情報となる。
また、複数フレーム分の骨格情報が、動作情報である。以下、第１の実施形態に係る動作
情報生成部１４の処理を具体的に説明する。
【００１７】
　図２Ａから図２Ｃは、第１の実施形態に係る動作情報生成部１４の処理を説明するため
の図である。図２Ａには、距離画像収集部１２によって生成される距離画像の一例を示す
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。なお、図２Ａにおいては、説明の便宜上、線画で表現された画像を示すが、実際の距離
画像は、距離に応じた色の濃淡で表現された画像等である。この距離画像において、各画
素は、距離画像の左右方向における「画素位置Ｘ」と、距離画像の上下方向における「画
素位置Ｙ」と、当該画素に対応する被写体と距離画像収集部１２との「距離Ｚ」とを対応
付けた３次元の値を有する。以下では、距離画像座標系の座標の値を、この３次元の値（
Ｘ，Ｙ，Ｚ）で表記する。
【００１８】
　第１の実施形態において、動作情報生成部１４は、様々な姿勢に対応する人体パターン
を、例えば、学習により予め記憶している。動作情報生成部１４は、距離画像収集部１２
によって距離画像情報が生成されるごとに、生成された各フレームの距離画像情報を取得
する。そして、動作情報生成部１４は、取得した各フレームの距離画像情報に対して人体
パターンを用いたパターンマッチングを行う。
【００１９】
　ここで、人体パターンについて説明する。図２Ｂには、人体パターンの一例を示す。第
１の実施形態において、人体パターンは、距離画像情報とのパターンマッチングに用いら
れるパターンであるので、距離画像座標系で表現され、また、距離画像に描出される人物
と同様、人体の表面の情報（以下、「人体表面」と呼ぶ）を有する。例えば、人体表面は
、その人物の皮膚や衣服の表面に対応する。更に、人体パターンは、図２Ｂに示すように
、人体の骨格を形成する各関節の情報を有する。すなわち、人体パターンにおいて、人体
表面と各関節との相対的な位置関係は既知である。
【００２０】
　図２Ｂに示す例では、人体パターンは、関節２ａから関節２ｔまでの２０点の関節の情
報を有する。このうち、関節２ａは、頭部に対応し、関節２ｂは、両肩の中央部に対応し
、関節２ｃは、腰に対応し、関節２ｄは、臀部の中央部に対応する。また、関節２ｅは、
右肩に対応し、関節２ｆは、右肘に対応し、関節２ｇは、右手首に対応し、関節２ｈは、
右手に対応する。また、関節２ｉは、左肩に対応し、関節２ｊは、左肘に対応し、関節２
ｋは、左手首に対応し、関節２ｌは、左手に対応する。また、関節２ｍは、右臀部に対応
し、関節２ｎは、右膝に対応し、関節２ｏは、右足首に対応し、関節２ｐは、右足の足根
に対応する。また、関節２ｑは、左臀部に対応し、関節２ｒは、左膝に対応し、関節２ｓ
は、左足首に対応し、関節２ｔは、左足の足根に対応する。
【００２１】
　なお、図２Ｂでは、人体パターンが２０点の関節の情報を有する場合を説明したが、実
施形態はこれに限定されるものではなく、関節の位置及び数は操作者が任意に設定して良
い。例えば、四肢の動きの変化のみを捉える場合には、関節２ａから関節２ｄまでのうち
、関節２ｂ及び関節２ｃの情報は取得しなくても良い。また、右手の動きの変化を詳細に
捉える場合には、関節２ｈのみならず、右手の指の関節を新たに設定して良い。なお、図
２Ｂの関節２ａ、関節２ｈ、関節２ｌ、関節２ｐ、関節２ｔは、骨の末端部分であるため
いわゆる関節とは異なるが、骨の位置及び向きを表す重要な点であるため、説明の便宜上
、ここでは関節として説明する。
【００２２】
　動作情報生成部１４は、かかる人体パターンを用いて、各フレームの距離画像情報との
パターンマッチングを行う。例えば、動作情報生成部１４は、図２Ｂに示す人体パターン
の人体表面と、図２Ａに示す距離画像とをパターンマッチングすることで、距離画像情報
から、ある姿勢の人物を抽出する。こうして、動作情報生成部１４は、距離画像に描出さ
れた人物の人体表面の座標を得る。また、上述したように、人体パターンにおいて、人体
表面と各関節との相対的な位置関係は既知である。このため、動作情報生成部１４は、距
離画像に描出された人物の人体表面の座標から、当該人物内の各関節の座標を算出する。
こうして、図２Ｃに示すように、動作情報生成部１４は、距離画像情報から、人体の骨格
を形成する各関節の座標を取得する。なお、ここで得られる各関節の座標は、距離座標系
の座標である。
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【００２３】
　なお、動作情報生成部１４は、パターンマッチングを行う際、各関節の位置関係を表す
情報を補助的に用いても良い。各関節の位置関係を表す情報には、例えば、関節同士の連
結関係（例えば、「関節２ａと関節２ｂとが連結」等）や、各関節の可動域が含まれる。
関節は、２つ以上の骨を連結する部位である。姿勢の変化に応じて骨と骨とがなす角は変
化するものであり、また、関節に応じてその可動域は異なる。例えば、可動域は、各関節
が連結する骨同士がなす角の最大値及び最小値等で表される。例えば、動作情報生成部１
４は、人体パターンを学習する際に、各関節の可動域も学習し、各関節に対応付けてこれ
を記憶する。
【００２４】
　続いて、動作情報生成部１４は、距離画像座標系における各関節の座標を、世界座標系
で表される値に変換する。世界座標系とは、リハビリテーションが行われる３次元空間の
座標系であり、例えば、動作情報収集部１０の位置を原点とし、水平方向をｘ軸、鉛直方
向をｙ軸、ｘｙ平面に直交する方向をｚ軸とする座標系である。なお、このｚ軸方向の座
標の値を「深度」と呼ぶことがある。
【００２５】
　ここで、距離画像座標系から世界座標系へ変換する処理について説明する。第１の実施
形態において、動作情報生成部１４は、距離画像座標系から世界座標系へ変換するための
変換式を予め記憶しているものとする。例えば、この変換式は、距離画像座標系の座標、
及び当該座標に対応する反射光の入射角を入力として、世界座標系の座標を出力する。例
えば、動作情報生成部１４は、ある関節の座標（Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１）、及び、当該座標に
対応する反射光の入射角をこの変換式に入力して、ある関節の座標（Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１）
を世界座標系の座標（ｘ１，ｙ１，ｚ１）に変換する。なお、距離画像座標系の座標と、
反射光の入射角との対応関係は既知であるので、動作情報生成部１４は、座標（Ｘ１，Ｙ
１，Ｚ１）に対応する入射角を変換式に入力することができる。また、ここでは、動作情
報生成部１４が距離画像座標系の座標を世界座標系の座標に変換する場合を説明したが、
世界座標系の座標を距離座標系の座標に変換することも可能である。
【００２６】
　そして、動作情報生成部１４は、この世界座標系で表される各関節の座標から骨格情報
を生成する。図３は、動作情報生成部１４によって生成される骨格情報の一例を示す図で
ある。各フレームの骨格情報は、当該フレームの撮影時刻情報と、各関節の座標とを含む
。例えば、動作情報生成部１４は、図３に示すように、関節識別情報と座標情報とを対応
付けた骨格情報を生成する。なお、図３において、撮影時刻情報は図示を省略する。関節
識別情報は、関節を識別するための識別情報であり、予め設定されている。例えば、関節
識別情報「２ａ」は、頭部に対応し、関節識別情報「２ｂ」は、両肩の中央部に対応する
。他の関節識別情報についても同様に、各関節識別情報は、それぞれ対応する関節を示す
。また、座標情報は、各フレームにおける各関節の座標を世界座標系で示す。
【００２７】
　図３の１行目には、関節識別情報「２ａ」と、座標情報「（ｘ１，ｙ１，ｚ１）」とが
対応付けられている。つまり、図３の骨格情報は、あるフレームにおいて頭部が座標（ｘ
１，ｙ１，ｚ１）の位置に存在することを表す。また、図３の２行目には、関節識別情報
「２ｂ」と、座標情報「（ｘ２，ｙ２，ｚ２）」とが対応付けられている。つまり、図３
の骨格情報は、あるフレームにおいて両肩の中央部が座標（ｘ２，ｙ２，ｚ２）の位置に
存在することを表す。また、他の関節についても同様に、あるフレームにおいてそれぞれ
の関節がそれぞれの座標で表される位置に存在することを表す。
【００２８】
　このように、動作情報生成部１４は、距離画像収集部１２から各フレームの距離画像情
報を取得するごとに、各フレームの距離画像情報に対してパターンマッチングを行い、距
離画像座標系から世界座標系に変換することで、各フレームの骨格情報を生成する。そし
て、動作情報生成部１４は、生成した各フレームの骨格情報を、動作情報処理装置１００
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へ出力し、後述の動作情報記憶部１３１へ格納する。
【００２９】
　なお、動作情報生成部１４の処理は、上述した手法に限られるものではない。例えば、
上述では、動作情報生成部１４が人体パターンを用いてパターンマッチングを行う手法を
説明したが、実施形態はこれに限られるものではない。例えば、人体パターンに替えて、
若しくは人体パターンとともに、部位別のパターンを用いてパターンマッチングを行う手
法でも良い。
【００３０】
　また、例えば、上述では、動作情報生成部１４が距離画像情報から各関節の座標を得る
手法を説明したが、実施形態はこれに限られるものではない。例えば、動作情報生成部１
４が、距離画像情報とともにカラー画像情報を用いて各関節の座標を得る手法でも良い。
この場合、例えば、動作情報生成部１４は、カラー画像の座標系で表現された人体パター
ンとカラー画像情報とでパターンマッチングを行い、カラー画像情報から人体表面の座標
を得る。このカラー画像の座標系には、距離画像座標系でいう「距離Ｚ」の情報は含まれ
ない。そこで、動作情報生成部１４は、例えば、この「距離Ｚ」の情報については距離画
像情報から得て、これら２つの情報を用いた計算処理によって、各関節の世界座標系の座
標を得る。
【００３１】
　また、動作情報生成部１４は、カラー画像収集部１１によって生成されたカラー画像情
報、距離画像収集部１２によって生成された距離画像情報及び音声認識部１３によって出
力された音声認識結果を、必要に応じて動作情報処理装置１００へ適宜出力し、後述の動
作情報記憶部１３１へ格納する。なお、カラー画像情報の画素位置及び距離画像情報の画
素位置は、カラー画像収集部１１及び距離画像収集部１２の位置及び撮影方向に応じて予
め対応付け可能である。このため、カラー画像情報の画素位置及び距離画像情報の画素位
置は、動作情報生成部１４によって算出される世界座標系とも対応付けが可能である。更
に、この対応付けと距離画像収集部１２により算出される距離［ｍ］を用いることで、身
長や体の各部の長さ（腕の長さや腹部の長さ）を求めたり、カラー画像上で指定された２
ピクセル間の距離を求めたりすることが可能である。また、同様に、カラー画像情報の撮
影時刻情報及び距離画像情報の撮影時刻情報も、予め対応付け可能である。また、動作情
報生成部１４は、音声認識結果と距離画像情報とを参照し、ある時刻に音声認識された単
語が発せられた方向の付近に関節２ａがあれば、その関節２ａを含む人物が発した単語と
して出力可能である。更に、動作情報生成部１４は、各関節の位置関係を表す情報につい
ても、必要に応じて動作情報処理装置１００へ適宜出力し、後述の動作情報記憶部１３１
へ格納する。
【００３２】
　また、動作情報生成部１４は、世界座標系のｚ軸方向の座標の値である深度を用いて、
撮影範囲に対応する１フレームの深度画像情報を生成する。この１フレーム分の深度画像
情報には、例えば、撮影時刻情報と、撮影範囲に含まれる各画素に、その画素に対応する
深度が対応付けられた情報とが含まれる。言い換えると、深度画像情報は、距離画像情報
の各画素に対応付けられた距離情報に代えて深度情報を対応付けたものであり、距離画像
情報と同様の距離画像座標系で各画素位置を表すことができる。動作情報生成部１４は、
生成した深度画像情報を動作情報処理装置１００へ出力し、動作情報記憶部１３１に格納
する。なお、深度画像情報は、各画素の深度に応じた色の濃淡をビットマップに配置した
深度画像として出力されても良い。
【００３３】
　なお、ここでは、動作情報収集部１０によって一人の対象者の動作が検知される場合を
説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。動作情報収集部１０の検知範囲
に含まれていれば、動作情報収集部１０は、複数人の対象者の動作を検知しても良い。な
お、同一フレームの距離画像情報に複数人の対象者が撮影される場合には、動作情報収集
部１０は、同一フレームの距離画像情報から生成される複数人の対象者の骨格情報を対応
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付けて、これを動作情報として医用情報処理装置１００へ出力する。
【００３４】
　また、動作情報収集部１０の構成は、上記の構成に限定されるものではない。例えば、
光学式、機械式、磁気式等、他のモーションキャプチャによって人物の動作を検出するこ
とで動作情報を生成する場合には、動作情報収集部１０は、必ずしも距離画像収集部１２
を有していなくても良い。かかる場合、動作情報収集部１０は、モーションセンサとして
、人物の動作を検知するために人体に装着させるマーカと、マーカを検出するセンサとを
有する。そして、動作情報収集部１０は、モーションセンサを用いて人物の動作を検知し
て動作情報を生成する。また、動作情報収集部１０は、カラー画像収集部１１によって撮
影した画像に含まれるマーカの位置を用いて、カラー画像情報の画素位置と動作情報の座
標とを対応付けた上で、必要に応じて動作情報処理装置１００へ適宜出力する。また、例
えば、動作情報収集部１０は、音声認識結果を動作情報処理装置１００へ出力しない場合
には、音声認識部１３を有していなくても良い。
【００３５】
　更に、上述した実施形態において、動作情報収集部１０は、骨格情報として世界座標系
の座標を出力したが、実施形態はこれに限られるものではない。例えば、動作情報収集部
１０は、変換前の距離画像座標系の座標を出力し、距離画像座標系から世界座標系への変
換は、必要に応じて、動作情報処理装置１００側で行ってもよい。
【００３６】
　図１の説明に戻る。動作情報処理装置１００は、動作情報収集部１０から出力される動
作情報を用いて、リハビリテーションを支援するための処理を行う。具体的には、動作情
報処理装置１００は、動作情報収集部１０によって収集された動作情報を含む画像情報を
用いてリハビリを支援する際に、対象者以外を誤認識することを抑止する。
【００３７】
　上述したように、従来、リハビリの機能訓練として、種々の訓練が行われているが、例
えば、歩行訓練のように広いスペースを用いて実施されるリハビリにおいては、上述した
動作情報収集部１０は、リハビリを実施する対象者だけではなく、その他の人物や物（例
えば、椅子や器具など）などの対象者以外の情報を収集してしまう場合がある。特に、小
規模病院やクリニック（診療所）においては、リハビリ専用の大規模なスペースを確保す
ることは困難であり、動作情報収集部１０が対象者以外の情報を収集してしまう場合があ
る。その結果、動作情報処理装置１００は、対象者以外の情報を対象者の情報として誤認
識して処理を実行してしまい、各種リハビリ支援の処理に支障をきたす場合がある。そこ
で、本実施形態に係る動作情報処理装置１００は、対象者以外を誤認識することを抑止す
ることを可能にするように構成される。
【００３８】
　例えば、動作情報処理装置１００は、コンピュータ、ワークステーション等の情報処理
装置であり、図１に示すように、出力部１１０と、入力部１２０と、記憶部１３０と、制
御部１４０とを有する。
【００３９】
　出力部１１０は、リハビリテーションを支援するための各種情報を出力する。例えば、
出力部１１０は、リハビリを実施する対象者の動作情報を用いたリハビリを支援するため
の各種情報を出力する。具体的には、出力部１１０は、後述する制御部１４０によって特
定された対象者の動作情報を用いた各種処理結果を出力する。また、出力部１１０は、医
用情報処理装置１００を操作する操作者が入力部１２０を用いて各種要求を入力するため
のＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、動作情報処理装置１００におい
て生成された表示情報を表示したり、或いは警告音を出力したりする。例えば、出力部１
１０は、モニタ、スピーカー、ヘッドフォン、ヘッドセットのヘッドフォン部分等である
。また、出力部１１０は、メガネ型ディスプレイやヘッドマウントディスプレイ等、利用
者の身体に装着させる方式のディスプレイであってもよい。
【００４０】
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　入力部１２０は、リハビリテーションを支援するための各種情報の入力を受け付ける。
例えば、入力部１２０は、対象者以外を誤認識することを抑止するための各種情報の入力
を受け付ける。例えば、入力部１２０は、動作情報処理装置１００の操作者から各種要求
（例えば、対象者であるか否かを判定するための所定の閾値の設定要求や、種々の情報の
選択要求や、ＧＵＩ上で計測を実行させるための計測要求など）の入力を受け付け、受け
付けた各種要求を医用情報処理装置１００に転送する。例えば、入力部１２０は、マウス
、キーボード、タッチコマンドスクリーン、トラックボール、マイク、ヘッドセットのマ
イク部分等である。また、入力部１２０は、血圧計、心拍計、体温計等の生体情報を取得
するセンサであっても良い。
【００４１】
　記憶部１３０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシュメモリ（Fl
ash　Memory）等の半導体メモリ素子、ハードディスク装置や光ディスク装置等の記憶装
置である。また、制御部１４０は、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Cir
cuit）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路、或いはＣＰＵ（
Central　Processing　Unit）が所定のプログラムを実行することで実現することができ
る。
【００４２】
　以上、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００の構成について説明した。かかる
構成のもと、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、以下、詳細に説明する構
成により、対象者以外を誤認識することを抑止する。なお、以下の実施形態においては、
リハビリとして歩行訓練を行う場合を一例に挙げて説明する。図４は、第１の実施形態に
係る動作情報処理装置１００の詳細な構成の一例を示す図である。まず、動作情報処理装
置１００における記憶部１３０について説明する。図４に示すように、動作情報処理装置
１００においては、例えば、記憶部１３０が動作情報記憶部１３１を備える。
【００４３】
　動作情報記憶部１３１は、動作情報収集部１０によって収集された各種情報を記憶する
。具体的には、動作情報記憶部１３１は、動作情報生成部１４によって生成された動作情
報、及び、動作情報生成部１４によって生成された動作情報のうち後述する制御部１４０
によって対象者の動作情報として特定された動作情報を記憶する。より具体的には、動作
情報記憶部１３１は、制御部１４０によって対象者の動作情報として特定された動作情報
において、動作情報生成部１４によって生成されたフレームごとの骨格情報を記憶する。
ここで、動作情報記憶部１３１、動作情報生成部１４によって出力されたカラー画像情報
、距離画像情報及び音声認識結果をフレームごとにさらに対応付けて記憶することも可能
である。なお、制御部１４０によって対象者の動作情報として特定され、動作情報記憶部
１３１によって記憶される動作情報の詳細については、後に詳述する。
【００４４】
　次に、動作情報処理装置１００の制御部１４０の詳細について説明する。図４に示すよ
うに、動作情報処理装置１００においては、例えば、制御部１４０が取得部１４１と、特
定部１４２と、表示制御部１４３とを備える。
【００４５】
　取得部１４１は、所定の動作を実施する対象者及び当該対象者の周囲の画像情報を取得
する。具体的には、取得部１４１は、動作情報収集部１０によって収集され、動作情報記
憶部１３１によって記憶された動作情報を取得する。例えば、取得部１４１は、動作情報
記憶部１３１によってフレームごとに記憶されたカラー画像情報、距離画像情報、音声認
識結果及び骨格情報などを取得する。
【００４６】
　ここで、上述したように、動作情報収集部１０においては、リハビリを実施する対象者
以外の情報を収集する場合がある。特に、狭いスペースで、そのほとんどのスペースを用
いてリハビリが実施される場合などは、対象者以外の人物や物が動作情報収集に対象領域
内に含まれやすく、動作情報収集部１０は、それらの情報を収集して、動作情報記憶部１
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３１に格納する場合がある。取得部１４１は、それらの情報を含めたフレームごとの動作
情報を取得する。すなわち、動作情報収集部１０によって対象者以外の骨格情報が収集さ
れた場合、取得部１４１は、各フレームに対象者の骨格情報及び対象者以外の骨格情報を
含む動作情報を取得する。なお、かかる場合には、カラー画像情報や、距離画像情報にお
いても、対象者の情報及び対象者以外の情報が含まれ、取得部１４１は、それらの情報も
取得することが可能である。
【００４７】
　図５は、第１の実施形態に係る取得部１４１によって取得される骨格情報の一例を示す
図である。ここで、図５においては、動作情報収集部１０が、動作情報収集の対象となる
領域内で図中矢印の方向に歩行訓練を実施する対象者に対応する骨格情報に加えて、領域
内に置かれた椅子に対しても骨格情報を収集した場合の一例を示す。例えば、動作情報収
集部１０は、フレームごとに、図５に示すように、人体の各部位に対応する各関節２ａ1

～２ｔ1を含む骨格情報と、各関節（２ａ2、２ｄ2、２ｅ2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、２ｏ2

、２ｑ2、２ｒ2、２ｓ2）を含む骨格情報とを収集して、動作情報記憶部１３１に格納す
る。
【００４８】
　かかる場合には、取得部１４１は、対象者の歩行訓練における一連の動作中に収集され
た全てのフレームにそれぞれ含まれる２種類の骨格情報（各関節２ａ1～２ｔ1を含む骨格
情報、及び、各関節（２ａ2、２ｄ2、２ｅ2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、２ｏ2、２ｑ2、２ｒ

2、２ｓ2））を取得する。ここで、取得部１４１は、上述した骨格情報だけではなく、各
フレームにおけるカラー画像情報及び距離画像情報などを取得することも可能である。
【００４９】
　図４に戻って、特定部１４２は、取得部１４１によって取得された画像情報における所
定の特徴に基づいて、所定の動作を実施する対象者の動作情報を特定する。具体的には、
特定部１４２は、取得部１４１によって取得された画像情報から対象者を示す対象者情報
を所定の特徴として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動作を実施する対象
者の動作情報を特定する。例えば、特定部１４２は、画像情報に含まれる動体を示す情報
対象者情報として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動作を実施する対象者
の動作情報を特定する。ここで、特定部１４２は、取得部１４１によって取得された経時
的な画像情報において、対象者の周囲の３次元空間内で位置を変化させる物体を動体とす
る。
【００５０】
　図６Ａ及び図６Ｂは、第１の実施形態に係る特定部１４２による処理の一例を説明する
ための図である。図６Ａ及び図６Ｂにおいては、図５に示す動作情報収集部１０によって
収集された動作情報を用いた処理の一例を示す。例えば、特定部１４２は、図６Ａに示す
ように、動作情報収集部１０によって収集された動作情報の「Ｔ秒」フレームの画像と、
「Ｔ＋ｔ秒」フレームの画像とを読み出す。そして、特定部１４２は、読み出した画像か
ら動作情報が収集された３次元空間内の動体（動いている人や、物）を抽出する。
【００５１】
　一例を挙げると、特定部１４２は、図６Ｂに示すように、Ｔ秒フレームの画像である「
Ｔ秒画像」と、（Ｔ＋ｔ）秒フレームの画像である「（Ｔ＋ｔ）秒画像」との差分から動
体を抽出して、抽出した動体を含む所定の領域を、動作情報を特定するための認識対象領
域Ｒ１として設定する。ここで、図５に示すように、動作情報収集部１０に向かって歩行
訓練が実施されている場合には、例えば、特定部１４２は、「Ｔ秒画像」及び「（Ｔ＋ｔ
）秒画像」の各画素における深度を差分することで、画像内の深度の情報が変化した画素
を抽出する。なお、椅子のように動きのないものは深度の情報が変化しないため差分する
と「０」となり、対象者以外のものとして消去することができる。そして、特定部１４２
は、深度の情報が変化した画素に対して、例えば、モルフォロジー演算などの領域膨張処
理を施すことで、認識対象領域Ｒ１を設定する。
【００５２】
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　すなわち、特定部１４２は、「Ｔ秒画像」と「（Ｔ＋ｔ）秒画像」との差分を算出する
ことで、画像内の動体に対応する画素を抽出する。そして、特定部１４２は、抽出した画
素に対して領域膨張処理を施すことで、動体全体が含まれる認識対象領域Ｒ１を設定する
。そして、特定部１４２は、設定した認識対象領域Ｒ１に含まれる動作情報を対象者の動
作情報として特定する。例えば、特定部１４２は、図５に示す各関節２ａ1～２ｔ1を含む
骨格情報を、リハビリを実施する対象者の動作情報として特定する。
【００５３】
　ここで、上述した例では、対象者が動作情報収集部１０に向かって歩行訓練を行う場合
について説明したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、動作情報収集
部１０の前を横切るように歩行訓練が実施される場合であってもよい。かかる場合におい
ても、上述した例と同様に深度の差分を算出することで、深度の情報が変化した画素を抽
出して認識対象領域を設定することができる。
【００５４】
　また、上述した例では、深度の情報の変化に基づいて動体を抽出する場合について説明
したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、カラー画像情報における画
素値を用いる場合であってもよい。かかる場合には、例えば、「Ｔ秒」フレームのカラー
画像の画素値と、「（Ｔ＋ｔ）秒」フレームのカラー画像の画素値とを差分することで、
画素値に変化が生じた画素を抽出して認識対象領域を設定する。
【００５５】
　また、例えば、サーモグラフィによって温度情報をフレームごとに収集して、収集した
温度情報の差分を「Ｔ秒画像」と「（Ｔ＋ｔ）秒画像」との間で算出することで、温度情
報に変化が生じた画素を抽出して認識対象領域を設定することを可能である。
【００５６】
　また、上述した例では、「Ｔ秒画像」と「（Ｔ＋ｔ）秒画像」との２フレームの画像の
差分から動体を抽出する場合について説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、３フレーム以上の画像の差分から動体を抽出する場合であっ
てもよい。一例を挙げると、「Ｔ秒画像」、「（Ｔ＋ｔ）秒画像」及び「（Ｔ＋２ｔ）秒
画像」の深度をそれぞれ差分して、深度が段階的に浅くなる（或いは、深くなる）領域、
或いは、深度が経時的に一方向に変化する領域などを抽出して、抽出した領域を認識対象
領域として設定する場合であってもよい。これにより、例えば、歩行訓練を実施している
対象者以外の人物の動作情報が動作情報収集部１０によって収集された場合であっても、
歩行訓練などの規則的な動きを実施している対象者を的確に識別することができる。
【００５７】
　特定部１４２は、上述した種々の方法により設定した認識対象領域Ｒ１に含まれる動作
情報（骨格情報）を対象者の動作情報（骨格情報）として特定する。そして、特定部１４
２は、特定した骨格情報を、動作情報収集部１０によって収集されたカラー画像情報や距
離画像情報などと対応付けて動作情報記憶部１３１に格納する。
【００５８】
　図７は、第１の実施形態に係る特定部１４２によって動作情報記憶部１３１に格納され
る動作情報の一例を示す図である。特定部１４２は、図７に示すように、氏名ごとに、氏
名番号と、実施日と、動作情報とを対応付けた動作情報を動作情報記憶部１３１に格納す
る。ここで、「氏名番号」とは、対象者を一意に特定するための識別子であり、氏名ごと
に付与される。「実施日」とは、対象者がリハビリ（例えば、歩行訓練など）を実施した
日時を示す。「動作情報」とは、動作情報収集部１０によって収集された情報を示す。
【００５９】
　例えば、特定部１４２は、図７に示すように、「氏名：Ａ、氏名番号：１、実施日：２
０１２０８０１＿１、動作情報：カラー画像情報、距離画像情報、音声認識結果、骨格情
報、・」を記憶する。上記した情報は、「氏名番号」が「１」である「氏名：Ａ」の人物
が「２０１２年」の「８月１日」に実施した「１回目」の歩行訓練における動作情報とし
て、「カラー画像情報」と、「距離画像情報」と、「音声認識結果」と、「骨格情報」と
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を含む動作情報が記憶されていることを示す。
【００６０】
　ここで、特定部１４２は、図７に示す骨格情報として、対象者の骨格情報として特定し
た骨格情報を対応付けて格納する。また、特定部１４２は、図７に示す動作情報として、
歩行訓練を実行している際に撮影された全てのフレームごとの「カラー画像情報」、「距
離画像情報」、「音声認識結果」及び「骨格情報」が時系列順に時間に対応付けて格納す
る。
【００６１】
　また、特定部１４２は、図７に示すように、「氏名：Ａ、氏名番号：１、実施日：２０
１２０８０１＿２、動作情報：カラー画像情報、距離画像情報、音声認識結果、骨格情報
、・」を記憶する。すなわち、特定部１４２は、「氏名：Ａ」の人物が「２０１２年」の
「８月１日」に実施した「２回目」の歩行訓練における動作情報も同様に格納する。ここ
で、「２回目」の歩行訓練においても、対象者の骨格情報として特定された骨格情報が対
応付けて格納される。
【００６２】
　また、特定部１４２は、図７に示すように、「氏名：Ｂ、氏名番号：２」の人物につい
ても、「カラー画像情報」、「距離画像情報」、「音声認識結果」及び「骨格情報」を含
む動作情報を格納する。このように、特定部１４２は、対象者ごとに収集された歩行訓練
の動作情報を、それぞれの対象者に対応付けて格納する。なお、図７に示す動作情報はあ
くまでも一例である。すなわち、特定部１４２は、図７に示す「カラー画像情報」、「距
離画像情報」、「音声認識結果」及び「骨格情報」以外の情報をさらに対応付けて格納す
ることができ、また、例えば、動作情報収集部１０が音声認識部１３を有さない場合には
、音声認識結果が含まれないものとして格納することとなる。
【００６３】
　また、動作情報に含まれる「カラー画像情報」及び「距離画像情報」には、ＢＩＴ　Ｍ
ＡＰ、ＪＰＥＧ、その他バイナリ形式の画像データ、または、当該画像データへのリンク
等が含まれる。また、動作情報に含まれる「音声認識結果」には、上述した認識情報の他
、音声データそのものや、認識情報或いは音声データへのリンクであってもよい。
【００６４】
　図４に戻って、表示制御部１４３は、画像情報において、特定部１４２によって特定さ
れた動作情報に対応する位置に対象者を示す情報を重畳させた表示画像を表示させるよう
に制御する。具体的には、表示制御部１４３は、特定部１４２によって動作情報記憶部１
３１に格納された動作情報を用いて、表示画像を表示させる。図８は、第１の実施形態に
係る表示制御部１４３によって表示される表示画像の一例を示す図である。例えば、表示
制御部１４３は、図８に示すように、動作情報収集部１０によって収集されたカラー画像
情報に対して、特定部１４２が特定した骨格情報を示す点と線を重畳させた表示画像を出
力部１１０に表示させるように制御する。
【００６５】
　このように、特定部１４２によって対象者の動作情報として特定された骨格情報をカラ
ー画像情報に重畳させることで、カラー画像情報に含まれる対象者上に適切に骨格情報を
重畳させた表示情報を表示させることができる。
【００６６】
　次に、図９を用いて、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００の処理について説
明する。図９は、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００による処理の手順を示す
フローチャートである。図９に示すように、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１０
０においては、取得部１４１が、対象者の動作情報を取得する（ステップＳ１０１）。そ
して、特定部１４２は、対象者以外を誤認識することを抑止するための誤認識抑止機能が
ＯＮであるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００６７】
　ここで、誤認識抑止機能がＯＮである場合には（ステップＳ１０２肯定）、特定部１４
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２は、「Ｔ秒画像」と「（Ｔ＋ｔ）秒画像」とを取得して、「Ｔ秒画像－（Ｔ＋ｔ）秒画
像」を算出する（ステップＳ１０３）。そして、特定部１４２は、領域膨張処理を実行し
て、認識対象領域を抽出する（ステップＳ１０４）。
【００６８】
　そののち、特定部１４２は、抽出した認識対象領域内の動作情報（骨格情報）を特定し
て（ステップＳ１０５）、特定した動作情報（骨格情報）を動作情報記憶部１３１に格納
する（ステップＳ１０６）。
【００６９】
　一方、ステップＳ１０２において、誤認識抑止機能がＯＮではない場合には（ステップ
Ｓ１０２否定）、特定部１４２による特定が行われずに動作情報が動作情報記憶部１３１
に格納される（ステップＳ１０６）。
【００７０】
　そして、表示制御部１４３は、動作情報記憶部１３１に格納された動作情報に基づいて
、表示画像を生成して、出力部１１０にて表示させるように制御する（ステップＳ１０７
）。なお、上述した処理の例では、骨格情報を保存する際に認識対象領域を抽出して、抽
出した認識対象領域内の動作情報を特定する場合について説明した。しかしながら、実施
形態はこれに限定されるものではなく、例えば、任意のタイミングで実行される場合であ
ってもよい。例えば、動作情報の取得時にリアルタイムで実行される場合であってもよい
。
【００７１】
　上述したように、第１の実施形態によれば、取得部１４１は、所定の動作を実施する対
象者及び当該対象者の周囲の画像情報を取得する。特定部１４２は、取得部１４１によっ
て取得された画像情報における所定の特徴に基づいて、所定の動作を実施する対象者の動
作情報を特定する。従って、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、動作情報
収集部１０によって収集された情報のなかから、対象者の動作情報を特定することができ
、対象者以外を誤認識することを抑止することを可能にする。
【００７２】
　その結果、動作情報処理装置１００は、動作情報収集部１０によって収集された動作情
報を用いたリハビリ支援において、対象者の動作情報（骨格情報）を用いた的確なリハビ
リ支援を行うことを可能にする。
【００７３】
　また、第１の実施形態によれば、特定部１４２は、取得部１４１によって取得された画
像情報から対象者を示す対象者情報を所定の特徴として抽出し、抽出した対象者情報に基
づいて、所定の動作を実施する対象者の動作情報を特定する。従って、第１の実施形態に
係る動作情報処理装置１００は、動作情報収集部１０によって収集された情報に含まれる
対象者の動作情報を的確に抽出することを可能にする。
【００７４】
　また、第１の実施形態によれば、特定部１４２は、画像情報に含まれる動体を示す情報
を対象者情報として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動作を実施する対象
者の動作情報を特定する。従って、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、動
作情報収集部１０によって収集された情報から容易に対象者の動作情報を抽出することを
可能にする。
【００７５】
　また、第１の実施形態によれば、特定部１４２は、取得部１４１によって取得された経
時的な画像情報において、対象者の周囲の３次元空間内で位置を変化させる物体を動体と
する。従って、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、動体を容易に抽出する
ことを可能にする。
【００７６】
　また、第１の実施形態によれば、表示制御部１４３は、画像情報において、特定部１４
２によって特定された動作情報に対応する位置に対象者を示す情報を重畳させた表示画像
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を表示させるように制御する。従って、第１の実施形態に係る動作情報処理装置１００は
、カラー画像の対象者上に的確に情報を重畳した表示画像を提供することを可能にする。
【００７７】
（第２の実施形態）
　上述した第１の実施形態では、画像情報に含まれる所定の特徴として動体を用いる場合
について説明した。第２の実施形態においては、人体の骨格情報に沿った条件を用いる場
合について説明する。なお、以下で説明する判定は、第１の実施形態で説明した対象者の
動作情報の特定に付加的に用いられる場合であってもよく、或いは、単独で用いられる場
合であってもよい。
【００７８】
　図１０は、第２の実施形態に係る動作情報処理装置１００の詳細な構成の一例を示す図
である。図１０に示す第２の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、図４に示す第１
の実施形態に係る動作情報処理装置１００と比較して、記憶部１３０が新たに認識情報記
憶部１３２を有する点と、特定部１４２による処理が異なる。以下、これらを中心に説明
する。
【００７９】
　認識情報記憶部１３２は、動作情報収集部１０によって収集された動作情報に含まれる
骨格情報のうち、対象者の骨格情報を特定するための認識情報を記憶する。具体的には、
認識情報記憶部１３２は、動作情報に含まれる骨格情報のうち、人体の骨格を示す骨格情
報を識別するための情報を記憶する。図１１Ａ及び図１１Ｂは、第２の実施形態に係る認
識情報記憶部１３２によって記憶される認識情報の一例を示す図である。
【００８０】
　例えば、認識情報記憶部１３２は、図１１Ａに示すように、部位と範囲とを対応付けた
認識情報を記憶する。ここで、図１１Ａに示す「部位」とは、人体における部位を示す。
また、図１１Ａに示す「範囲」とは、人体の骨格としてとりうる範囲を示す。例えば、認
識情報記憶部１３２は、図１１Ａに示すように、「部位：身長［ｃｍ］、範囲：１００ｃ
ｍ－２００ｃｍ」とする認識情報を記憶する。上述した情報は、「身長」が「１００ｃｍ
－２００ｃｍ」の骨格情報は人体の骨格情報であることを示す。
【００８１】
　同様に、認識情報記憶部１３２は、図１１Ａに示すように、「部位：腕の長さ［ｃｍ］
、範囲：６０ｃｍ－８０ｃｍ」とする認識情報を記憶する。このように、認識情報記憶部
１３２は、人体の種々の部位ごとに、当該部位を識別するための範囲がそれぞれ設定され
た認識情報を記憶する。
【００８２】
　また、認識情報記憶部１３２は、図１１Ｂに示すように、部位と、平均と、分散とを対
応付けた認識情報を記憶することもできる。ここで、図１１Ｂに示す「部位」とは、人体
における部位を示す。また、図１１Ｂに示す「平均」とは、対応する部位の人体の骨格と
しての平均を示す。また、図１１Ｂに示す「分散」とは、対応する部位の平均からの分散
を示す。
【００８３】
　例えば、認識情報記憶部１３２は、図１１Ｂに示すように、「部位：肩幅［ｃｍ］、平
均：６０ｃｍ、分散：１σ」とする認識情報を記憶する。上述した情報は、人体の骨格と
して「肩幅」は、「平均」が「６０ｃｍ」であり、「分散（肩幅としてとりうる範囲）」
の程度が「１σ」であることを意味する。同様に、認識情報記憶部１３２は、図１１Ｂに
示すように、「部位：頭から腰までの長さ［ｃｍ］、平均：８５ｃｍ、分散：２σ」や、
「部位：左腕の角度、平均：８０°、分散：４σ」などを記憶する。このように、認識情
報記憶部１３２は、人体の種々の部位ごとに、当該部位を識別するための平均及び分散が
それぞれ設定された認識情報を記憶する。
【００８４】
　なお、図１１Ａ及び図１１Ｂに示した例はあくまでも一例であり、認識情報は任意に設
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定させることが可能である。例えば、部位や、範囲、平均、分散などは、操作者によって
任意に設定することができる。また、条件として用いる認識情報は、種々に組み合わせて
用いることができる。例えば、図１１Ａ及び図１１Ｂに示す情報が全て必須である場合で
あってもよく、或いは、身長と腕の長さのみが必須である場合であってもよい。または、
例えば、肩幅又は左腕の角度のどちらかを満たしていればよい場合であってもよい。
【００８５】
　図１０に戻って、第２の実施形態に係る特定部１４２は、画像情報に含まれる人体の骨
格を示す情報を対象者情報として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動作を
実施する対象者の動作情報を特定する。ここで、特定部１４２は、画像情報に含まれる関
節点の情報のうち、人体の構造に沿った関節点の集合を人体の骨格を示す情報とする。図
１２Ａ及び図１２Ｂは、第２の実施形態に係る特定部１４２による処理の一例を説明する
ための図である。ここで、図１２Ａにおいては、図１１Ａに示す認識情報を用いる場合の
処理について示す。また、図１２Ｂにおいては、図１１Ｂに示す認識情報を用いる場合の
処理について示す。
【００８６】
　まず、図１１Ａに示す認識情報を用いる場合の処理について説明する。例えば、第２の
実施形態に係る特定部１４２は、図１２Ａに示すように、動作情報収集部１０によって収
集され、動作情報記憶部１３１に記憶された１フレーム分の動作情報を読み出し、読み出
した動作情報に含まれる骨格情報に対して、図１１Ａに示す認識情報を用いた処理を実施
する。一例を挙げると、特定部１４２は、図１１Ａの識別情報「部位：身長［ｃｍ］、範
囲：１００ｃｍ－２００ｃｍ」を参照して、身長の情報を用いた特定処理を実行する。す
なわち、特定部１４２は、例えば、図１２Ａに示す頭に対応する関節「２ａ1」のｙ座標
の値と左足の足根に対応する関節「２ｔ1」のｙ座標の値とから身長「ａ」を算出する。
そして、特定部１４２は、算出した身長「ａ」が「１００ｃｍ－２００ｃｍ」の範囲内に
ある場合、関節「２ａ1」及び関節「２ｔ1」を含む骨格情報を対象者の骨格情報として特
定する。
【００８７】
　また、特定部１４２は、図１２Ａに示す頭に対応する関節「２ａ2」のｙ座標の値と左
足の足首に対応する関節「２ｓ2」のｙ座標の値とから身長「ｂ」を算出する。そして、
特定部１４２は、算出した身長「ｂ」が「１００ｃｍ－２００ｃｍ」の範囲にない場合、
関節「２ａ1」及び関節「２ｔ1」を含む骨格情報を対象者の骨格情報ではないと特定する
。なお、図１２Ａにおいては、身長を用いた特定について示したが、実施形態はこれに限
定されるものではない。すなわち、種々の部位について、範囲を用いた特定処理を実行す
ることが可能である。また、上記した例では、身長だけで特定する場合について説明した
が、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、２つ以上の部位の範囲を用いて
総合的に判定して、対象者の動作情報を特定する場合であってもよい。
【００８８】
　なお、上述した例では、頭に対応する関節及び左足に対応する関節のｙ座標を用いて、
身長「ａ」及び身長「ｂ」をそれぞれ算出する場合について説明した。本実施形態に係る
医用情報処理装置１００は、上述した簡易的な方法で身長を算出することで、処理速度を
向上させて、効率よく処理することができるが、実施形態はこれに限定されるものではな
く、例えば、頭に対応する関節及び左足に対応する関節それぞれの３次元座標を用いて身
長を算出することも可能である。例えば、頭に対応する関節「２ａ1」のｘの値、ｙの値
、ｚの値と、左足の足根に対応する関節「２ｔ1」のｘの値、ｙの値、ｚの値とを用いて
、身長「ａ」を算出する場合であってもよい。これにより、本実施形態に係る動作画像処
理装置１００は、より正確な判定を行なうことが可能である。
【００８９】
　次に、図１１Ｂに示す認識情報を用いる場合の処理について説明する。例えば、第２の
実施形態に係る特定部１４２は、図１２Ｂに示すように、動作情報収集部１０によって収
集され、動作情報記憶部１３１に記憶された１フレーム分の動作情報を読み出し、読み出
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した動作情報に含まれる骨格情報に対して、図１１Ｂに示す認識情報を用いた処理を実施
する。一例を挙げると、特定部１４２は、図１１Ｂの識別情報「部位：肩幅［ｃｍ］、平
均：６０ｃｍ、分散：１σ」を参照して、肩幅の情報を用いた特定処理を実行する。
【００９０】
　すなわち、特定部１４２は、図１２Ｂに示す右肩に対応する関節「２ｅ1」のｘ座標の
値と左肩に対応する関節「２ｉ1」のｘ座標の値とから「肩幅：５９ｃｍ」を算出する。
そして、特定部１４２は、識別情報「部位：肩幅［ｃｍ］、平均：６０ｃｍ、分散：１σ
」を参照して、算出した「肩幅：５９ｃｍ」が人体の肩幅としてどの程度の確率であるか
を算出する。すなわち、特定部１４２は、図１２Ｂに示すように、人体の肩幅である確率
「９９．９％」を算出する。なお、上述した例では、右肩に対応する関節及び左肩に対応
する関節のｘ座標を用いて、肩幅を算出する場合について説明したが、実施形態はこれに
限定されるものではなく、右肩に対応する関節及び左肩に対応する関節の３次元座標を用
いて肩幅を算出する場合であってもよい。
【００９１】
　ここで、特定部１４２は、算出した確率「９９．９％」に基づいて対象者の骨格情報を
特定する場合であってもよいが、さらに複数の部位について人体の骨格としての確からし
さを算出して、算出した情報に基づいて骨格情報を特定する場合であってもよい。例えば
、特定部１４２は、図１２Ｂに示すように、頭に対応する関節「２ａ1」と腰に対応する
関節「２ｄ1」とから「頭から腰までの長さ：１００ｃｍ」を算出し、さらに、「左腕の
角度：８０°」を算出する。
【００９２】
　そして、特定部１４２は、肩幅の場合と同様に、認識情報を参照して、例えば、「頭か
ら腰までの長さ」の「確率：９９．８％」を算出する。同様に、特定部１４２は、認識情
報を参照して、例えば、「左腕の角度」の「確率：１００％」を算出する。そして、特定
部１４２は、算出した確率を用いて対象者の動作情報の特定処理を実行する。ここで、特
定部１４２は、３つ（肩幅、頭から腰までの長さ、左腕の角度）の確率それぞれを閾値と
比較して特定処理を実行する場合であってもよく、或いは、３つの確率を乗算した値を閾
値と比較して特定処理を実行する場合であってもよい。
【００９３】
　例えば、特定部１４２は、「肩幅の確率：９９．９％」と「頭から腰まで長さの確率：
９９．８％」と「左腕の角度：１００％」とを乗算した「９９．７％」を所定の閾値と比
較して、所定の閾値を超えた場合に対応する骨格情報を対象者の骨格情報として特定する
。なお、所定の閾値は任意に設定することが可能である。また、３つの確率それぞれを閾
値と比較する場合には、例えば、３つ全てが閾値を超えた場合に対応する骨格情報を対象
者の骨格情報として特定する場合であってもよく、或いは、３つのうち２つが閾値を超え
た場合に対応する骨格情報を対象者の骨格情報として特定する場合であってもよい。なお
、これらの閾値についても任意に設定することが可能である。
【００９４】
　特定部１４２は、上記した処理と同様の処理を図１２Ｂの各関節（２ａ2、２ｄ2、２ｅ

2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、２ｏ2、２ｑ2、２ｒ2、２ｓ2）を含む骨格情報を用いて実行す
る。すなわち、特定部１４２は、各関節（２ａ2、２ｄ2、２ｅ2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、
２ｏ2、２ｑ2、２ｒ2、２ｓ2）の座標を用いて、肩幅や、頭から腰までの長さなどを算出
して、人体の骨格としての確率をする。そして、特定部１４２は、所定の閾値と比較する
ことで、各関節（２ａ2、２ｄ2、２ｅ2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、２ｏ2、２ｑ2、２ｒ2、
２ｓ2）を含む骨格情報が対象者の骨格情報であるか否かを特定する。例えば、図１２Ｂ
に示す椅子の骨格情報「各関節（２ａ2、２ｄ2、２ｅ2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、２ｏ2、
２ｑ2、２ｒ2、２ｓ2）」の場合、人体の骨格とはかけ離れているため、特定部１４２は
、対象者の骨格情報ではないと特定することとなる。
【００９５】
　次に、図１３を用いて、第２の実施形態に係る動作情報処理装置１００の処理について
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説明する。図１３は、第２の実施形態に係る動作情報処理装置１００による処理の手順を
示すフローチャートである。図１３に示すように、第２の実施形態に係る動作情報処理装
置１００においては、取得部１４１が、対象者の動作情報を取得する（ステップＳ２０１
）。そして、特定部１４２は、動作情報収集部１０によって収集された動作情報において
、誤認識抑止機能がＯＮであるか否かを判定する（ステップＳ２０２）。
【００９６】
　ここで、誤認識抑止機能がＯＮである場合には（ステップＳ２０２肯定）、特定部１４
２は、認識情報を読み出し（ステップＳ２０３）、読み出した認識情報に基づいて、対象
者の動作情報を特定する（ステップＳ２０４）。そののち、特定部１４２は、特定した動
作情報（骨格情報）を動作情報記憶部１３１に格納する（ステップＳ２０５）。
【００９７】
　一方、ステップＳ２０２において、誤認識抑止機能がＯＮではない場合には（ステップ
Ｓ２０２否定）、特定部１４２による特定が行われずに動作情報が動作情報記憶部１３１
に格納される（ステップＳ２０５）。そして、表示制御部１４３は、動作情報記憶部１３
１に格納された動作情報に基づいて、表示画像を生成して、出力部１１０にて表示させる
ように制御する（ステップＳ２０６）。
【００９８】
　上述したように、第２の実施形態によれば、特定部１４２は、画像情報に含まれる人体
の骨格を示す情報を対象者情報として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動
作を実施する対象者の動作情報を特定する。従って、第２の実施形態に係る動作情報処理
装置１００は、動体として人を抽出することができ、対象者以外を誤認識することをより
抑止することを可能にする。
【００９９】
　また、第２の実施形態によれば、特定部１４２は、画像情報に含まれる関節点の情報の
うち、人体の構造に沿った関節点の集合を人体の骨格を示す情報とする。従って、第２の
実施形態に係る動作情報処理装置１００は、動体として高精度に人を抽出することを可能
にする。
【０１００】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、動作情報収集部１０によって収集された骨格情報において、認識
された関節点の数によって対象者の骨格情報を特定する場合について説明する。第３の実
施形態においては、特定部１４２の処理内容が、第１及び第２の実施形態と異なる。以下
、これを中心に説明する。
【０１０１】
　第３の実施形態に係る特定部１４２は、画像情報に含まれる関節点の情報において、１
つの骨格情報として収集された関節点の個数に基づいて、当該骨格情報が対象者の骨格情
報であるかを特定する。図５に示す骨格情報を一例にあげて説明すると、特定部１４２は
、２０の関節点（関節２ａ1～２ｔ1）が認識された骨格情報と、１０の関節点（２ａ2、
２ｄ2、２ｅ2、２ｉ2、２ｍ2、２ｎ2、２ｏ2、２ｑ2、２ｒ2、２ｓ2）が認識された骨格
情報とをそれぞれ所定の閾値と比較して、対象者の骨格情報を特定する。例えば、閾値が
関節点の数「１５」であると、特定部１４２は、２０の関節点（関節２ａ1～２ｔ1）が認
識された骨格情報を対象者の骨格情報として特定する。
【０１０２】
　ここで、動作情報収集部１０において関節点の認識の確からしさが出力される場合には
、特定部１４２は、所定の確からしさを備えた関節点の個数をカウントして、閾値と比較
する。そして、特定部１４２は、所定の確からしさを備えた関節点の個数が所定の閾値を
超えた骨格情報を対象者の骨格情報として特定して、動作情報記憶部１３１に格納する。
このとき、特定部１４２は、特定した骨格情報の関節点に認識の確からしさの情報を対応
付けて格納することが可能である。
【０１０３】
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　かかる場合には、第３の実施形態に係る表示制御部１４３は、関節点の確からしさの情
報を反映した表示画像を生成して、表示することが可能である。図１４は、第３の実施形
態に係る表示制御部１４３によって表示される表示画像の一例を示す図である。例えば、
表示制御部１４３は、図１４に示すように、関節点の認識において所定の確からしさを備
えた関節点については、黒丸で示し、黒丸間の骨を実線で示した情報を重畳させ、関節点
の認識において所定の確からしさを備えていない関節点については、白抜きの小さい丸で
示し、白抜きの小さい丸に接続される骨を点線で示した情報を重畳させた表示画像を生成
して表示させる。
【０１０４】
　上述したように、第３の実施形態によれば、特定部１４２は、認識された関節点の個数
に基づいて、対象者の骨格情報を特定する。従って、第３の実施形態に係る動作情報処理
装置１００は、簡便な方法で対象者の骨格情報を特定することを可能にする。
【０１０５】
（第４の実施形態）
　上述した第１～第３の実施形態では、動作情報収集部１０によって動作情報が収集され
た全領域から対象者の骨格情報を特定する場合について説明した。第４の実施形態では、
操作者によって認識対象領域が指定される場合について説明する。第４の実施形態におい
ては、入力部１２０によって受け付ける指示と、特定部１４２による処理内容が第１～第
３の実施形態と異なる。以下、これらを中心に説明する。
【０１０６】
　第４の実施形態に係る入力部１２０は、画像情報における所定の領域を指定するための
指定操作を受け付ける。具体的には、入力部１２０は、対象者を認識するための認識対象
領域を指定するための入力操作を受け付ける。
【０１０７】
　第４の実施形態に係る特定部１４２は、所定の特徴として、入力部１２０によって受け
付けられた所定の領域内に含まれる情報を用い、当該所定の領域内に含まれる情報から所
定の動作を実施する対象者の動作情報を特定する。具体的には、特定部１４２は、入力部
１２０によって受け付けられた認識対象領域内に含まれる骨格情報を対象者の骨格情報と
して特定する。
【０１０８】
　図１５は、第４の実施形態に係る入力部１２０及び特定部１４２による処理の一例を説
明するための図である。例えば、入力部１２０は、図１５の（Ａ）に示す画像上に、図１
５の（Ｂ）に示すような認識対象領域Ｒ２を指定するための入力操作を受け付ける。そし
て、特定部１４２は、図１５の（Ｂ）に示す認識対象領域Ｒ２が指定されると、指定され
た認識対象領域Ｒ２内に含まれる骨格情報を対象者の骨格情報として特定する。これによ
り、例えば、図１５に示す椅子に対応する骨格情報が収集された場合であっても、対象者
の骨格情報を確実に特定することが可能である。
【０１０９】
　上述したように、第４の実施形態によれば、入力部１２０は、画像情報における所定の
領域を指定するための指定操作を受け付ける。そして、特定部１４２は、所定の特徴とし
て、入力部１２０によって受け付けられた領域内で、所定の動作を実施する対象者の動作
情報を特定する。従って、第４の実施形態に係る動作情報処理装置１００は、簡便に認識
対象領域を指定することができ、容易に対象者の骨格情報を特定することを可能にする。
【０１１０】
（第５の実施形態）
　上述した第４の実施形態では、入力部１２０を介して認識対象領域が指定される場合に
ついて説明した。第５の実施形態では、画像内の情報に基づいて認識対象領域を設定する
場合について説明する。第５の実施形態においては、特定部１４２による処理内容が第１
～第４の実施形態と異なる。以下、これを中心に説明する。
【０１１１】
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　第５の実施形態に係る特定部１４２は、対象者に予め設定された設定項目を対象者情報
として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動作を実施する対象者の動作情報
を特定する。具体的には、まず、リハビリを実施する対象者が予め目印になる物を身につ
けてリハビリを実施する。特定部１４２は、画像に含まれる目印を抽出して、抽出した目
印に基づいて、認識対象領域を設定し、設定した認識対象領域内の骨格情報を対象者の骨
格情報として特定する。
【０１１２】
　図１６は、第５の実施形態に係る特定部１４２による処理の一例を説明するための図で
ある。図１６においては、予め設定する目印を対象者の足につける場合について示す。例
えば、対象者は、図１６の（Ａ）に示すように、足に所定の色（例えば、赤など）の目印
をつけて歩行訓練を実施する。特定部１４２は、動作情報収集部１０によって収集された
カラー画像情報から対象者の両足につけられた目印をそれぞれ抽出する。そして、特定部
１４２は、図１６の（Ａ）に示すように、抽出した両足の目印の中点Ｐ1を横幅の中心と
して算出し、算出した中点Ｐ1から左右に所定の距離とった横幅を決定する。
【０１１３】
　ここで、特定部１４２は、例えば、両足の目印間の距離が「１５ｃｍ」であった場合に
、３倍の「４５ｃｍ」を認識対象領域Ｒ３の横幅とする。すなわち、特定部１４２は、中
点Ｐ1から左右にそれぞれ「２２．５ｃｍ」までを認識対象領域Ｒ３の横幅と決定する。
そして、特定部１４２は、足の目印の下端Ｐ2からカラー画像情報の上端Ｐ3までを認識対
象領域Ｒ３の縦幅として決定する。
【０１１４】
　すなわち、特定部１４２は、図１６の（Ｂ）に示すように、カラー画像情報に認識対象
領域Ｒ３を設定して、設定した認識対象領域Ｒ３に含まれる骨格情報を対象者の骨格情報
として特定する。なお、図１６に示す例はあくまでも一例であり、実施形態はこれに限定
されるものではない。例えば、予め対象者に設定する目印は、色以外にも種々に設定する
ことができる。一例を挙げると、所定の形態をしたものを対象者が身につける場合であっ
てもよい。
【０１１５】
　なお、対象者に予め設定される目印の情報は、予め記憶部１３０に記憶され、特定部１
４２は、記憶部１３０によって記憶された目印の情報を読み出して、カラー画像情報に含
まれる目印を抽出する。
【０１１６】
　上述したように、第５の実施形態によれば、特定部１４２は、対象者に予め設定された
設定項目を対象者情報として抽出し、抽出した対象者情報に基づいて、所定の動作を実施
する対象者の動作情報を特定する。従って、第５の実施形態に係る動作情報処理装置１０
０は、認識対象領域を簡便に設定することを可能にする。
【０１１７】
（第６の実施形態）
　さて、これまで第１～第５の実施形態について説明したが、上述した第１～第５の実施
形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【０１１８】
　上述した第１～第５の実施形態においては、リハビリが実施されている状態で収集され
た動作情報を用いる場合について説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定される
ものではなく、例えば、リハビリが実施される前の情報を基準として、リハビリ中の動作
情報から種々の情報を抽出する場合であってもよい。
【０１１９】
　図１７は、第６の実施形態に係る特定部１４２による処理の一例を説明するための図で
ある。例えば、特定部１４２は、図１７の（Ａ）に示すように、リハビリが実施される前
の状態の画像情報（動作情報）である「Ｔ秒」のフレームの深度を基準値として取得する
。そして、特定部１４２は、図１７の（Ｂ）に示すように、リハビリが実施された状態の
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画像情報（動作情報）である「Ｔ＋ｔ秒」のフレームの深度を取得する。このとき、特定
部１４２は、「Ｔ＋ｔ秒」のフレームの深度において、「Ｔ秒」のフレームの深度から変
化があった部分を抽出することで、処理の対象を軽減することができる。例えば、図１７
に示すように、両画像に含まれ、深度の情報が変化しない椅子については、無視すること
が可能である。
【０１２０】
　これにより、例えば、基準値よりも手前や奥にあるものを容易に判定することができ、
リハビリ実施中に深度が手前、奥、左右に変化したものを容易に抽出することができる。
なお、上述した処理は、第１～第５の実施形態と適宜組み合わせて実施することが可能で
ある。
【０１２１】
　また、上述した第１～第５の実施形態では、リハビリとして歩行訓練を実施する場合に
ついて説明した。しかしながら、本願に係る動作情報処理装置１００は、歩行訓練だけで
なく、その他のリハビリに対しても適用することができる。例えば、特定部１４２は、関
節稼動域訓練を実施する対象者の骨格情報を特定することも可能である。
【０１２２】
　以上説明したとおり、第１～第６の実施形態によれば、本実施形態の動作情報処理装置
は、対象者以外を誤認識することを抑止することを可能にする。
【０１２３】
（第７の実施形態）
　上述したように、第１～第６の実施形態では、所定の動作を実施する者以外を誤認識す
ることを抑止することを可能にすることで、リハビリテーションを支援する場合について
説明した。しかしながら、撮影される者が常に対象者であるとは限らない。すなわち、動
作情報収集部１０の撮影範囲内にいる人物であれば、例えば、対象者、介助者、更にはリ
ハビリに関係のない者でも、動作情報収集部１０によって撮影されてしまう。そこで、以
下、第７～第１０の実施形態では、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテー
ションの対象となる対象者のものであるか否かを判定することができる動作情報処理装置
を提供する場合について説明する。なお、第１～第６の実施形態においては、所定の動作
を実施する者を「対象者」として説明したが、第７～第１０の実施形態においては、リハ
ビリテーションの対象となる者を「対象者」として説明する。
【０１２４】
　図１８Ａ及び図１８Ｂは、距離画像収集部１２によって撮影される距離画像の一例を示
す。図１８Ａ及び図１８Ｂでは、人物１８ａ（対象者）が人物１８ｂ（介助者）からの介
助を受けてリハビリを行う場合を例示する。具体的には、人物１８ａ（対象者）は、人物
１８ｂ（介助者）の左手によって右腕を支えられて歩行訓練を行っている。なお、図１８
Ａ及び図１８Ｂにおいては、説明の便宜上、距離に応じた色の濃淡で表現される距離画像
を線画で表している。
【０１２５】
　図１８Ａに示すように、動作情報収集部１０は、被写体として人物１８ａ（対象者）及
び人物１８ｂ（介助者）を含む距離画像を撮影する。この距離画像から動作情報を生成す
ると、図１８Ｂに示すように、動作情報収集部１０は、人物１８ａ及び人物１８ｂを、対
象者及び介助者としてではなく、それぞれ一人の人物として、その動作情報を生成する。
このため、ここで生成される動作情報を用いて対象者のリハビリに関する動作を解析する
場合には、どの人物が対象者であるか指定される必要がある。また、対象者の動作を解析
すべきところ、誤って介助者の動作が評価されてしまう可能性もある。
【０１２６】
　そこで、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、デジタル的に記録された人
物の動きが、リハビリテーションの対象となる対象者のものであるか否かを判定するため
に、以下に説明する処理を実行する。
【０１２７】



(24) JP 6675462 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

　また、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、介助者の動作を解析して介助
者を支援することで、その介助者によって介助される対象者を間接的に支援しても良い。
かかる場合、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、以下に説明する処理を実
行することにより、デジタル的に記録された人物の動きが、介助者のものであるか否かを
判定しても良い。
【０１２８】
　図１９は、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００の詳細な構成例を示すブロッ
ク図である。図１９に示すように、動作情報処理装置２００においては、記憶部２３０が
動作情報記憶部２３１と、対象者動作特徴記憶部２３２と、介助者動作特徴記憶部２３３
と、対象者画像特徴記憶部２３４と、介助者画像特徴記憶部２３５と、評価情報記憶部２
３６とを有する。
【０１２９】
　動作情報記憶部２３１は、動作情報収集部１０によって収集された各種情報を記憶する
。例えば、動作情報記憶部２３１は、人物の動作について、動作情報と、カラー画像情報
とが対応付けられた情報を記憶する。この動作情報は、動作情報生成部１４によって生成
されたフレームごとの骨格情報である。この骨格情報の各関節の座標及びカラー画像情報
の画素位置は、予め対応付けられている。また、骨格情報の撮影時刻情報及びカラー画像
情報の撮影時刻情報は、予め対応付けられている。また、例えば、動作情報及びカラー画
像情報は、動作情報収集部１０によって収集されるごとに動作情報記憶部２３１に格納さ
れる。
【０１３０】
　例えば、動作情報記憶部２３１は、歩行訓練や関節可動域訓練等、実施されたリハビリ
ごとに、動作情報を記憶する。ここで、１回のリハビリに複数人の動作が含まれる場合が
ある。具体例を挙げると、図４Ａに示したように、対象者が介助者からの介助を受けて歩
行訓練を行う場合には、対象者と介助者のそれぞれの動作の組み合わせによって、１回の
歩行訓練が行われることとなる。このような場合には、動作情報記憶部２３１は、同一フ
レームの距離画像情報から生成される複数人の人物の骨格情報をそれぞれ対応付けて、１
つの動作情報として記憶する。すなわち、この動作情報は、複数人の動作を同時に表すも
のである。動作情報記憶部２３１は、例えば、動作の撮影が開始された撮影開始時刻情報
に対応付けて、動作情報を記憶する。なお、以下では、動作情報が複数人の人物の動作を
表す場合を説明するが、実施形態はこれに限定されるものではなく、１人の人物の動作を
表す場合であっても良い。
【０１３１】
　対象者動作特徴記憶部２３２は、対象者の動作の特徴を表す対象者動作特徴情報を記憶
する。例えば、対象者動作特徴記憶部２３２は、動作ＩＤ（Identification）と、対象者
動作特徴情報とが対応付けられた情報を記憶する。このうち、動作ＩＤは、動作を識別す
るための識別情報であり、動作情報処理装置２００の設計者によって動作が定義されるご
とに採番される。また、対象者動作特徴情報は、対象者の動作の特徴を表す情報であり、
例えば、動作情報処理装置２００の設計者によって予め定義される。
【０１３２】
　図２０は、対象者動作特徴記憶部２３２に記憶される情報の一例を示す図である。図２
０の１つ目のレコードには、動作ＩＤ「１１」と、対象者動作特徴情報「足を引きずって
いる」とが対応付けられている。つまり、対象者動作特徴記憶部２３２は、対象者の動作
の特徴の一つとして「足を引きずっている」があることを、動作ＩＤ「１１」の動作とし
て記憶する。この対象者動作特徴情報「足を引きずっている」は、例えば、動作が行われ
ている間の足根（関節２ｐ又は関節２ｔ）のｙ座標の最大変化量が１ｃｍ未満であるか否
かに応じて判定される。また、図２０の２つ目のレコードには、動作ＩＤ「１２」と、対
象者動作特徴情報「歩く姿勢が良くない」とが対応付けられている。つまり、対象者動作
特徴記憶部２３２は、対象者の動作の特徴の一つとして「歩く姿勢が良くない」があるこ
とを、動作ＩＤ「１２」の動作として記憶する。この対象者動作特徴情報「歩く姿勢が良
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くない」は、例えば、動作が行われている間の、背骨（関節２ｂと関節２ｃとを結ぶ線分
）と上下方向とがなす角の平均値が３°以上であるか否かに応じて判定される。また、図
２０の３つ目のレコードには、動作ＩＤ「１３」と、対象者動作特徴情報「歩く速度が遅
い」とが対応付けられている。つまり、対象者動作特徴記憶部２３２は、対象者の動作の
特徴の一つとして「歩く速度が遅い」があることを、動作ＩＤ「１３」の動作として記憶
する。この対象者動作特徴情報「歩く速度が遅い」は、例えば、動作が行われている間の
腰（関節２ｃ）の移動速度の最大値が１［ｍ／秒］未満であるか否かに応じて判定される
。また、他のレコードについても同様に、対象者動作特徴記憶部２３２は、動作ＩＤと、
対象者動作特徴情報とを対応付けて記憶する。なお、ここでは、歩行訓練が行われる場合
に用いられる対象者動作特徴記憶部２３２を例示したが、実施形態はこれに限定されるも
のではなく、例えば、関節可動域訓練が行われる場合には、関節可動域訓練を行う対象者
の動作の特徴が記憶された対象者動作特徴記憶部２３２が利用されて良い。また、対象者
動作特徴記憶部２３２は、歩行訓練を行う対象者の動作の特徴や関節可動域訓練を行う対
象者の動作の特徴を区別することなく記憶しても良い。
【０１３３】
　介助者動作特徴記憶部２３３は、介助者の動作の特徴を表す介助者動作特徴情報を記憶
する。例えば、介助者動作特徴記憶部２３３は、動作ＩＤと、介助者動作特徴情報とが対
応付けられた情報を記憶する。この介助者動作特徴は、介助者の動作の特徴を表す情報で
あり、動作情報処理装置２００の設計者によって予め定義される。
【０１３４】
　図２１は、介助者動作特徴記憶部２３３に記憶される情報の一例を示す図である。図２
１の１つ目のレコードには、動作ＩＤ「２１」と、介助者動作特徴情報「腕を支えている
」とが対応付けられている。つまり、介助者動作特徴記憶部２３３は、対象者の動作の特
徴の一つとして「腕を支えている」があることを、動作ＩＤ「２１」の動作として記憶す
る。この介助者動作特徴情報「腕を支えている」は、例えば、動作が行われている間の所
定時間について、人物の手（関節２ｈ又は関節２ｌ）が他の人物の腕（関節２ｅと関節２
ｆとを結ぶ線分、又は、関節２ｉと関節２ｊとを結ぶ線分）から５ｃｍ以内にあるか否か
に応じて判定される。また、図２１の２つ目のレコードには、動作ＩＤ「２２」と、介助
者動作特徴情報「歩く姿勢が良い」とが対応付けられている。つまり、介助者動作特徴記
憶部２３３は、介助者の動作の特徴の一つとして「歩く姿勢が良い」があることを、動作
ＩＤ「２２」の動作として記憶する。この介助者動作特徴情報「歩く姿勢が良い」は、例
えば、動作が行われている間の、背骨（関節２ｂと関節２ｃとを結ぶ線分）と上下方向と
がなす角の平均値が３°未満であるか否かに応じて判定される。また、図２１の３つ目の
レコードには、動作ＩＤ「２３」と、介助者動作特徴情報「歩く速度が早い」とが対応付
けられている。つまり、介助者動作特徴記憶部２３３は、介助者の動作の特徴の一つとし
て「歩く速度が速い」があることを、動作ＩＤ「２３」の動作として記憶する。この対象
者動作特徴情報「歩く速度が速い」は、例えば、動作が行われている間の腰（関節２ｃ）
の移動速度の最大値が１［ｍ／秒］以上であるか否かに応じて判定される。また、他のレ
コードについても同様に、介助者動作特徴記憶部２３３は、動作ＩＤと、対象者動作特徴
情報とを対応付けて記憶する。なお、ここでは、歩行訓練が行われる場合に用いられる介
助者動作特徴記憶部２３３を例示したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、例
えば、関節可動域訓練が行われる場合には、関節可動域訓練を行う対象者の動作の特徴が
記憶された介助者動作特徴記憶部２３３が利用されて良い。また、介助者動作特徴記憶部
２３３は、歩行訓練を行う対象者の動作の特徴や関節可動域訓練を行う対象者の動作の特
徴を区別することなく記憶しても良い。
【０１３５】
　対象者画像特徴記憶部２３４は、対象者の身体的な特徴または対象者の付随物の特徴を
表す対象者特徴情報を記憶する。例えば、対象者画像特徴記憶部２３４は、対象者の画像
の特徴を表す対象者画像特徴情報を記憶する。例えば、対象者画像特徴記憶部２３４は、
器具ＩＤと、対象者器具特徴情報とが対応付けられた情報を記憶する。このうち、器具Ｉ
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Ｄは、器具を識別するための識別情報であり、動作情報処理装置２００の設計者によって
器具が定義されるごとに採番される。また、対象者器具特徴情報は、対象者の器具の特徴
を表す情報であり、例えば、パターンマッチングに利用可能な器具の画像情報である。対
象者器具特徴情報は、動作情報処理装置２００の設計者によって予め定義される。なお、
対象者画像特徴記憶部２３４は、対象者特徴記憶部の一例である。
【０１３６】
　図２２は、対象者画像特徴記憶部２３４に記憶される情報の一例を示す図である。図２
２の１つ目のレコードには、器具ＩＤ「１１」と、対象者器具特徴情報「松葉杖」とが対
応付けられている。つまり、対象者画像特徴記憶部２３４は、対象者の画像の特徴の一つ
として「松葉杖」の画像情報を、器具ＩＤ「１１」の器具として記憶する。また、図２２
の２つ目のレコードには、器具ＩＤ「１２」と、対象者器具特徴情報「ギプス」とが対応
付けられている。つまり、対象者画像特徴記憶部２３４は、対象者の画像の特徴の一つと
して「ギプス」の画像情報を、器具ＩＤ「１２」の器具として記憶する。また、図２２の
３つ目のレコードには、器具ＩＤ「１３」と、対象者器具特徴情報「車いす」とが対応付
けられている。つまり、対象者画像特徴記憶部２３４は、対象者の画像の特徴の一つとし
て「車いす」の画像情報を、器具ＩＤ「１３」の器具として記憶する。なお、ここでは、
歩行訓練が行われる場合に用いられる対象者画像特徴記憶部２３４を例示したが、実施形
態はこれに限定されるものではなく、例えば、関節可動域訓練が行われる場合には、関節
可動域訓練を行う対象者の器具の特徴が記憶された対象者画像特徴記憶部２３４が利用さ
れて良い。また、対象者画像特徴記憶部２３４は、歩行訓練を行う対象者の動作特徴や関
節可動域訓練を行う対象者の器具の特徴を区別することなく記憶しても良い。
【０１３７】
　介助者画像特徴記憶部２３５は、介助者の身体的な特徴または介助者の不随物の特徴を
表す介助者特徴情報を記憶する。例えば、介助者画像特徴記憶部２３５は、介助者の画像
の特徴を表す介助者画像特徴情報を記憶する。例えば、介助者画像特徴記憶部２３５は、
器具ＩＤと、介助者器具特徴情報とが対応付けられた情報を記憶する。このうち、介助者
器具特徴情報は、介助者の器具の特徴を表す情報であり、例えば、パターンマッチングに
利用可能な器具の画像情報である。介助者器具特徴情報は、動作情報処理装置２００の設
計者によって予め定義される。なお、介助者画像特徴記憶部２３４は、介助者特徴記憶部
の一例である。
【０１３８】
　図２３は、介助者画像特徴記憶部２３５に記憶される情報の一例を示す図である。図２
３の１つ目のレコードには、器具ＩＤ「２１」と、介助者器具特徴情報「聴診器」とが対
応付けられている。つまり、介助者画像特徴記憶部２３５は、介助者の画像の特徴の一つ
として「聴診器」の画像情報を、器具ＩＤ「２１」の器具として記憶する。また、図２３
の２つ目のレコードには、器具ＩＤ「２２」と、介助者器具特徴情報「白衣」とが対応付
けられている。つまり、介助者画像特徴記憶部２３５は、介助者の画像の特徴の一つとし
て「白衣」の画像情報を、器具ＩＤ「２２」の器具として記憶する。また、図２３の３つ
目のレコードには、器具ＩＤ「２３」と、介助者器具特徴情報「ネームプレート」とが対
応付けられている。つまり、介助者画像特徴記憶部２３５は、介助者の画像の特徴の一つ
として「ネームプレート」の画像情報を、器具ＩＤ「２３」の器具として記憶する。
【０１３９】
　評価情報記憶部２３６は、対象者ごとに、評価情報と、判定結果とが対応付けられた情
報を記憶する。このうち、評価情報は、リハビリテーションにおける人物の動作を評価す
るための情報である。例えば、評価情報は、対象者及び介助者の歩く姿勢、歩く速度等で
ある。この評価情報は、後述の生成部２４２によって生成される。また、判定結果は、後
述の判定部２４３によって判定された結果であり、例えば、対象者、介助者及び判定不能
のうちいずれかが記憶される。
【０１４０】
　図１９の説明に戻る。動作情報処理装置２００においては、制御部２４０が取得部２４
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１と、生成部２４２と、判定部２４３と、格納部２４４とを有する。
【０１４１】
　取得部２４１は、評価対象となる動作情報を取得する。例えば、取得部２４１は、評価
対象となる動作情報を指定する旨の入力を入力部１２０から受け付けると、指定された動
作情報と、対応するカラー画像情報とを動作情報記憶部２３１から取得する。
【０１４２】
　一例としては、取得部２４１は、評価対象となる動作情報の撮影開始時刻情報の指定を
受け付けると、その動作情報及び動作情報に対応付けられたカラー画像情報を動作情報記
憶部２３１から取得する。なお、この動作情報は、同一フレームの距離画像情報から生成
される複数人の人物の骨格情報を含む場合であっても、１人の人物の骨格情報を含む場合
であっても良い。
【０１４３】
　生成部２４２は、取得部２４１によって取得された動作情報から、リハビリテーション
を評価するための評価情報を生成する。例えば、生成部２４２は、評価情報として、対象
者及び介助者の歩く姿勢及び歩く速度を算出する。ここで、取得部２４１によって取得さ
れた動作情報に、同一フレームの距離画像情報から生成される複数人の人物の骨格情報が
含まれる場合には、生成部２４２は、一人一人の人物の骨格情報に対して評価情報を生成
する。生成部２４２は、生成した評価情報を格納部２４４へ出力する。
【０１４４】
　図２４は、生成部２４２の処理を説明するための図である。図２４には、図１８Ａの歩
行訓練において収集された動作情報に基づいて、人物１８ａ及び人物１８ｂそれぞれにつ
いて、歩く姿勢及び歩く速度が算出される場合を説明する。例えば、生成部２４２は、取
得部２４１によって取得された動作情報から、各フレームの人物１８ａの関節２ｂの座標
及び関節２ｃの座標を抽出する。そして、生成部２４２は、抽出した関節２ｂと関節２ｃ
とを結ぶ線分を人物１８ａの背骨と見立て、背骨と上下方向とがなす角２４ａをフレーム
ごとに求める。そして、生成部２４２は、歩行訓練が行われている間の複数フレームの角
２４ａの平均値を、人物１８ａの歩く姿勢として算出する。また、生成部２４２は、人物
１８ｂについても人物１８ａの場合と同様に、歩く姿勢を算出する。
【０１４５】
　また、例えば、生成部２４２は、所定時間（例えば０．５秒）ごとに人物１８ａの腰に
対応する関節２ｃの座標が移動した移動距離［ｍ］を求める。そして、生成部２４２は、
この所定時間当たりの移動距離に基づいて、人物１８ａの移動速度［ｍ／秒］を所定時間
ごとに算出する。そして、生成部２４２は、歩行訓練を行っている間の人物１８ａの移動
速度の平均値を、人物１８ａが歩く速度として算出する。また、生成部２４２は、人物１
８ｂについても人物１８ａの場合と同様に、歩く速度を算出する。
【０１４６】
　なお、ここでは、生成部２４２によって生成される評価情報として、歩行訓練における
歩く姿勢及び歩く速度を算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるもので
はない。例えば、生成部２４２は、リハビリテーションの機能訓練の内容や対象者の状況
に応じて、他の評価情報を適宜選択して算出して良い。
【０１４７】
　判定部２４３は、リハビリテーションの対象となる対象者の特徴を表す情報を用いて、
取得部２４１によって取得された動作情報に対応する人物が対象者であるか否かを判定す
る。例えば、判定部２４３は、対象者の特徴を表す情報として、対象者動作特徴記憶部２
３２に記憶された対象者動作特徴情報を参照し、取得部２４１によって取得された動作情
報に対応する人物が対象者であるか否かを判定する。
【０１４８】
　例えば、判定部２４３は、取得部２４１によって取得された動作情報に対応する人物が
、対象者であるか否かを判定する。また、判定部２４３は、取得部２４１によって取得さ
れた動作情報に対応する人物が、介助者であるか否かを判定する。ここで、取得部２４１
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によって取得された動作情報に、同一フレームの距離画像情報から生成される複数人の人
物の骨格情報が含まれる場合には、判定部２４３は、一人一人の人物の骨格情報に対して
、対象者であるか否か、或いは介助者であるか否かを判定する。判定部２４３は、判定し
た結果を格納部２４４へ出力する。以下において、判定部２４３の処理を具体的に説明す
る。
【０１４９】
　まず、対象者であるか否かを判定する処理を説明する。例えば、判定部２４３は、対象
者動作特徴記憶部２３２及び対象者画像特徴記憶部２３４のレコードのうち、未処理のレ
コードを一つ選択する。そして、判定部２４３は、取得された動作情報及びカラー画像情
報が、選択したレコードの条件に該当するか否かを判定する。
【０１５０】
　ここで、対象者動作特徴記憶部２３２から動作ＩＤ「１１」のレコードが選択された場
合を説明する。この場合、図２０に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によっ
て取得された動作情報が、対象者動作特徴情報「足を引きずっている」に該当するか否か
を判定する。すなわち、判定部２４３は、取得された動作情報に含まれる各フレームから
、足根（関節２ｐ又は関節２ｔ）のｙ座標を抽出する。そして、判定部２４３は、抽出し
たｙ座標のうち、最大値と最小値との差分を最大変化量として算出する。そして、判定部
２４３は、算出した最大変化量が１ｃｍ未満である場合に、取得された動作情報が対象者
動作特徴情報に該当する、すなわち足を引きずっていると判定する。
【０１５１】
　また、対象者動作特徴記憶部２３２から動作ＩＤ「１２」のレコードが選択された場合
を説明する。この場合、図２０に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によって
取得された動作情報が、対象者動作特徴情報「歩く姿勢が良くない」に該当するか否かを
判定する。ここで、歩く姿勢が生成部２４２によって算出されている場合には、判定部２
４３は、取得された動作情報に含まれる人物の歩く姿勢を生成部２４２から取得する。そ
して、判定部２４３は、取得した歩く姿勢が３°以上である場合に、取得された動作情報
が対象者動作特徴情報に該当する、すなわち歩く姿勢が良くないと判定する。なお、歩く
姿勢が生成部２４２によって算出されていない場合には、判定部２４３は、上記の生成部
２４２において説明した処理と同様の処理を行って、歩く姿勢を算出しても良い。
【０１５２】
　また、対象者動作特徴記憶部２３２から動作ＩＤ「１３」のレコードが選択された場合
を説明する。この場合、図２０に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によって
取得された動作情報が、対象者動作特徴情報「歩く速度が遅い」に該当するか否かを判定
する。ここで、歩く速度が生成部２４２によって算出されている場合には、判定部２４３
は、取得された動作情報に含まれる人物が所定時間（例えば０．５秒）ごとに移動する移
動速度［ｍ／秒］を生成部２４２から取得する。そして、判定部２４３は、取得した移動
速度のうち、最大の移動速度が１［ｍ／秒］未満である場合に、取得された動作情報が対
象者動作特徴情報に該当する、すなわち歩く速度が遅いと判定する。なお、歩く速度が生
成部２４２によって算出されていない場合には、判定部２４３は、上記の生成部２４２に
おいて説明した処理と同様の処理を行って、歩く速度を算出しても良い。
【０１５３】
　また、対象者画像特徴記憶部２３４から器具ＩＤ「１１」のレコードが選択された場合
を説明する。この場合、図２２に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によって
取得されたカラー画像情報と、対象者器具特徴情報「松葉杖」とのパターンマッチングを
行う。パターンマッチングによってカラー画像情報から松葉杖の画像が抽出されると、判
定部２４３は、抽出された松葉杖の画素位置が、評価対象となる動作情報に含まれる骨格
情報の座標と重なるか否かを判定する。松葉杖の画素位置が骨格情報の座標と重なる場合
には、判定部２４３は、取得されたカラー画像情報が対象者器具特徴情報に該当する、す
なわち松葉杖を持っていると判定する。また、判定部２４３は、他のレコードについても
同様に、取得されたカラー画像情報が対象者器具特徴情報に該当するか否かを判定する。
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【０１５４】
　このように、判定部２４３は、取得された動作情報及びカラー画像情報が、選択したレ
コードに該当するか否かを判定する。そして、選択したレコードに該当すると判定した場
合には、判定部２４３は、保有対象者特徴数ｎを１インクリメントする。この保有対象者
特徴数ｎは、評価対象となる動作情報に対応する人物が保有する対象者としての特徴の数
を表す。判定部２４３は、他の未処理のレコードについても同様に、取得された動作情報
及びカラー画像情報が当該レコードに該当するか否かを判定する。そして、判定部２４３
は、保有対象者特徴数ｎが５に到達すると、評価対象となる動作情報に対応する人物が対
象者であると判定する。一方、判定部２４３は、対象者動作特徴記憶部２３２及び対象者
画像特徴記憶部２３４の全てのレコードについて判定を行っても、保有対象者特徴数ｎが
５に到達しない場合には、評価対象となる動作情報に対応する人物が対象者ではないと判
定する。なお、ここでは、対象者であるか否かを判定する保有対象者特徴数ｎの閾値が「
５」である場合を例示したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、この閾値は操
作者によって任意の値が設定されて良い。また、ここでは各レコードに該当する場合に保
有対象者特徴数ｎが１インクリメントされる場合を説明したが、実施形態はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、レコードごとに重み付けを行っても良い。
【０１５５】
　次に、介助者であるか否かを判定する処理を説明する。例えば、判定部２４３は、介助
者動作特徴記憶部２３３及び介助者画像特徴記憶部２３５のレコードのうち、未処理のレ
コードを一つ選択する。そして、判定部２４３は、取得された動作情報及びカラー画像情
報が、選択したレコードに該当するか否かを判定する。
【０１５６】
　ここで、介助者動作特徴記憶部２３３から動作ＩＤ「２１」のレコードが選択された場
合を説明する。この場合、図２１に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によっ
て取得された動作情報が、介助者動作特徴情報「腕を支えている」に該当するか否かを判
定する。すなわち、判定部２４３は、取得された動作情報に含まれる各フレームから、手
（関節２ｈ又は関節２ｌ）の座標を取得する。そして、判定部２４３は、歩行訓練が行わ
れている間の所定時間について、取得した手から５ｃｍ以内に他の人物の腕（関節２ｅと
関節２ｆとを結ぶ線分、又は、関節２ｉと関節２ｊとを結ぶ線分）がある場合に、取得さ
れた動作情報が介助者動作特徴情報に該当する、すなわち腕を支えていると判定する。
【０１５７】
　また、介助者動作特徴記憶部２３３から動作ＩＤ「２２」のレコードが選択された場合
を説明する。この場合、図２１に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によって
取得された動作情報が、介助者動作特徴情報「歩く姿勢が良い」に該当するか否かを判定
する。ここで、歩く姿勢が生成部２４２によって算出されている場合には、判定部２４３
は、取得された動作情報に含まれる人物の歩く姿勢を生成部２４２から取得する。そして
、判定部２４３は、取得した歩く姿勢が３°未満である場合に、取得された動作情報が対
象者動作特徴情報に該当する、すなわち歩く姿勢が良いと判定する。なお、歩く姿勢が生
成部２４２によって算出されていない場合には、判定部２４３は、上記の生成部２４２に
おいて説明した処理と同様の処理を行って、歩く姿勢を算出しても良い。
【０１５８】
　また、介助者動作特徴記憶部２３３から動作ＩＤ「２３」のレコードが選択された場合
を説明する。この場合、図２１に示したように、判定部２４３は、取得部２４１によって
取得された動作情報が、介助者動作特徴情報「歩く速度が速い」に該当するか否かを判定
する。ここで、歩く速度が生成部２４２によって算出されている場合には、判定部２４３
は、取得された動作情報に含まれる人物が所定時間（例えば０．５秒）ごとに移動する移
動速度［ｍ／秒］を生成部２４２から取得する。そして、判定部２４３は、取得した移動
速度のうち、最大の移動速度が１［ｍ／秒］以上である場合に、取得された動作情報が対
象者動作特徴情報に該当する、すなわち歩く速度が速いと判定する。なお、歩く速度が生
成部２４２によって算出されていない場合には、判定部２４３は、上記の生成部２４２に
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おいて説明した処理と同様の処理を行って、歩く速度を算出しても良い。
【０１５９】
　また、介助者画像特徴記憶部２３５から器具ＩＤ「２１」のレコードが選択された場合
を説明する。この場合、図２３に示したように、判定部１４３は、取得部２４１によって
取得されたカラー画像情報と、介助者器具特徴情報「聴診器」とのパターンマッチングを
行う。パターンマッチングによってカラー画像情報から聴診器の画像が抽出されると、判
定部２４３は、抽出された聴診器の画素位置が、評価対象となる動作情報に含まれる骨格
情報の座標と重なるか否かを判定する。聴診器の画素位置が骨格情報の座標と重なる場合
には、判定部２４３は、取得されたカラー画像情報が介助者器具特徴情報に該当する、す
なわち聴診器を持っていると判定する。また、判定部２４３は、他のレコードについても
同様に、取得されたカラー画像情報が介助者器具特徴情報に該当するか否かを判定する。
【０１６０】
　このように、判定部２４３は、取得された動作情報及びカラー画像情報が、選択したレ
コードに該当するか否かを判定する。そして、選択したレコードに該当すると判定した場
合には、判定部２４３は、保有介助者特徴数ｍを１インクリメントする。この保有介助者
特徴数ｍは、評価対象となる動作情報に対応する人物が保有する介助者としての特徴の数
を表す。判定部２４３は、他の未処理のレコードについても同様に、取得された動作情報
及びカラー画像情報が当該レコードに該当するか否かを判定する。そして、判定部１４３
は、保有介助者特徴数ｍが５に到達すると、評価対象となる動作情報に対応する人物が介
助者であると判定する。一方、判定部１４３は、介助者動作特徴記憶部２３３及び介助者
画像特徴記憶部２３５の全てのレコードについて判定を行っても、保有介助者特徴数ｍが
５に到達しない場合には、評価対象となる動作情報に対応する人物が介助者ではないと判
定する。なお、ここでは、介助者であるか否かを判定する保有介助者特徴数ｎの閾値が「
５」である場合を例示したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、この閾値は操
作者によって任意の値が設定されて良い。また、ここでは各レコードに該当する場合に保
有介助者特徴数ｎが１インクリメントされる場合を説明したが、実施形態はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、レコードごとに重み付けを行っても良い。
【０１６１】
　上述してきたように、判定部２４３は、評価対象となる動作情報に対応する人物が、対
象者であるか否か、若しくは介助者であるか否かを判定し、判定結果を格納部２４４へ出
力する。なお、判定部２４３は、評価対象となる動作情報に対応する人物が、対象者でも
介助者でもないと判定した場合には、判定不能という判定結果を格納部２４４へ出力する
。
【０１６２】
　格納部２４４は、判定部２４３によって判定された判定結果を出力する。例えば、格納
部２４４は、生成部１４２によって生成された評価情報と、判定部２４３によって判定さ
れた判定結果とを対応づけて、評価情報記憶部２３６に格納する。なお、格納部２４４は
、出力制御部の一例である。
【０１６３】
　例えば、格納部２４４は、判定部２４３によって判定された判定結果を確認させるため
の画面を出力部１１０に表示させる。そして、格納部２４４は、表示させた判定結果が確
認されると、その判定結果と、生成部２４２によって生成された評価情報とを対応づけて
評価情報記憶部２３６に格納する。
【０１６４】
　図２５は、格納部２４４によって表示される表示画面の一例を示す。図２５に示す例で
は、評価対象となる動作情報に対応する人物が図１８Ａの人物１８ａである場合を例示す
る。また、人物１８ａについて、生成部２４２によって評価情報「歩く姿勢が１５°であ
る」が出力され、判定部２４３によって判定結果「対象者」が出力された場合を例示する
。
【０１６５】
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　図２５に示すように、格納部２４４は、「人物１８ａが対象者と判定されました。正し
いですか？」という質問メッセージと、その質問メッセージに回答するための「Ｙｅｓ／
Ｎｏ」の選択ボタンとを出力部２１０に表示させる。そして、「Ｙｅｓ」が選択されると
、格納部２４４は、評価対象となる動作情報と、判定結果「対象者」と、評価情報「歩く
姿勢が１５°である」とを対応付けて、評価情報記憶部２３６に格納する。また、例えば
、格納部２４４は、図２５に示すように、リハカルテの自由記載欄に評価情報「体の傾き
：１５°」を記入しても良い。
【０１６６】
　また、例えば、格納部２４４は、判定結果を確認させることなく評価情報記憶部２３６
に格納しても良い。図２６は、格納部２４４によって表示される表示画面の一例を示す。
なお、図２６には、図２５と同一条件下で表示される表示画面の一例であり、更に、人物
１８ｂの評価情報「歩く姿勢が３°である」が出力される場合を示す。
【０１６７】
　図２６に示すように、格納部２４４は、人物１８ａ及び人物１８ｂについて、評価情報
「＜体の傾き＞１８ａ：１５°、１８ｂ：３°」が表示される。そして、格納部２４４は
、評価対象となる動作情報と、判定結果「対象者」と、評価情報「歩く姿勢が１５°であ
る」とを対応付けて、評価情報記憶部２３６に格納する。また、例えば、格納部２４４は
、図２６に示すように、リハカルテの自由記載欄に評価情報「体の傾き：１５°」を表示
しても良い。
【０１６８】
　このように、格納部２４４は、判定結果を評価情報記憶部２３６へ出力することで、評
判定結果を評価情報記憶部２３６に格納したり、判定結果を出力部１１０へ出力すること
で、判定結果を出力部１１０に表示させたりする。なお、格納部２４４が判定結果を出力
するのは上記の例に限定されるものではない。例えば、格納部２４４は、他の情報処理装
置や外部記憶装置に判定結果を出力しても良い。
【０１６９】
　次に、図２７を用いて、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順につ
いて説明する。図２７は、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順の一
例を説明するためのフローチャートである。
【０１７０】
　図２７に示すように、取得部２４１は、評価対象となる動作情報が指定されると（ステ
ップＳ３０１肯定）、評価対象となる動作情報と、当該動作情報に対応付けられたカラー
画像情報を取得する（ステップＳ３０２）。なお、取得部２４１は、評価対象となる動作
情報が指定されるまで（ステップＳ３０１否定）、待機状態である。
【０１７１】
　生成部２４２は、取得部２４１によって取得された動作情報から評価情報を生成する（
ステップＳ３０３）。例えば、生成部２４２は、評価対象となる動作情報から、歩く姿勢
や歩く速度を評価情報として生成する。
【０１７２】
　判定部２４３は、取得部２４１によって取得された動作情報に対応する人物が、対象者
であるか否か、或いは介助者であるか否かを判定する判定処理を実行する（ステップＳ３
０４）。
【０１７３】
　ここで、図２８を用いて、第７の実施形態に係る判定部２４３における判定処理の処理
手順について説明する。図２８は、第７の実施形態に係る判定部２４３における判定処理
の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【０１７４】
　判定部２４３は、対象者動作特徴記憶部２３２及び対象者画像特徴記憶部２３４から、
未処理のレコードを一つ選択する（ステップＳ４０１）。そして、判定部２４３は、取得
した動作情報及びカラー画像情報が、選択したレコードに該当するか否かを判定する（ス



(32) JP 6675462 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

テップＳ４０２）。該当する場合には（ステップＳ４０２肯定）、判定部２４３は、保有
対象者特徴数ｎを１インクリメントする（ステップＳ４０３）。そして、判定部２４３は
、保有対象者特徴数ｎが５に到達したか否かを判定する（ステップＳ４０４）。保有対象
者特徴数ｎが５に到達した場合には（ステップＳ４０４肯定）、判定部２４３は、取得部
２４１によって取得された動作情報に対応する人物が対象者であると判定する（ステップ
Ｓ４０５）。
【０１７５】
　一方、判定部２４３は、保有対象者特徴数ｎが５に到達していない場合には（ステップ
Ｓ４０４否定）、判定部２４３は、対象者動作特徴記憶部２３２及び対象者画像特徴記憶
部２３４に、未処理のレコードがあるか否かを判定する（ステップＳ４０６）。未処理の
レコードがある場合には（ステップＳ４０６肯定）、判定部２４３は、ステップＳ４０１
の処理へ移行する。
【０１７６】
　一方、判定部２４３は、未処理のレコードがない場合には（ステップＳ４０６否定）、
介助者動作特徴記憶部２３３及び介助者画像特徴記憶部２３５から、未処理のレコードを
一つ選択する（ステップＳ４０７）。そして、判定部２４３は、取得した動作情報及びカ
ラー画像情報が、選択したレコードに該当するか否かを判定する（ステップＳ４０８）。
該当する場合には（ステップＳ４０８肯定）、判定部２４３は、保有介助者特徴数ｍを１
インクリメントする（ステップＳ４０９）。そして、判定部２４３は、保有介助者特徴数
ｍが５に到達したか否かを判定する（ステップＳ４１０）。保有介助者特徴数ｍが５に到
達した場合には（ステップＳ４１０肯定）、判定部２４３は、取得部２４１によって取得
された動作情報に対応する人物が介助者であると判定する（ステップＳ４１１）。
【０１７７】
　一方、判定部２４３は、保有介助者特徴数ｍが５に到達していない場合には（ステップ
Ｓ４１０否定）、判定部２４３は、介助者動作特徴記憶部２３３及び介助者画像特徴記憶
部２３５に、未処理のレコードがあるか否かを判定する（ステップＳ４１２）。未処理の
レコードがある場合には（ステップＳ４１２肯定）、判定部２４３は、ステップＳ４０７
の処理へ移行する。
【０１７８】
　一方、判定部２４３は、未処理のレコードがない場合には（ステップＳ４１２否定）、
取得部２４１によって取得された動作情報に対応する人物は判定不能であると判定する（
ステップＳ４１３）。
【０１７９】
　図２７の説明に戻る。判定部２４３によって判定処理が実行されると、格納部２４４は
、判定結果の正誤を確認する確認画面を出力部１１０に表示させる（ステップＳ３０５）
。そして、格納部２４４は、判定結果が正しい旨の入力を入力部１２０が受け付けると（
ステップＳ３０６肯定）、判定結果とともに、生成部２４２によって生成された評価情報
を評価情報記憶部２３６に格納する（ステップＳ３０７）。
【０１８０】
　一方、格納部２４４は、判定結果が正しくない旨の入力を入力部１２０が受け付けると
（ステップＳ３０６否定）、修正指示入力を入力部１２０が受け付けるまで待機する（ス
テップＳ３０８否定）。そして、修正指示入力を入力部１２０が受け付けると（ステップ
Ｓ３０８肯定）、格納部２４４は、修正指示にしたがって評価情報を評価情報記憶部２３
６に格納し（ステップＳ３０９）、処理を終了する。
【０１８１】
　なお、上述した処理手順は、必ずしも上記の順序で実行されなくても良い。例えば、評
価情報を生成する処理であるステップＳ３０３の処理及び判定処理を実行するステップＳ
３０４の処理は、上記の順序に限らず、ステップＳ３０４の処理が実行された後にステッ
プＳ３０３の処理が実行されても良い。
【０１８２】
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　また、例えば、対象者であるか否かを判定する処理であるステップＳ４０１からステッ
プＳ４０６までの処理及び介助者であるか否かを判定する処理であるステップＳ４０７か
らステップＳ４１２までの処理は、上記の順序に限らない。すなわち、ステップＳ４０７
からステップＳ４１２までの処理が実行された後に、ステップＳ４０１からステップＳ４
０６までの処理が実行されても良い。
【０１８３】
　上述してきたように、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、リハビリテー
ションの対象となる対象者の動作の特徴を表す対象者動作特徴情報を記憶する。そして、
動作情報処理装置２００は、人物の動作を表す動作情報を取得する。そして、動作情報処
理装置２００は、対象者動作特徴情報を用いて、取得した動作情報に対応する人物が対象
者であるか否かを判定する。このため、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００は
、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテーションの対象となる対象者のもの
であるか否かを判定することができる。
【０１８４】
　図２９は、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００の効果を説明するための図で
ある。図２９に示すように、例えば、動作情報処理装置２００は、動作情報収集部１０に
よって撮影された距離画像２９ａに基づいて、リハビリテーションを行う人物１８ａ及び
人物１８ｂそれぞれの動作情報を取得する。そして、動作情報処理装置２００は、取得し
た動作情報を用いて、その動作情報に対応する人物が、対象者であるか否か、介助者であ
るか否かを判定する。そして、動作情報処理装置２００は、判定結果を表示画面２９ｂに
表示するとともに、判定結果と、動作情報に基づく評価情報とを評価情報記憶部２３６に
格納する。このため、例えば、動作情報処理装置２００は、対象者の動作情報を評価する
ことができる。
【０１８５】
　また、例えば、動作情報処理装置２００は、対象者を介助する介助者の動作の特徴を表
す介助者動作特徴情報を記憶する。そして、動作情報処理装置２００は、介助者動作特徴
情報を用いて、取得した動作情報に対応する人物が介助者であるか否かを判定する。この
ため、第７の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、デジタル的に記録された人物の
動きが、介助者のものであるか否かを判定することができる。
【０１８６】
　また、例えば、動作情報処理装置２００は、判定結果を確認させるための画面を所定の
表示部に表示させ、その判定結果が確認されると、その判定結果と、生成した評価情報と
を対応づけて所定の記憶部に格納する。このため、動作情報処理装置２００は、例えば、
評価対象となる人物を誤って評価することを防ぐことができる。
【０１８７】
　また、例えば、動作情報処理装置２００は、対象者の画像の特徴を表す対象者画像特徴
情報を記憶する。そして、動作情報処理装置２００は、人物が撮影された人物画像を取得
する。そして、動作情報処理装置２００は、対象者画像特徴情報を用いて、取得した人物
画像に対応する人物が対象者であるか否かを判定する。このため、デジタル的に記録され
た人物の動きが、対象者のものであるか否かを判定することができる。
【０１８８】
　また、例えば、動作情報処理装置２００は、介助者の画像の特徴を表す介助者画像特徴
情報を記憶する。そして、動作情報処理装置２００は、人物が撮影された人物画像を取得
する。そして、動作情報処理装置２００は、介助者画像特徴情報を用いて、取得した人物
画像に対応する人物が介助者であるか否かを判定する。このため、デジタル的に記録され
た人物の動きが、介助者のものであるか否かを判定することができる。
【０１８９】
（第８の実施形態）
　上述した第７の実施形態では、対象者の動作の特徴及び画像の特徴を用いて対象者であ
るか否かを判定する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例え
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ば、動作情報処理装置２００は、対象者の個人情報を用いて対象者であるか否かを判定し
ても良い。そこで、第８の実施形態では、動作情報処理装置２００が対象者の個人情報を
用いて対象者であるか否かを判定する場合を説明する。
【０１９０】
　図３０は、第８の実施形態に係る動作情報処理装置２００の構成例を示すブロック図で
ある。図３０に示すように、第８の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、図１９に
示した動作情報処理装置２００と同様の構成を有し、記憶部２３０が個人情報記憶部２３
７及び個人特徴情報記憶部２３８を更に有し、制御部２４０が抽出部２４５を更に有する
点が相違する。以下、第８の実施形態では、第７の実施形態と相違する点を中心に説明す
ることとし、第７の実施形態において説明した構成と同様の機能を有する点については、
図５と同一の符号を付し、説明を省略する。なお、第８の実施形態に係る動作情報処理装
置２００においては、記憶部２３０は、対象者画像特徴記憶部２３４及び介助者画像特徴
記憶部２３５を有していなくても良い。
【０１９１】
　個人情報記憶部２３７は、対象者を識別する識別情報と、個人情報とを対応付けて記憶
する。このうち、対象者ＩＤは、対象者を識別するための情報であり、例えば、医療機関
において患者を識別するための患者番号等である。また、個人情報は、該当する対象者の
個人特有の情報であり、例えば、身長、胸囲及び腹囲等の情報を含む。なお、個人情報記
憶部２３７に記憶される情報は、例えば、医療情報システムや、個人の健康情報記録（Ｐ
ＨＲ：Personal　Health　Record）等から取得される情報であり、対象者の身体的な特徴
のみならず、疾患の名称や通院の履歴等が記憶されても良い。
【０１９２】
　個人特徴情報記憶部２３８は、個人特徴ＩＤと、個人特徴情報とを記憶する。このうち
、個人特徴ＩＤは、個人を特定するために利用可能な特徴を識別するための情報であり、
動作情報処理装置２００の設計者によって個人特徴情報記憶部２３８のレコードが登録さ
れるごとに採番される。また、個人特徴情報は、個人情報を用いて対象者であるか否かを
判定する際に利用可能な個人情報の項目を示し、例えば、動作情報処理装置２００の設計
者によって予め定義される。なお、個人特徴情報記憶部２３８に記憶される情報は、例え
ば、医療情報システムや、個人の健康情報記録（ＰＨＲ：Personal　Health　Record）等
から取得されても良い。
【０１９３】
　図３１は、個人特徴情報記憶部２３８に記憶される情報の一例を示す図である。図３１
の１つ目のレコードには、個人特徴ＩＤ「００１」と、個人特徴情報「身長が（　　）ｃ
ｍである」が記憶されている。つまり、個人特徴情報記憶部２３８は、個人情報を用いて
対象者であるか否かを判定する際に利用可能な個人情報の項目として「身長が（　　）ｃ
ｍである」を、個人特徴ＩＤ「００１」の個人特徴情報として記憶する。この個人特徴情
報「身長が（　　）ｃｍである」は、個人情報記憶部２３７から対象者の身長の情報を取
得した上で、判定に用いられる。また、図３１の２つ目のレコードには、個人特徴ＩＤ「
００２」と、個人特徴情報「胸囲が（　　）ｃｍである」が記憶されている。つまり、個
人特徴情報記憶部２３８は、個人情報を用いて対象者であるか否かを判定する際に利用可
能な個人情報の項目として「胸囲が（　　）ｃｍである」を、個人特徴ＩＤ「００２」の
個人特徴情報として記憶する。また、図３１の３つ目のレコードには、個人特徴ＩＤ「０
０３」と、個人特徴情報「腹囲が（　　）ｃｍである」が記憶されている。つまり、個人
特徴情報記憶部２３８は、個人情報を用いて対象者であるか否かを判定する際に利用可能
な個人情報の項目として「腹囲が（　　）ｃｍである」を、個人特徴ＩＤ「００３」の個
人特徴情報として記憶する。また、個人特徴情報記憶部２３８は、他のレコードについて
も同様に、個人情報を用いて対象者であるか否かを判定する際に利用可能な個人情報の項
目を記憶する。
【０１９４】
　抽出部２４５は、対象者を識別する識別情報を受け付けて、受け付けた識別情報に対応
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する個人情報を個人情報記憶部２３７から抽出する。一例としては、抽出部２４５は、対
象者の身体的な特徴を、対象者の電子カルテに記録された情報から取得する。
【０１９５】
　例えば、リハビリテーションが開始される際に、当該リハビリテーションを行う対象者
の対象者ＩＤの入力を入力部１２０が受け付けると、抽出部２４５は、その対象者ＩＤを
入力部１２０から受け付ける。
【０１９６】
　続いて、抽出部２４５は、受け付けた対象者ＩＤを用いて、個人特徴情報記憶部２３８
の各レコードの個人特徴情報に対応する個人情報を個人情報記憶部２３７から抽出する。
図３１に示す例では、１つ目のレコードの個人特徴情報には「身長が（　　）ｃｍである
」が記憶されている。この場合、抽出部２４５は、個人情報記憶部２３７を参照し、受け
付けた対象者ＩＤに対応する個人情報として、例えば「身長１７０ｃｍ」を抽出する。こ
こで抽出された身長は、判定部２４３が個人特徴情報記憶部２３８の１つ目のレコード「
身長が（　　）ｃｍである」を用いて対象者か否かを判定する際に利用される。個人特徴
情報記憶部２３８の他のレコードについても同様に、抽出部２４５は、受け付けた対象者
ＩＤを用いて、個人特徴情報記憶部２３８の各レコードに対応する個人情報を個人情報記
憶部２３７から抽出する。
【０１９７】
　次に、図３２を用いて、第８の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順につ
いて説明する。図３２は、第８の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順の一
例を説明するためのフローチャートである。なお、入力部１２０は、リハビリテーション
が開始される際に、当該リハビリテーションを行う対象者の対象者ＩＤの入力を操作者か
ら受け付けるものとする。
【０１９８】
　図３２に示すように、第８の実施形態に係る動作情報処理装置２００において、ステッ
プＳ５０１からステップＳ５０３までの処理は、図２７に示したステップＳ３０１からス
テップＳ３０３までの処理とそれぞれ同様であるので、説明を省略する。
【０１９９】
　ステップＳ５０３の処理が終了すると、抽出部２４５は、リハビリテーションを行う対
象者の対象者ＩＤを入力部１２０から受け付ける（ステップＳ５０４）。そして、抽出部
２４５は、受け付けた対象者ＩＤに対応する個人情報を個人情報記憶部２３７から抽出す
る（ステップＳ５０５）。
【０２００】
　判定部２４３は、取得部２４１によって取得された動作情報に対応する人物が、対象者
であるか否か、或いは介助者であるか否かを判定する判定処理を実行する（ステップＳ５
０６）。なお、判定部２４３は、基本的には図１４に示した処理手順で判定処理を実行す
るが、個人特徴情報記憶部２３８を用いて判定する点が相違するので、以下、この相違点
について図２８を用いて説明する。
【０２０１】
　ステップＳ４０１において、判定部２４３は、対象者動作特徴記憶部２３２及び個人特
徴情報記憶部２３８から、未処理のレコードを一つ選択する。なお、第８の実施形態に係
る動作情報処理装置２００が対象者画像特徴記憶部２３４を有する場合には、対象者画像
特徴記憶部２３４から未処理のレコードを選択しても良い。
【０２０２】
　続いて、ステップＳ４０２において、判定部２４３は、取得した動作情報及びカラー画
像情報が、選択したレコードに該当するか否かを判定する。このとき、個人特徴情報記憶
部２３８からレコードが選択された場合には、判定部２４３は、抽出部２４５によって抽
出された個人情報を用いて判定を行う。例えば、図３１の１つ目のレコードが選択された
場合には、判定部２４３は、個人特徴情報記憶部２３８から個人特徴情報「身長が（　　
）ｃｍである」を取得する。続いて、判定部２４３は、この個人特徴情報「身長が（　　
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）ｃｍである」に対応する個人情報として抽出部２４５によって抽出された個人情報「身
長１７０ｃｍ」を取得する。そして、判定部２４３は、取得した個人特徴情報「身長が（
　　）ｃｍである」及び個人情報「身長１７０ｃｍ」を組み合わせ、条件「身長が１７０
ｃｍである」を生成する。そして、判定部２４３は、生成した条件「身長が１７０ｃｍで
ある」に、取得部２４１によって取得された動作情報及びカラー画像情報が該当するか否
かを判定する。具体的には、判定部２４３は、動作情報に含まれる骨格情報から身長を求
め、その値が１７０ｃｍに近い値であるか否かを判定する。
【０２０３】
　そして、判定部２４３は、ステップＳ４０３以降の処理を行う。なお、ステップＳ４０
３以降の処理については、第７の実施形態で説明した内容と同様であるので、説明を省略
する。
【０２０４】
　図３２の説明に戻り、動作情報処理装置２００は、ステップＳ５０７以降の処理を行う
。なお、図３２のステップＳ５０７からステップＳ５１１までの処理は、図２７のステッ
プＳ３０５からステップＳ３０９までの処理をそれぞれ同様であるので、説明を省略する
。
【０２０５】
　なお、上述した処理手順は、必ずしも上記の順序で実行されなくても良い。例えば、評
価情報を生成する処理であるステップＳ５０３の処理は、個人情報を抽出するステップ５
０５の処理が実行された後に実行されても良い。
【０２０６】
　上述してきたように、第８の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、対象者を識別
するための識別情報と、当該対象者の個人情報とを対応付けて記憶する個人情報記憶部２
３７を有する。そして、動作情報処理装置２００は、識別情報を受け付けて、受け付けた
識別情報に対応する個人情報を個人情報記憶部２３７から抽出する。そして、動作情報処
理装置２００は、抽出部２４５によって抽出された個人情報を参照し、人物画像に対応す
る人物が、当該個人情報に対応する人物であるか否かを判定する。このため、動作情報処
理装置２００は、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテーションの対象とな
る対象者のものであるか否かを正確に判定することができる。
【０２０７】
　なお、第８の実施形態では、動作情報処理装置２００が個人情報記憶部２３７及び個人
特徴情報記憶部２３８を記憶する場合を説明したが、動作情報処理装置２００は、必ずし
も個人情報記憶部２３７及び個人特徴情報記憶部２３８を記憶していなくても良い。例え
ば、動作情報処理装置２００がネットワークを介して上述した医療情報システムに接続さ
れている場合には、抽出部２４５は、個人特徴情報記憶部２３８の各レコードの個人特徴
情報に対応する個人情報を医療情報システムから抽出しても良い。
【０２０８】
（第９の実施形態）
　上述した第８の実施形態では、対象者自身を識別可能な情報を用いて判定処理を行う場
合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、第９の実施形態で
は、介助者自身を識別可能な情報を用いて判定処理を行う場合を説明する。
【０２０９】
　図３３は、第９の実施形態に係る動作情報処理装置２００の構成例を示すブロック図で
ある。図３３に示すように、第９の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、図１９に
示した動作情報処理装置２００と同様の構成を有し、記憶部２３０が職員情報記憶部２３
９を更に有する点が相違する。以下、第９の実施形態では、第７の実施形態と相違する点
を中心に説明することとし、第７の実施形態において説明した構成と同様の機能を有する
点については、図１９と同一の符号を付し、説明を省略する。なお、第９の実施形態に係
る動作情報処理装置２００においては、記憶部１３０は、対象者画像特徴記憶部２３４及
び介助者画像特徴記憶部２３５を有していなくても良い。
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【０２１０】
　職員情報記憶部２３９は、職員ＩＤと、氏名とを対応付けて記憶する。このうち、職員
ＩＤは、職員を識別するための情報であり、例えば、医療機関に従事する者を識別するた
めの番号等である。また、氏名は、職員ＩＤに該当する者の氏名を表す情報である。職員
情報記憶部２３９に記憶される情報は、例えば、動作情報処理装置２００が利用される医
療機関の職員の人事を管理するための職員人事システムから取得される情報である。なお
、職員には、介助者が含まれる。
【０２１１】
　図３４は、職員情報記憶部２３９に記憶される情報の一例を示す図である。図３４の１
つ目のレコードには、職員ＩＤ「１」と、氏名「Ａ山Ｂ男」が記憶されている。つまり、
職員情報記憶部２３９は、職員ＩＤ「１」で表される職員の氏名が「Ａ山Ｂ男」であるこ
とを記憶する。また、図３４の２つ目のレコードには、職員ＩＤ「２」と、氏名「Ｃ田Ｄ
子」が記憶されている。つまり、職員情報記憶部２３９は、職員ＩＤ「２」で表される職
員の氏名が「Ｃ田Ｄ子」であることを記憶する。また、図３４の３つ目のレコードには、
職員ＩＤ「３」と、氏名「Ｅ川Ｆ彦」が記憶されている。つまり、職員情報記憶部２３９
は、職員ＩＤ「３」で表される職員の氏名が「Ｅ川Ｆ彦」であることを記憶する。また、
職員情報記憶部２３９は、他の職員ＩＤの職員についても同様に、職員ＩＤ及び氏名を対
応付けて記憶する。
【０２１２】
　次に、第９の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順について説明する。第
９の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順は、図２７において説明した第７
の実施形態に係る動作情報処理装置２００の処理手順と同様であるが、職員情報記憶部２
３９を用いて判定する点が相違するので、以下、この相違点について図２８を用いて説明
する。
【０２１３】
　ステップＳ４０１からステップＳ４０５までの処理は、図２８において説明した内容と
同一であるので、説明を省略する。
【０２１４】
　ステップＳ４０７において、判定部２４３は、介助者動作特徴記憶部２３３及び職員情
報記憶部２３９から、未処理のレコードを一つ選択する。なお、第９の実施形態に係る動
作情報処理装置２００が介助者画像特徴記憶部２３５を有する場合には、対象者画像特徴
記憶部２３４から未処理のレコードを選択しても良い。
【０２１５】
　続いて、ステップＳ４０８において、判定部２４３は、取得した動作情報及びカラー画
像情報が、選択したレコードに該当するか否かを判定する。このとき、職員情報記憶部２
３９からレコードが選択された場合には、判定部２４３は、取得部２４１によって取得さ
れたカラー画像情報から、ネームプレートのパターンマッチングを行う。そして、判定部
２４３は、パターンマッチングによってカラー画像情報からネームプレートの画像が抽出
されると、抽出されたネームプレートに記載された文字を、既知の文字認識技術によって
認識する。そして、判定部２４３は、文字認識によって文字、例えば「Ａ山Ｂ男」が認識
されると、当該文字が職員情報記憶部２３９に記憶されているか否かを判定する。文字認
識によって認識された文字が職員情報記憶部２３９に記憶されている場合には、判定部２
４３は、取得されたカラー画像情報が職員情報に該当すると判定する。
【０２１６】
　そして、判定部２４３は、ステップＳ４０９以降の処理を行う。なお、ステップＳ４０
９以降の処理については、第７の実施形態で説明した内容と同様であるので、説明を省略
する。
【０２１７】
　上述してきたように、第９の実施形態に係る動作情報処理装置２００は、介助者を識別
するための識別情報を記憶する識別情報記憶部を有する。そして、動作情報処理装置２０
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０は、人物が撮影された人物画像を取得する。そして、動作情報処理装置２００は、取得
した人物画像から識別情報を抽出し、抽出した識別情報が、識別情報記憶部に記憶された
識別情報に対応する人物であるか否かを判定する。このため、動作情報処理装置２００は
、介助者の個人名を特定することができる。
【０２１８】
　なお、第９の実施形態では、動作情報処理装置２００が職員の氏名を用いて介助者であ
るか否かを判定する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、例え
ば、職員の顔認識によって介助者であるか否かを判定しても良い。この場合、職員情報記
憶部２３９は、職員ＩＤと、当該職員の顔画像とを対応付けて記憶する。そして、判定部
２４３は、取得部２４１によって取得したカラー画像情報から顔の画像を認識し、認識し
た顔の画像と、職員情報記憶部２３９に記憶された顔画像とをマッチングすることで、取
得されたカラー画像情報が職員情報に該当するか否かを判定する。
【０２１９】
　また、第９の実施形態では、動作情報処理装置２００が職員情報記憶部２３９を記憶す
る場合を説明したが、動作情報処理装置２００は、必ずしも職員情報記憶部２３９を記憶
していなくても良い。例えば、動作情報処理装置２００がネットワークを介して上述した
職員人事システムに接続されている場合には、判定部２４３は、職員人事システムにアク
セスし、職員情報記憶部２３９に記憶される情報に対応する情報を用いて判定しても良い
。
【０２２０】
（第１０の実施形態）
　さて、これまで第７～第９の実施形態について説明したが、上述した第７～第９の実施
形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【０２２１】
　例えば、上述した第７～第９の実施形態において説明した構成は一例であり、必ずしも
全ての構成を要しない。例えば、動作情報処理装置２００は、生成部２４２を有していな
くても良い。つまり、動作情報処理装置２００において、取得部２４１は、人物の動作を
表す動作情報を取得する。そして、判定部２４３は、対象者動作特徴情報を用いて、取得
した動作情報に対応する人物が対象者であるか否かを判定する。そして、格納部２４４は
、判定部２４３によって判定された判定結果を出力する。このため、動作情報処理装置２
００は、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテーションの対象となる対象者
のものであるか否かを判定することができる。例えば、動作情報処理装置２００は、取得
した動作情報と判定結果とを対応付けて別の装置に出力してもよい。また、例えば、動作
情報処理装置２００において、記憶部２３０は、対象者動作特徴記憶部２３２、介助者動
作特徴記憶部２３３、対象者画像特徴記憶部２３４及び介助者画像特徴記憶部２３５のう
ちいずれかを有していればよい。
【０２２２】
　また、例えば、上述した第７～第９の実施形態において説明した構成は一例であり、医
用情報処理システムに含まれる複数の装置のいずれかが上記の構成を有していればよい。
具体的には、医用情報処理システムは、取得部２４１と、生成部２４２と、判定部２４３
と、格納部２４４とを有する。取得部２４１は、人物の動作を表す動作情報を取得する。
そして、生成部２４２は、取得部２４１によって取得された動作情報から、前記リハビリ
テーションの評価情報を生成する。そして、判定部２４３は、対象者動作特徴情報を用い
て、取得した動作情報に対応する人物が対象者であるか否かを判定する。そして、格納部
２４４は、前記判定部の判定結果に基づいて、前記評価情報の出力を行う。
【０２２３】
　また、例えば、上述した第７～第９の実施形態では、人物の動作の特徴を用いて判定す
る場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。
【０２２４】
　一例としては、動作情報処理装置２００は、音声認識結果を用いて判定しても良い。具
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体的には、対象者は、リハビリに集中するため、発言が少なくなったり、苦しそうな声を
発したりする。また、介助者は、対象者を気遣ったり励ましたりするため、「大丈夫です
か」、「次は右足ですよ」或いは「ゆっくりでいいですよ」等の言葉を発する。このため
、動作情報処理装置２００は、これらの特徴を用いることで、対象者及び介助者を判定す
ることができる。
【０２２５】
　ここで、対象者の発言が少なくなることを利用して、対象者であるか否かを判定する場
合を説明する。この場合、対象者動作特徴記憶部２３２は、所定の動作ＩＤと、対象者動
作特徴情報「３分以上発言が無い」とが対応付けられた情報を記憶する。そして、取得部
２４１は、動作情報とともに、その動作情報の各フレームに対応する音声認識結果を取得
する。そして、判定部２４３は、取得部２４１によって取得された動作情報について、発
言が無い旨を示す音声認識結果が３分間継続していれば、その動作情報が所定の動作ＩＤ
の対象者動作特徴情報に該当する、すなわち３分以上発言が無いと判定する。このように
、動作情報処理装置２００は、音声認識結果を用いることで、精度良く対象者を判定する
ことができる。
【０２２６】
　また、介助者の「大丈夫ですか」という発言を利用して、介助者であるか否かを判定す
る場合を説明する。この場合、介助者動作特徴記憶部２３３は、所定の動作ＩＤと、介助
者動作特徴情報「「大丈夫ですか」という単語を発する」とが対応付けられた情報を記憶
する。そして、取得部２４１は、動作情報とともに、その動作情報の各フレームに対応す
る音声認識結果を取得する。そして、判定部２４３は、取得部２４１によって取得された
動作情報について、「大丈夫ですか」という単語を発した旨を示す音声認識結果があれば
、その動作情報が所定の動作ＩＤの対象者動作特徴情報に該当する、すなわち「大丈夫で
すか」という言葉を発したと判定する。このように、動作情報処理装置２００は、音声認
識結果を用いることで、精度良く介助者を判定することができる。
【０２２７】
　また、他の例としては、動作情報処理装置２００は、熱センサ(サーモグラフィ等)を用
いて判定しても良い。具体的には、対象者は、頑張って身体を動かすため、リハビリが行
われる間の体温が上昇する。このため、動作情報処理装置２００は、この特徴を用いるこ
とで、対象者を判定することができる。なお、この場合、動作情報処理装置２００は、例
えば、入力部１２０として、熱センサを備え、取得部２４１によって取得される動作情報
に対応する人物の体温を、フレームごとに取得するものとする。
【０２２８】
　一態様としては、対象者動作特徴記憶部２３２は、所定の動作ＩＤと、対象者動作特徴
情報「体温が３６．５度以上である」とが対応付けられた情報を記憶する。そして、取得
部２４１は、動作情報とともに、その動作情報の各フレームに対応する体温を取得する。
そして、判定部２４３は、取得部２４１によって取得された動作情報について、体温が３
６．５度以上であれば、その動作情報が所定の動作ＩＤの対象者動作特徴情報に該当する
と判定する。このように、動作情報処理装置２００は、熱センサを用いることで、精度良
く対象者を判定することができる。
【０２２９】
　以上説明したとおり、第７～第１０の実施形態によれば、本実施形態の動作情報処理装
置２００は、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテーションの対象となる対
象者のものであるか否かを判定することができる。
【０２３０】
（第１１の実施形態）
　上述したように、第７～第１０の実施形態では、デジタル的に記録された人物の動きが
、リハビリテーションの対象となる対象者のものであるか否かを判定することを可能にす
ることで、リハビリテーションを支援する場合について説明した。そこで、以下、第１１
～第１２の実施形態では、更に、被検体（対象者）の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認可
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能な情報を提供することができる動作情報処理装置３００を提供する場合について説明す
る。なお、第１１～第１２の実施形態においては、被検体は、所定の動作を実施する者も
、リハビリテーションの対象となる者も含む。
【０２３１】
　図３５は、第１１の実施形態に係る医用情報処理システム１の構成例を示すブロック図
である。第１１の実施形態に係る医用情報処理システム１は、医療機関や自宅、職場等に
おいて行われるリハビリテーションを支援するシステムである。なお、第１１の実施形態
においては、動作情報処理装置３００が医用情報処理システム１に適用される場合を説明
するが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、動作情報処理装置３００は
、医用情報処理システム１に適用されない場合にも、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作
を確認可能な情報を提供することができる。
【０２３２】
　図３５に示すように、第１１の実施形態に係る医用情報処理システム１は、動作情報収
集部１０と、動作情報処理装置３００と、医用画像保管装置２０と、ワークステーション
３０とを備える。ここで、動作情報処理装置３００、医用画像保管装置２０及びワークス
テーション３０は、例えば、病院内に設置された院内ＬＡＮ（Local　Area　Network）４
０により、直接的又は間接的に相互に通信可能な状態となっている。例えば、動作情報処
理システム１にＰＡＣＳ（Picture　Archiving　and　Communication　System）が導入さ
れている場合、各装置は、ＤＩＣＯＭ（Digital　Imaging　and　Communications　in　M
edicine）規格に則って、医用画像情報等を相互に送受信する。
【０２３３】
　医用画像保管装置２０は、リハビリテーションを支援するための各種情報を保管する。
例えば、医用画像保管装置２０は、画像情報を保管するデータベースを備え、動作情報処
理装置３００によって送信された各種情報をデータベースに格納し、これを保管する。一
例としては、医用画像保管装置２０は、医用情報処理システム１にＥＭＲ（Electronic　
Medical　Record、電子診療記録）が適用される場合に、ＥＭＲにおいて記憶される情報
を記憶する。医用画像保管装置２０に記憶された情報は、例えば、医用情報処理システム
１にアクセスする権限を有する者、或いは、主治医や院長等の所定の権限を有する者であ
れば、閲覧可能である。医用画像保管装置２０に記憶される情報については、後述する。
【０２３４】
　なお、第１１の実施形態においては、医用画像保管装置２０が、ある医療機関の医用情
報処理システム１において情報を保管する場合を説明するが、実施形態はこれに限定され
るものではない。例えば、医用画像保管装置２０は、インターネット上に設置されても良
い。この場合、医用画像保管装置２０は、インターネットに接続された複数の医療機関の
情報を医療機関ごとに保管しても良いし、各医療機関の情報を相互に閲覧可能な形式で保
管しても良い。また、医用画像保管装置２０は、医用画像保管装置２０に記憶される情報
ごとにアクセス権限を設定して保管しても良い。
【０２３５】
　ワークステーション３０は、リハビリテーションを支援するための各種情報を表示する
。例えば、ワークステーション３０は、医用画像保管装置２０から動作情報を取得し、取
得した情報を表示する。
【０２３６】
　動作情報処理装置３００は、動作情報収集部１０から出力される動作情報を用いて、リ
ハビリテーションを支援するための各種処理を行う。動作情報処理装置３００は、例えば
、コンピュータ、ワークステーション等の情報処理装置である。
【０２３７】
　例えば、上記の医用情報処理システム１において、動作情報収集部１０によって収集さ
れたリハビリにおける動作情報を、主治医以外の医師や理学療法士が閲覧可能な情報とし
て医用画像保管装置２０に保管しておくことは、医療業務において有用であると考えられ
る。例えば、医師は、医用画像保管装置２０に記憶された情報を用いて、ある被検体のリ
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ハビリの動作を確認可能な情報（動画像や骨格情報）を、その被検体と同様のリハビリを
行っている他の被検体に手本として閲覧させることが可能となる。しかしながら、この行
為は、手本として利用される被検体の個人情報を他の被検体に公開することとなるため、
個人情報保護の観点から好ましくない。
【０２３８】
　そこで、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置３００は、以下に説明する処理を行
うことで、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認可能な情報を提供することができる
。
【０２３９】
　図３６は、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置３００の詳細な構成例を示すブロ
ック図である。図３６に示すように、動作情報処理装置３００においては、記憶部３３０
が、動作情報記憶部３３１を有する。
【０２４０】
　動作情報記憶部３３１は、動作情報収集部１０によって収集された各種情報を記憶する
。具体的には、動作情報記憶部３３１は、動作情報生成部１４によって生成された動作情
報を記憶する。より具体的には、動作情報記憶部３３１は、動作情報生成部１４によって
生成されたフレームごとの骨格情報を記憶する。ここで、動作情報記憶部３３１、動作情
報生成部１４によって出力されたカラー画像情報、深度画像情報及び音声認識結果をフレ
ームごとにさらに対応付けて記憶することも可能である。なお、カラー画像情報は、撮影
画像情報の一例である。
【０２４１】
　例えば、第１１の実施形態に係る動作情報記憶部３３１は、図７に示した動作情報記憶
部１３１と同様の情報を記憶する。
【０２４２】
　図３６の説明に戻る。図３６に示すように、動作情報処理装置３００においては、制御
部３４０が、取得部３４１と、生成部３４２と、出力制御部３４３とを有する。
【０２４３】
　取得部３４１は、被検体の動作情報を取得する。例えば、取得部３４１は、少なくとも
、骨格情報と、カラー画像情報とを時系列順に含む動作情報を取得する。一例としては、
取得部３４１は、動作情報収集部１０及び動作情報処理装置３００に電源が投入され、１
フレームの骨格情報が動作情報記憶部３３１に格納されるごとに、格納された骨格情報と
、格納された骨格情報に対応するフレームのカラー画像情報とを、動作情報記憶部３３１
からそれぞれ取得する。なお、取得部３４１によって取得される動作情報は、第１動作情
報の一例である。
【０２４４】
　なお、第１１の実施形態では、動作情報収集部１０によって動作情報記憶部３３１に各
フレームの骨格情報及びカラー画像情報が格納されるごとに、取得部３４１がリアルタイ
ムで各種の情報を取得する場合を説明するが、これに限定されるものではない。例えば、
取得部３４１は、動作情報記憶部３３１に記憶済みの骨格情報及びカラー画像情報のフレ
ーム群を取得しても良い。
【０２４５】
　生成部３４２は、例えば、骨格情報に含まれる各関節の位置を用いて、被検体の骨格を
視覚的に確認可能な画像情報を、医用画像情報として生成する。
【０２４６】
　図３７Ａ及び図３７Ｂは、第１１の実施形態に係る生成部３４２の処理を説明するため
の図である。図３７Ａには、ある被検体が歩行訓練を行っている様子を表すカラー画像情
報と、被検体の各関節の位置を表す骨格情報とを例示する。また、図３７Ｂには、図３７
Ａのカラー画像情報及び骨格情報に基づいて生成される医用画像情報３７ａを例示する。
【０２４７】
　図３７Ａ及び図３７Ｂに示すように、生成部３４２は、取得部３４１によって取得され
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た骨格情報に含まれる各関節２ａ～２ｔの位置を示す骨格モデル３７ｂを生成する。具体
的には、例えば、生成部３４２は、医用画像情報３７ａの撮影範囲のうち、各関節２ａ～
２ｔの画素位置Ｘ及び画素位置Ｙに対応する位置に丸印を配置する。また、生成部３４２
は、各関節の位置関係を表す情報に基づいて、各丸印を結ぶ線分を配置する。これにより
、生成部３４２は、骨格モデル３７ｂを生成する。
【０２４８】
　また、生成部３４２は、床面画像３７ｃを生成する。具体的には、例えば、生成部３４
２は、世界座標系におけるｙ＝０の位置に対応する画素を床面の画素として特定する。そ
して、生成部３４２は、床面の画素のうち、ｘ方向及びｚ方向に１ｍ間隔で平行な線を配
置することで、床面画像３７ｃを生成する。
【０２４９】
　このように、生成部３４２は、骨格モデル３７ｂ及び床面画像３７ｃを含む医用画像情
報３７ａを生成する。そして、生成部３４２は、生成した医用画像情報３７ａを出力制御
部３４３へ出力する。
【０２５０】
　なお、上記の例はあくまで一例であり、実施形態はこれに限定されるものではない。例
えば、生成部３４２が床面画像３７ｃを生成する処理は、上記の例に限定されるものでは
ない。例えば、生成部３４２は、動作情報収集部１０や他のセンサから、世界座標系にお
ける床面の座標を取得可能な場合には、これを用いて床面の画素を特定しても良い。生成
部３４２は、特定した床面の画素のうち、ｘ方向及びｚ方向に１ｍ間隔で平行な線を配置
することで、床面画像３７ｃを生成可能である。更に、これに限らず、例えば、生成部３
４２は、被検体の足根（関節２ｐ又は関節２ｔ）の位置が一定時間変化しない位置に対応
する画素を、床面の画素として特定しても良い。また、例えば、上記の床面画像３７ｃは
、必ずしも医用画像情報３７ａに含まれていなくても良い。
【０２５１】
　出力制御部３４３は、骨格情報と、医用画像情報とを時系列順に含む閲覧用動作情報を
出力する。一例としては、出力制御部３４３は、被検体の骨格情報と、生成部３４２によ
って生成された医用画像情報３７ａとを時系列順に対応付けて、閲覧用動作情報として医
用画像保管装置２０に格納する。なお、閲覧用動作情報は、第２動作情報の一例である。
【０２５２】
　図３８は、第１１の実施形態に係る医用画像保管装置２０に格納される閲覧用動作情報
の一例を示す図である。医用画像保管装置２０は、図３８に示すように、氏名ごとに、氏
名番号と、実施日と、閲覧用動作情報とが対応付けられた情報を記憶する。ここで、「氏
名番号」とは、被検体を一意に特定するための識別子であり、氏名ごとに付与される。「
実施日」とは、被検体が歩行訓練を実施した日時を示す。「閲覧用動作情報」とは、出力
制御部３４３によって医用画像保管装置２０に格納された情報を示す。
【０２５３】
　図３８に示すように、医用画像保管装置２０は、氏名「Ａ」、氏名番号「１」、実施日
「２０１２０８０１＿１」、閲覧用動作情報「医用画像情報、深度画像情報、音声認識結
果、骨格情報」等を記憶する。上記した情報は、氏名番号が「１」である氏名「Ａ」の人
物が「２０１２年」の「８月１日」に実施した「１回目」の歩行訓練における動作情報と
して、「医用画像情報」と、「深度画像情報」と、「音声認識結果」と、「骨格情報」と
を含む閲覧用動作情報が記憶されていることを示す。
【０２５４】
　ここで、図３８に示す閲覧用動作情報において、歩行訓練を実行している際に撮影され
た全てのフレームごとの「医用画像情報」、「深度画像情報」、「音声認識結果」及び「
骨格情報」が時系列順に時間に対応付けて記憶される。
【０２５５】
　このように、出力制御部３４３は、被検体の骨格情報と、生成部３４２によって生成さ
れた医用画像情報３７ａとを時系列順に対応付けて、閲覧用動作情報として医用画像保管
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装置２０に格納する。なお、これに限らず、出力制御部３４３は、閲覧用動作情報を出力
部１１０に表示させても良い。
【０２５６】
　図３９は、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置３００による処理手順を示すフロ
ーチャートである。図３９に示すように、取得部３４１は、骨格情報と、カラー画像情報
とを含む動作情報を取得する（ステップＳ６０１）。
【０２５７】
　続いて、生成部３４２は、被検体の個人情報を含まずに被検体の動作を確認可能な医用
画像情報を生成する（ステップＳ６０２）。例えば、生成部３４２は、骨格情報に含まれ
る各関節の位置を用いて、被検体の骨格を視覚的に確認可能な画像情報を、医用画像情報
として生成する。
【０２５８】
　そして、出力制御部３４３は、骨格情報と、医用画像情報とを時系列順に含む閲覧用動
作情報を出力する（ステップＳ６０３）。例えば、出力制御部３４３は、被検体の骨格情
報と、生成部３４２によって生成された医用画像情報３７ａとを時系列順に対応付けて、
閲覧用動作情報として医用画像保管装置２０に格納する。
【０２５９】
　上述してきたように、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置３００は、骨格情報と
、カラー画像情報とを含む動作情報を取得する。そして、動作情報処理装置３００は、骨
格情報及びカラー画像情報のうち少なくとも一つに基づいて、被検体の個人情報を含まず
に被検体の動作を確認可能な医用画像情報を生成する。このため、動作情報処理装置３０
０は、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認可能な情報を提供することができる。
【０２６０】
　具体的には、カラー画像情報には被検体の姿が撮影されるため、カラー画像情報を閲覧
することで被検体を特定できてしまう。このため、カラー画像情報を医用画像保管装置２
０に保管しておくことは、個人情報保護の観点から好ましくない。そこで、第１１の実施
形態に係る動作情報処理装置３００は、被検体の姿を含まずに被検体の動作を確認可能な
医用画像情報３７ａを生成し、これをカラー画像情報に代えて医用画像保管装置２０に格
納する。このため、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置３００は、被検体の個人情
報を隠蔽しつつ動作を確認可能な情報を提供することができる。これにより、例えば、あ
る被検体の医用画像情報３７ａが他者に閲覧されても、被検体が特定されないので、動作
情報処理装置３００は、被検体の個人情報を保護しつつ臨床上有用な画像情報を提供する
ことができる。具体的には、医師は、ある被検体の医用画像情報３７ａを手本として他の
被検体に閲覧させることや、「このリハビリを行うことで、１ヶ月後にはこのように健康
になります」などの指標として閲覧させることが可能となる。
【０２６１】
　また、例えば、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置３００は、個人情報保護に配
慮した上で医用画像保管装置２０に閲覧用動作情報を格納するので、複数の被検体の閲覧
用動作情報を処理することを可能にする。これにより、動作情報処理装置３００は、閲覧
用動作情報を統計的に処理することで、例えば、個人ごと、或いは疾病ごとの特徴量をよ
り正確に求めることを可能にする。
【０２６２】
　また、上述したように、医用画像保管装置２０がインターネットやＬＡＮ等のネットワ
ーク上に設置される場合に、動作情報処理装置３００は、ネットワーク上の医用画像保管
装置２０に、被検体の個人情報を保護しつつ臨床上有用な画像情報を格納することができ
る。これにより、動作情報処理装置３００は、遠隔地の医療機関と情報を共有することが
できる。例えば、地域連携内の医師や理学療法士の間で共通の対象者の情報を共有したり
、遠隔地の医師から助言を得たりすることが可能となる。
【０２６３】
（第１１の実施形態の変形例１）
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　上記の実施形態では、動作情報処理装置３００が、骨格モデル３７ｂを含む医用画像情
報３７ａを生成する場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、動作情
報処理装置３００は、カラー画像情報に含まれる被検体の特徴を含む部位の画像を隠蔽し
た画像情報を、医用画像情報として生成しても良い。ここで、被検体の特徴を含む部位と
は、例えば、頭部（顔面）である。以下では、一例として、動作情報処理装置３００が、
カラー画像情報に含まれる被検体の頭部の画像を隠蔽した画像情報を生成する場合を説明
する。
【０２６４】
　第１１の実施形態の変形例１に係る動作情報処理装置３００において、生成部３４２は
、骨格情報に含まれる頭部の関節の位置を用いて、カラー画像情報に含まれる被検体の頭
部の画像の少なくとも一部を隠蔽した画像情報を、医用画像情報として生成する。
【０２６５】
　図４０は、第１１の実施形態の変形例１に係る生成部３４２の処理を説明するための図
である。図４０には、図３７Ａのカラー画像情報及び骨格情報に基づいて生成される医用
画像情報４０ａを例示する。
【０２６６】
　図４０に示すように、生成部３４２は、取得部３４１によって取得された骨格情報に含
まれる被検体の頭部の関節の位置を用いて、カラー画像情報に含まれる被検体の頭部の画
像を隠蔽する。具体的には、生成部３４２は、骨格情報に含まれる頭部の関節２ａの座標
を用いて、カラー画像情報における頭部の中心の画素位置４０ｂを特定する。そして、生
成部３４２は、画素位置４０ｂを含む頭部領域４０ｃに含まれる画素の色を所定の色（例
えば、グレー）に変更する。この頭部領域４０ｃは、例えば、画素位置４０ｂを中心とす
る所定の大きさの矩形領域である。そして、生成部３４２は、頭部領域４０ｃに含まれる
画素の色を変更したカラー画像情報を、医用画像情報４０ａとして出力制御部３４３に出
力する。これにより、出力制御部３４３は、被検体の骨格情報と、生成部３４２によって
生成された医用画像情報４０ａとを時系列順に対応付けて、閲覧用動作情報として医用画
像保管装置２０に格納する。
【０２６７】
　このように、第１１の実施形態の変形例１に係る動作情報処理装置３００は、カラー画
像情報に含まれる被検体の頭部の画像を隠蔽することで、医用画像情報４０ａを生成する
。すなわち、動作情報処理装置３００は、骨格情報及びカラー画像情報のうち少なくとも
一つに基づいて、被検体の個人情報を含まずに被検体の動作を確認可能な医用画像情報を
生成する。そして、動作情報処理装置３００は、生成した医用画像情報をカラー画像情報
に代えて医用画像保管装置２０に格納する。このため、第１１の実施形態に係る動作情報
処理装置３００は、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認可能な情報を提供すること
ができる。
【０２６８】
　なお、頭部領域４０ｃの大きさは、動作情報処理装置３００の操作者の任意の大きさに
変更可能である。また、頭部領域４０ｃの大きさは、関節２ａのｚ座標の値の大きさに応
じて変更されても良い。この場合、例えば、動作情報処理装置３００は、関節２ａのｚ座
標の値が大きければ（被検体が遠くにいれば）、頭部領域４０ｃを小さく設定し、関節２
ａのｚ座標の値が小さければ（被検体が近くにいれば）、頭部領域４０ｃを大きく設定す
る。また、頭部領域４０ｃの大きさは、頭部の全てを隠蔽することが好ましいが、これに
限定されるものではなく、例えば、目の位置だけを隠蔽する大きさであっても良い。また
、頭部領域４０ｃの形は、必ずしも矩形でなくても良い。例えば、頭部領域４０ｃの形は
、円形であっても良いし、関節２ａを中心とする顔認識技術によって顔の輪郭を特定し、
特定した輪郭に対応する範囲を頭部領域４０ｃとしても良い。
【０２６９】
　また、ここでは、被検体の特徴を含む部位の一例として、頭部の画像を隠蔽した画像情
報を生成する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、動
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作情報処理装置３００は、被検体の特徴を含む部位として、身体的な骨格形状の特徴を検
出し、これを隠蔽しても良い。身体的な骨格形状の特徴とは、例えば、腕の欠失等である
。例えば、動作情報処理装置３００は、左腕を欠失した被検体であれば、左腕に相当する
位置を隠蔽することで、被検体の特徴を含む部位を隠蔽した画像情報を生成する。例えば
、生成部３４２は、被検体の骨格情報を参照し、全ての関節２ａ～２ｔの位置情報がある
か否かを判定する。ここで、例えば、左腕の関節２ｊ，２ｋ，２ｌが無い場合には、生成
部３４２は、被検体の関節２ｊ，２ｋ，２ｌの位置を推定する。一例としては、生成部３
４２は、体の中心線（関節２ｂと２ｃを通る線）を挟んで右腕の関節２ｆ，２ｇ，２ｈと
対象の位置を、それぞれ関節２ｊ，２ｋ，２ｌの位置として推定する。そして、生成部３
４２は、推定した左腕の関節２ｊ，２ｋ，２ｌを含む領域（例えば矩形領域）に含まれる
画素の色を所定の色に変更する。これにより、生成部３４２は、被検体の左腕に相当する
位置を隠蔽した画像情報を生成する。
【０２７０】
　また、例えば、動作情報処理装置３００は、被検体の特徴を含む部位として、被検体の
肌上に見られる特徴を検出し、これを隠蔽しても良い。肌上に見られる特徴とは、例えば
、傷跡（外傷によるもの）等である。例えば、動作情報処理装置３００は、左腕に傷跡が
ある被検体であれば、左腕に相当する位置を隠蔽することで、被検体の特徴を含む部位を
隠蔽した画像情報を生成する。例えば、生成部３４２は、カラー画像情報のうち、被検体
の骨格情報に対応する位置を含む領域について、画素ヒストグラムを生成する。そして、
生成部３は、肌色に対応する輝度ヒストグラムからピークが検出された場合に、このピー
クに対応する位置を含む領域の画素の色を所定の色に変更する。これは、通常の肌であれ
ば一様な輝度ヒストグラムが得られるのに対して、この輝度ヒストグラムからピークが検
出される場合には、傷跡等の肌上の特徴を有すると考えられる空である。これにより、生
成部３４２は、被検体の左腕に相当する位置を隠蔽した画像情報を生成する。
【０２７１】
　また、例えば、動作情報処理装置３００は、上記の例に限らず、操作者から指定された
領域を隠蔽した画像情報を生成しても良い。一例としては、生成部３４２は、マウス等の
入力部１２０を介して操作者から領域の指定を受け付ける。そして、生成部３４２は、受
け付けた領域を隠蔽した画像情報を生成する。
【０２７２】
　また、第１１の実施形態の変形例１に係る生成部３４２は、医用画像情報として、上述
した床面画像３７ｃを含む画像情報を生成しても良い。例えば、生成部３４２は、上述し
たように、床面画像３７ｃを生成し、生成した床面画像３７ｃを医用画像情報４０ａに重
畳させた画像情報を生成可能である。
【０２７３】
（第１１の実施形態の変形例２）
　また、カラー画像情報には、被検体以外にも、公開されるべきでない被写体が含まれる
場合がある。例えば、カラー画像情報には、被検体のリハビリを介助する介助者の顔や、
公開されるべきでない掲示物等が含まれる場合がある。そこで、動作情報処理装置３００
は、上記の第１１の実施形態の変型例１に加えて、カラー画像情報に含まれる被検体以外
が撮影された領域を隠蔽した画像情報を、医用画像情報として生成しても良い。
【０２７４】
　第１１の実施形態の変形例２に係る動作情報処理装置３００において、生成部３４２は
、更に、骨格情報に含まれる各関節の位置を用いて、カラー画像情報に含まれる被検体以
外が撮影された画像の少なくとも一部を隠蔽した画像情報を、医用画像情報として生成す
る。
【０２７５】
　図４１は、第１１の実施形態の変形例２に係る生成部３４２の処理を説明するための図
である。図４１には、図４０の医用画像情報４０ａに基づいて生成される医用画像情報４
１ａを例示する。
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【０２７６】
　図４１に示すように、生成部３４２は、更に、骨格情報に含まれる各関節の位置を用い
て、カラー画像情報に含まれる被検体以外が撮影された画像を隠蔽する。具体的には、生
成部３４２は、骨格情報に含まれる各関節の位置を用いて、被検体を含む被検体領域４１
ｂを特定する。より具体的には、生成部３４２は、被検体の各関節のｘ座標のうち、最も
大きい値であるｘ座標の関節を特定し、特定した関節のｘ座標の値に所定値を加算した値
の座標を通る線を、被検体領域４１ｂの右辺として決定する。また、生成部３４２は、被
検体の各関節のｘ座標のうち、最も小さい値であるｘ座標の関節を特定し、特定した関節
のｘ座標の値から所定値を加算した値の座標を通る線を、被検体領域４１ｂの左辺として
決定する。また、生成部３４２は、被検体の各関節のｙ座標のうち、最も大きい値である
ｙ座標の関節を特定し、特定した関節のｙ座標の値に所定値を加算した値の座標を通る線
を、被検体領域４１ｂの上辺として決定する。また、生成部３４２は、被検体の各関節の
ｘ座標のうち、最も小さい値であるｘ座標の関節を特定し、特定した関節のｘ座標の値か
ら所定値を加算した値の座標を通る線を、被検体領域４１ｂの左辺として決定する。そし
て、生成部３４２は、特定した被検体領域４１ｂの外側の画素の色を所定の色（例えば、
グレー）に変更する。そして、生成部３４２は、被検体領域４１ｂの外側の画素の色を変
更したカラー画像情報を、医用画像情報４１ａとして出力制御部３４３に出力する。これ
により、出力制御部３４３は、被検体の骨格情報と、生成部３４２によって生成された医
用画像情報４１ａとを時系列順に対応付けて、閲覧用動作情報として医用画像保管装置２
０に格納する。
【０２７７】
　このように、第１１の実施形態の変形例２に係る動作情報処理装置３００は、被検体以
外が撮影された領域を隠蔽することで、医用画像情報４１ａを生成し、これをカラー画像
情報に代えて医用画像保管装置２０に格納する。このため、第１１の実施形態に係る動作
情報処理装置３００は、被検体以外にも公開されるべきでない被写体を隠蔽しつつ、被検
体の動作を確認可能な情報を提供することができる。例えば、動作情報処理装置３００は
、被検体のリハビリを介助する介助者の顔や、公開されるべきでない掲示物等についても
隠蔽することができる。
【０２７８】
　なお、被検体領域４１ｂの大きさは、動作情報処理装置３００の操作者の任意の大きさ
に変更可能である。また、被検体領域４１ｂの形は、必ずしも矩形でなくても良い。例え
ば、被検体領域４１ｂの形は、楕円形であっても良い。
【０２７９】
　また、第１１の実施形態の変形例２に係る生成部３４２は、医用画像情報として、上述
した床面画像３７ｃを含む画像情報を生成しても良い。例えば、生成部３４２は、上述し
たように、床面画像３７ｃを生成し、生成した床面画像３７ｃを医用画像情報４１ａに重
畳させた画像情報を生成可能である。
【０２８０】
（第１１の実施形態の変形例３）
　更に、実施形態は、上記の実施形態に限定されるものではなく、例えば、動作情報処理
装置３００は、被検体の領域のみを表す画像情報を、医用画像情報として生成しても良い
。
【０２８１】
　第１１の実施形態の変形例３に係る動作情報処理装置３００において、取得部３４１は
、撮影範囲に含まれる各画素と、その画素の深度とが対応付けられた深度画像情報を時系
列順に更に含む動作情報を取得する。例えば、取得部３４１は、動作情報収集部１０及び
動作情報処理装置３００に電源が投入され、１フレームの深度画像情報が動作情報記憶部
３３１に格納されるごとに、格納された深度画像情報を動作情報記憶部３３１から取得す
る。
【０２８２】
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　第１１の実施形態の変形例３に係る動作情報処理装置３００において、生成部３４２は
、処理対象となる時点の深度画像情報と、その深度画像情報とは異なる時点の深度画像情
報とに基づいて、処理対象となる時点の深度画像情報から被検体の領域を表す画像情報を
、医用画像情報として生成する。
【０２８３】
　図４２は、第１１の実施形態の変形例３に係る生成部３４２の処理を説明するための図
である。図４２には、フレームＴの深度画像４２ａ、フレームＴ－１の深度画像４２ｂ及
び２値化画像４２ｃを例示する。フレームＴの深度画像４２ａ及びフレームＴ－１の深度
画像４２ｂにおいて、実線は、各フレームにおける被検体の位置を表す。また、フレーム
Ｔの深度画像４２ａにおいて、破線は、フレームＴ－１における被検体の位置を表す。す
なわち、フレームＴの深度画像４２ａは、被検体が破線の位置から実線の位置に移動した
ことを表す。なお、２値化画像４２ｃにおける「画素位置Ｘ」及び「画素位置Ｙ」は、距
離画像座標系の「画素位置Ｘ」及び「画素位置Ｙ」に対応する。また、破線は説明の便宜
上、フレームＴ－１における被検体の位置を示すものであり、フレームＴの深度画像４２
ａにおいてフレームＴ－１における被検体の位置は表示されない。
【０２８４】
　図４２に示すように、生成部３４２は、取得部３４１によってフレームＴの深度画像４
２ａが取得されると、フレームＴの深度画像４２ａの深度からフレームＴ－１の深度画像
４２ｂの深度を画素ごとに減算する。そして、生成部３４２は、減算した値が閾値以上で
ある画素を白とし、閾値未満である画素を黒とする２値化を行うことで、フレームＴの２
値化画像４２ｃを生成する。この２値化画像４２ｃにおいて、黒い画素の領域は、フレー
ムＴ－１からフレームＴの間に深度方向に閾値より動きのないもの、例えば、床面や壁、
机、椅子等の物体の位置を表す。また、白い画素の領域は、フレームＴ－１からフレーム
Ｔの間に深度方向に閾値以上に動きのあるもの、例えば、撮影された人物（被写体）の位
置を表す。すなわち、生成部３４２は、動きのないものと動きのあるものとをそれぞれ識
別することで、歩行動作を行う被検体の位置を表す被検体領域４２ｄを抽出する。そして
、生成部３４２は、被検体領域４２ｄを抽出した２値化画像４２ｃを、医用画像情報とし
て出力制御部３４３に出力する。これにより、出力制御部３４３は、被検体の骨格情報と
、生成部３４２によって生成された医用画像情報とを時系列順に対応付けて、閲覧用動作
情報として医用画像保管装置２０に格納する。
【０２８５】
　このように、第１１の実施形態の変形例３に係る動作情報処理装置３００は、被検体の
領域のみを表す画像情報を、医用画像情報として生成し、これをカラー画像情報に代えて
医用画像保管装置２０に格納する。このため、第１１の実施形態に係る動作情報処理装置
３００は、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認可能な情報を提供することができる
。
【０２８６】
　なお、上記の生成部３４２の処理は、あくまでも一例であり、これに限定されるもので
はない。例えば、上記の説明では、生成部３４２が時系列順で隣り合うフレームの深度画
像情報を用いて被検体領域を抽出したが、これに限定されるものではない。例えば、生成
部３４２は、時系列順で数フレーム離れたフレームの深度画像情報について、画素ごとに
深度の差分を算出し、算出した差分が閾値以上である画素の領域を被検体領域として抽出
しても良い。また、例えば、生成部３４２は、人がいない時の深度画像情報を基準とし、
フレームＴの深度画像情報と基準の深度画像情報とについて、画素ごとに深度の差分を算
出し、算出した差分が閾値以上である画素の領域を被検体領域として抽出しても良い。
【０２８７】
　また、第１１の実施形態の変形例３に係る生成部３４２は、医用画像情報として、上述
した床面画像３７ｃを含む画像情報を生成しても良い。例えば、生成部３４２は、上述し
たように、床面画像３７ｃを生成し、生成した床面画像３７ｃを２値化画像４２ｃに重畳
させた画像情報を生成可能である。
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【０２８８】
（第１２の実施形態）
　上記の実施形態では、動作情報処理装置３００が、閲覧用動作情報を医用画像保管装置
２０に格納する場合に、被検体の個人情報を隠蔽する場合を説明したが、これに限定され
るものではない。例えば、ワークステーション３０において被検体に手本として他の被検
体の閲覧用動作情報を閲覧させる場合に、手本となる閲覧用動作情報の動作に基づいて被
検体自身の画像を表示しても良い。これにより、被検体は、あたかも被検体自身が手本と
なる動作を行っている画像を閲覧することができる。
【０２８９】
　第１２の実施形態に係る医用情報処理システム１は、図３５に示した医用情報処理シス
テム１と同様の構成を有し、ワークステーション３０における処理が一部相違する。そこ
で、第１２の実施形態では、第１１の実施形態と相違する点を中心に説明することとし、
第１１の実施形態において説明した構成と同様の機能を有する点については、図３５と同
一の符号を付し、説明を省略する。
【０２９０】
　図４３は、第１２の実施形態に係るワークステーション３０の詳細な構成例を示すブロ
ック図である。図４３に示すように、ワークステーション３０は、表示用情報記憶部３１
と、表示制御部３２とを有する。
【０２９１】
　表示用情報記憶部３１は、被検体を表す被検体画像情報と、その被検体画像情報におけ
る被検体の各関節の位置とが対応付けられた表示用情報を記憶する。
【０２９２】
　図４４は、表示用情報記憶部３１に記憶される情報の一例を示す図である。図４４では
、被検体が高齢女性である場合を説明する。この場合、表示用情報記憶部３１は、被検体
本人の画像情報と、その被検体の各関節２ａ～２ｔの位置とが対応付けられた情報を、表
示用情報４４ａとして記憶する。すなわち、表示用情報記憶部３１は、被検体の各関節の
位置と、被検体の画像情報に含まれる各画素位置との位置関係を記憶する。
【０２９３】
　なお、図４４に示す例では、説明の便宜上、高齢女性のキャラクターを被検体画像情報
として含む表示用情報４４ａを例示したが、実施形態はこれに限定されるものではない。
例えば、表示用情報記憶部３１には、０～９歳、１０～１９歳、２０～２９歳等、所定の
年代ごとに男性及び女性のキャラクターを被検体画像情報として用意しておき、被検体の
年代及び性別に応じて選択可能な形式で提供されても良い。更に、これに限らず、表示用
情報記憶部３１は、被検体本人の写真を被検体画像情報として含む表示用情報４４ａを記
憶しても良い。
【０２９４】
　表示制御部３２は、医用画像保管装置２０から閲覧用動作情報を取得する。そして、表
示制御部３２は、表示用情報に含まれる各関節の位置に基づいて、閲覧用動作情報に含ま
れる医用画像情報に被検体の画像情報をマッピングすることで、閲覧用動作情報の動作に
基づいて被検体の画像を表示する表示制御を行う。
【０２９５】
　図４５は、第１２の実施形態に係る表示制御部３２の処理を説明するための図である。
図４５には、ワークステーション３０において被検体に閲覧される表示画像４５ａを例示
する。図４５では、一例として、図４４の表示用情報４４ａに含まれる各画素を、図３７
Ｂの医用画像情報３７ａにマッピングする場合を説明する。
【０２９６】
　図４５に示すように、例えば、表示制御部３２は、医用画像保管装置２０から閲覧用動
作情報を取得する。この閲覧用動作情報は、図３７Ｂの医用画像情報３７ａを含む。そし
て、表示制御部３２は、表示用情報記憶部３１に記憶された表示用情報４４ａに含まれる
各関節の位置に基づいて、被検体の画像情報を医用画像情報３７ａにマッピングする。具
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体的には、表示制御部３２は、表示用情報４４ａに含まれる各画素を、各画素の画素位置
と各関節の位置との位置関係に基づいて、医用画像情報３７ａに配置する。より具体的に
は、例えは、表示制御部３２は、表示用情報４４ａの関節２ａの位置にある画素を、医用
画像情報３７ａの頭部の関節２ａの位置に配置する。また、例えば、表示用情報４４ａの
髪の毛の位置の画素は、その画素と頭部の関節２ａの位置との位置関係（Ｘ方向の距離Δ
Ｘ及びＹ方向の距離ΔＹ）を用いて、医用画像情報３７ａの頭部の位置からΔＸ及びΔＹ
の位置に配置する。これにより、表示制御部３２は、高齢女性の表示用画像４４ａを医用
画像情報３７ａの姿勢で表示する表示画像４５ａを生成する。また、表示制御部３２は、
第１１の実施形態に係る生成部３４２と同様の処理により、床面画像を生成し、生成した
床面画像を表示画像４５ａに重畳させる。そして、表示制御部３２は、床面画像を重畳し
た表示画像４５ａを時系列順に表示することで、高齢女性が医用画像情報３７ａの動きを
行っているかのような動画を表示する。なお、表示制御部３２は、必ずしも床面画像を生
成しなくても良い。
【０２９７】
　このように、第１２の実施形態に係るワークステーション３０は、被検体の画像情報を
、他の被検体の閲覧用動作情報の動作に基づいて表示する。このため、ワークステーショ
ン３０は、被検体に対して、あたかも被検体自身が他の被検体の動作を行っているかのよ
うな画像を表示することができる。これにより、被検体は、他者のリハビリの動作をあた
かも自分が行っているかのように見えるので、例えば、リハビリ開始から１ヶ月後の自分
、健康になったときの自分を具体的にイメージすることが容易になる。この結果、動作情
報処理装置３００は、リハビリを行う被検体のモチベーションを向上させることができる
。
【０２９８】
　なお、第１２の実施形態では、表示制御部３２が図３７Ｂの医用画像情報３７ａに基づ
いて表示用画像４４ａを表示する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるもので
はない。例えば、表示制御部３２は、図４０の医用画像情報４０ａに基づいて表示用画像
４４ａを表示しても良いし、図４２の２値化画像４２ｃに基づいて表示用画像４４ａを表
示しても良い。また、表示制御部３２は、例えば、動作情報処理装置３００から動作情報
を取得して、カラー画像情報及び骨格情報に基づいて、表示用画像４４ａを表示しても良
い。この場合、表示制御部３２は、生成部３４２の処理を行った後に、上記の表示制御部
３２の処理を行うこととなる。
【０２９９】
　以上説明したとおり、第１１～第１２の実施形態によれば、本実施形態の動作情報処理
装置は、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認可能な情報を提供することができる。
【０３００】
（第１３の実施形態）
　上述してきたように、第１～第６の実施形態では、所定の動作を実施する者以外を誤認
識することを抑止することを可能にする場合について説明した。また、第７～第１０の実
施形態では、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテーションの対象となる者
のものであるか否かを判定する場合について説明した。また、第１１～第１２の実施形態
では、デジタル的に記録された人物の動きが、被検体の個人情報を隠蔽しつつ動作を確認
可能な情報を提供する場合について説明した。ここで、上記の各処理は、一連の処理とし
て実行することができる。そこで、第１３の実施形態では、上記の各処理を一連の処理と
して実行する場合について説明する。これにより、第１３の実施形態に係る動作情報処理
装置４００は、リハビリ対象者の動作情報を確実に判定して、更に、そのリハビリ対象者
の個人情報を隠蔽することができる。なお、第１３の実施形態においては、所定の動作を
実施する者を「対象者」として説明し、リハビリテーションの対象となる者を「リハビリ
対象者」として説明する。
【０３０１】
　図４６は、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置４００の構成例を示すブロック図
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である。図４６に示すように、動作情報処理装置４００は、コンピュータ、ワークステー
ション等の情報処理装置であり、出力部１１０と、入力部１２０と、記憶部４３０と、制
御部４４０とを有する。なお、出力部１１０及び入力部１２０は、第１の実施形態におい
て説明した出力部１１０及び入力部１２０とそれぞれ同様であるので、説明を省略する。
【０３０２】
　記憶部４３０は、図１９に示した記憶部２３０と同様の構成を有する。すなわち、記憶
部４３０は、動作情報記憶部４３１と、対象者動作特徴記憶部４３２と、介助者動作特徴
記憶部４３３と、対象者画像特徴記憶部４３４と、介助者画像特徴記憶部４３５と、評価
情報記憶部４３６とを有する。なお、第１３の実施形態において、動作情報記憶部４３１
、対象者動作特徴記憶部４３２、介助者動作特徴記憶部４３３、対象者画像特徴記憶部４
３４、介助者画像特徴記憶部４３５、及び評価情報記憶部４３６は、図１９に示した動作
情報記憶部２３１、対象者動作特徴記憶部２３２、介助者動作特徴記憶部２３３、対象者
画像特徴記憶部２３４、介助者画像特徴記憶部２３５、及び評価情報記憶部２３６と、そ
れぞれ同様であるので、説明を省略する。
【０３０３】
　制御部４４０は、取得部４４１と、特定部４４２と、第１生成部４４３と、判定部４４
４と、第２生成部４４５と、出力制御部４４６とを有する。
【０３０４】
　取得部４４１は、図４に示した取得部１４１と同様の機能を有する。例えば、取得部４
４１は、動作情報記憶部４３１によって記憶された動作情報を取得する。なお、取得部４
４１は、必ずしも、カラー画像情報、距離画像情報、音声認識結果及び骨格情報の全てを
含む動作情報を取得しなくても良い。例えば、取得部４４１は、必要に応じて、カラー画
像情報、距離画像情報、音声認識結果及び骨格情報のうち少なくとも一つを適宜取得して
良い。
【０３０５】
　特定部４４２は、図４に示した特定部１４２と同様の機能を有する。例えば、特定部４
４２は、取得部４４１によって取得された画像情報における所定の特徴に基づいて、所定
の動作を実施する対象者の動作情報を特定する。
【０３０６】
　第１生成部４４３は、図１９に示した生成部２４２と同様の機能を有する。例えば、第
１生成部４４３は、特定部４４２によって特定された動作情報から、リハビリテーション
を評価するための評価情報を生成する。
【０３０７】
　判定部４４４は、図１９に示した判定部２４３と同様の機能を有する。例えば、判定部
４４４は、リハビリテーションの対象となるリハビリ対象者の特徴を表す情報を用いて、
特定部４４２によって特定された動作情報に対応する対象者がリハビリ対象者であるか否
かを判定する。
【０３０８】
　第２生成部４４５は、図３６に示した生成部３４２と同様の機能を有する。例えば、第
２生成部４４５は、特定部４４２によって特定された動作情報に時系列順に含まれる、対
象者の人体の骨格を示す骨格情報、及び、対象者が撮影されたカラー画像情報のうち少な
くとも一つに基づいて、対象者の個人情報を含まずに対象者の動作を確認可能な医用画像
情報を生成する。また、例えば、第２生成部４４５は、判定部によって対象者であると判
定された動作情報に時系列順に含まれる骨格情報及びカラー画像情報のうち少なくとも一
つに基づいて、対象者の医用画像情報を生成する。
【０３０９】
　出力制御部４４６は、図４に示した表示制御部１４３の機能と、図１９に示した格納部
２４４の機能と、図３６に示した出力制御部３４３の機能とを有する。そして、出力制御
部４４６は、適宜出力制御を行う。
【０３１０】
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　例えば、出力制御部４４６は、特定部４４２によって対象者の動作情報が特定された場
合には、画像情報において、特定部４４２によって特定された動作情報に対応する位置に
対象者を示す情報を重畳させた表示画像を表示させるように制御する。
【０３１１】
　また、例えば、出力制御部４４６は、判定部４４４によって判定が行われた場合には、
判定部１４３によって判定された判定結果を出力する。具体的には、出力制御部４４６は
、第１生成部４４３によって生成された評価情報と、判定部４４４によって判定された判
定結果とを対応づけて、評価情報記憶部４３６に格納する。
【０３１２】
　また、例えば、出力制御部４４６は、第２生成部４４５によって医用画像情報が生成さ
れた場合には、骨格情報と、医用画像情報とを時系列順に含む閲覧用動作情報を出力する
。一例としては、出力制御部４４６は、被検体の骨格情報と、第２生成部４４５によって
生成された医用画像情報とを時系列順に対応付けて、閲覧用動作情報として医用画像保管
装置２０に格納する。
【０３１３】
　図４７は、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置４００による処理の手順を示すフ
ローチャートである。図４７に示すように、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置４
００においては、取得部４４１が、動作情報を取得する（ステップＳ７０１）。例えば、
取得部４４１は、動作情報として、カラー画像情報及び骨格情報を取得する。
【０３１４】
　続いて、特定部４４２は、対象者特定処理を行う（ステップＳ７０２）。この対象者特
定処理は、図９に示したステップＳ１０３～Ｓ１０５の処理に対応する。すなわち、特定
部４４２は、対象者特定処理を行うことで、対象者の動作情報を特定する。
【０３１５】
　続いて、第１生成部４４３及び判定部４４４は、対象者判定処理を行う（ステップＳ７
０３）。この対象者判定処理は、図２７に示したステップＳ３０３及びステップＳ３０４
の処理に対応する。すなわち、第１生成部４４３は、特定部４４２によって特定された動
作情報から、リハビリテーションを評価するための評価情報を生成する。そして、判定部
４４４は、リハビリテーションの対象となるリハビリ対象者の特徴を表す情報を用いて、
特定部４４２によって特定された動作情報に対応する対象者がリハビリ対象者であるか否
かを判定する。
【０３１６】
　そして、第２生成部４４５は、医用画像情報生成処理を行う（ステップＳ７０４）。こ
の医用画像情報生成処理は、図３９に示したステップＳ６０２の処理に対応する。すなわ
ち、第２生成部４４５は、判定部によって対象者であると判定された動作情報に時系列順
に含まれる骨格情報及びカラー画像情報のうち少なくとも一つに基づいて、対象者の医用
画像情報を生成する。
【０３１７】
　その後、出力制御部４４６は、出力制御を行う（ステップＳ７０５）。例えば、出力制
御部４４６は、骨格情報と、医用画像情報とを時系列順に含む閲覧用動作情報を出力する
。
【０３１８】
　なお、図４７に示した処理手順は、必ずしも上記の例に限定されるものではない。例え
ば、上記の例では、動作情報処理装置４００が動作情報を取得した後に、対象者特定処理
と、対象者判定処理と、医用画像情報生成処理とを一連の処理として連続的に実行する場
合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。すなわち、対象者特定処理
、対象者判定処理、及び医用画像情報生成処理の各処理は、各処理が行われた段階で出力
制御部４４６が必要な情報を適宜記憶部４３０に格納することで、各処理を終了しても良
いし、各処理を行う段階で取得部４４１が必要な情報を適宜記憶部４３０から取得するこ
とで、各処理を開始しても良い。
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【０３１９】
　また、例えば、対象者特定処理、対象者判定処理、及び医用画像情報生成処理の各処理
は、必ずしも上記の順序で実行されなくても良い。すなわち、医用画像情報生成処理、対
象者判定処理、対象者特定処理の順序で実行されても良い。
【０３２０】
　また、例えば、対象者特定処理、対象者判定処理、及び医用画像情報生成処理の各処理
は、必ずしも実行されなくても良い。具体的には、動作情報処理装置４００は、対象者特
定処理を実行した後に、対象者判定処理又は医用画像情報生成処理を実行し、処理後の情
報を適宜出力しても良い。また、動作情報処理装置４００は、対象者判定処理及び医用画
像情報生成処理を順に実行した後に、処理後の情報を適宜出力しても良い。
【０３２１】
　上述してきたように、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置４００は、対象者特定
処理、対象者判定処理、及び医用画像情報生成処理の各処理を一連の処理として実行する
。このため、第１３の実施形態に係る動作情報処理装置４００は、リハビリ対象者の動作
情報を確実に判定して、更に、そのリハビリ対象者の個人情報を隠蔽することができる。
【０３２２】
（その他の実施形態）
　さて、これまで第１～第１３の実施形態について説明したが、上述した実施形態以外に
も、種々の異なる形態にて実施されて良いものである。
【０３２３】
（サービス提供装置への適用）
　上述した第１～第１３の実施形態では、動作情報処理装置が、リハビリを実行する対象
者の動作情報（骨格情報）を特定する場合について説明した。しかしながら、実施形態は
これに限定されるものではなく、例えば、各処理がネットワーク上のサービス提供装置に
よって実行される場合であってもよい。
【０３２４】
　図４８は、サービス提供装置に適用される場合の一例を説明するための図である。図４
８に示すように、サービス提供装置５００は、サービスセンタ内に配置され、例えば、ネ
ットワーク５を介して、医療機関や、自宅、職場に配置される端末装置６００とそれぞれ
接続される。医療機関、自宅及び職場に配置された端末装置６００は、動作情報収集部１
０がそれぞれ接続される。そして、各端末装置６００は、サービス提供装置５００によっ
て提供されるサービスを利用するクライアント機能を備える。
【０３２５】
　例えば、サービス提供装置５００は、図４において説明した動作情報処理装置１００と
同様の処理をサービスとして端末装置６００に提供する。すなわち、サービス提供装置５
００は、取得部１４１と、特定部１４２と同様の機能部を有する。そして、取得部１４１
と同様の機能部は、所定の動作を実施する対象者及び当該対象者の周囲の画像情報を取得
する。そして、特定部１４２と同様の機能部は、取得部１４１と同様の機能部によって取
得された画像情報における所定の特徴に基づいて、前記所定の動作を実施する対象者の動
作情報を特定する。なお、ネットワーク５には、有線又は無線を問わず、インターネット
（Internet）、ＷＡＮ（Wide　Area　Network）などの任意の種類の通信網を採用できる
。
【０３２６】
　また、例えば、サービス提供装置５００は、図１９において説明した動作情報処理装置
２００と同様の機能を有し、当該機能によって端末装置６００にサービスとして提供する
。すなわち、サービス提供装置５００は、取得部２４１と、判定部２４３と同様の機能部
を有する。そして、取得部２４１と同様の機能部は、人物の動作を表す動作情報を取得す
る。そして、判定部２４３と同様の機能部は、リハビリテーションの対象となる対象者の
特徴を表す情報を用いて、取得部２４１と同様の機能部によって取得された動作情報に対
応する人物が対象者であるか否かを判定する。このようなことから、サービス提供装置５
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００は、デジタル的に記録された人物の動きが、リハビリテーションの対象となる対象者
のものであるか否かを判定することができる。
【０３２７】
　また、例えば、サービス提供装置５００は、図３６において説明した動作情報処理装置
３００と同様の機能を有し、当該機能によって端末装置６００にサービスとして提供する
。すなわち、サービス提供装置５００は、取得部３４１と、生成部３４２と、出力制御部
３４３とそれぞれ同様の機能部を有する。そして、取得部３４１と同様の機能部は、被検
体の骨格に含まれる各関節の位置を表す骨格情報と、その被検体が撮影された撮影画像情
報とを時系列順に含む動作情報を取得する。そして、生成部３４２と同様の機能部は、骨
格情報及び撮影画像情報のうち少なくとも一つに基づいて、被検体の個人情報を含まずに
被検体の動作を確認可能な医用画像情報を生成する。
【０３２８】
　例えば、サービス提供装置５００は、端末装置６００から処理の対象となる動作情報の
フレーム群のアップロードを受け付ける。そして、サービス提供装置５００は、上記の処
理を行って閲覧用動作情報を生成する。そして、サービス提供装置５００は、閲覧用動作
情報を端末装置６００にダウンロードさせる。そして、端末装置６００は、ダウンロード
した閲覧用動作情報を医用画像保管装置２０に格納する。
【０３２９】
　また、例えば、サービス提供装置５００は、図４６において説明した動作情報処理装置
４００と同様の機能を有し、当該機能によって端末装置６００にサービスとして提供する
。すなわち、サービス提供装置５００は、取得部４４１と、特定部４４２と、第１生成部
４４３と、判定部４４４と、第２生成部４４５と、出力制御部４４６とそれぞれ同様の機
能部を有する。そして、取得部４４１と同様の機能部は、所定の動作を実施する対象者及
び当該対象者の周囲の画像情報を取得する。そして、特定部４４２と同様の機能部は、取
得部４４１と同様の機能部によって取得された画像情報における所定の特徴に基づいて、
前記所定の動作を実施する対象者の動作情報を特定する。そして、判定部４４４と同様の
機能部は、リハビリテーションの対象となる対象者の特徴を表す情報を用いて、特定部４
４２と同様の機能部によって特定された動作情報に対応する人物が対象者であるか否かを
判定する。そして、第２生成部４４５と同様の機能部は、骨格情報及び撮影画像情報のう
ち少なくとも一つに基づいて、被検体の個人情報を含まずに被検体の動作を確認可能な医
用画像情報を生成する。そして、出力制御部４４６と同様の機能部は、骨格情報と、医用
画像情報とを時系列順に含む閲覧用動作情報を出力する。
【０３３０】
　また、上述した第１～第６の実施形態における動作情報処理装置１００の構成はあくま
でも一例であり、各部の統合及び分離は適宜行うことができる。例えば、動作情報記憶部
１３１と認識情報記憶部１３２とを統合したり、特定部１４２を、関節間の距離などを算
出する算出部と算出された値を閾値と比較する比較部とに分離したりすることが可能であ
る。
【０３３１】
　また、上述した第７～第１０の実施形態における動作情報処理装置２００の構成はあく
までも一例であり、各部の統合及び分離は適宜行うことができる。例えば、対象者動作特
徴記憶部２３２と介助者動作特徴記憶部２３３とを統合したり、判定部２４３を記憶部２
３０から判定処理を行うための条件を抽出する処理部と、動作情報を用いて判定する処理
部とに分離したりすることが可能である。
【０３３２】
　また、第１１～第１２の実施形態における動作情報処理装置３００の構成はあくまでも
一例であり、各部の統合及び分離は適宜行うことができる。例えば、取得部３４１及び生
成部３４２を統合することが可能である。
【０３３３】
　また、第７～第１０の実施形態において説明した取得部２４１及び判定部２４３の機能



(54) JP 6675462 B2 2020.4.1

10

20

30

40

は、ソフトウェアによって実現することもできる。例えば、取得部２４１及び判定部２４
３の機能は、上記の実施形態において取得部２４１及び判定部２４３が行うものとして説
明した処理の手順を規定した医用情報処理プログラムをコンピュータに実行させることで
、実現される。この医用情報処理プログラムは、例えば、ハードディスクや半導体メモリ
素子等に記憶され、ＣＰＵやＭＰＵ等のプロセッサによって読み出されて実行される。ま
た、この医用情報処理プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Disc　－　Read　Only　M
emory）やＭＯ（Magnetic　Optical　disk）、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）など
のコンピュータ読取り可能な記録媒体に記録されて、配布され得る。
【０３３４】
　また、第１１～第１２の実施形態において説明した取得部３４１及び生成部３４２の機
能は、ソフトウェアによって実現することもできる。例えば、取得部３４１及び生成部３
４２の機能は、上記の実施形態において取得部３４１及び生成部３４２が行うものとして
説明した処理の手順を規定した医用情報処理プログラムをコンピュータに実行させること
で、実現される。この医用情報処理プログラムは、例えば、ハードディスクや半導体メモ
リ素子等に記憶され、ＣＰＵやＭＰＵ等のプロセッサによって読み出されて実行される。
また、この医用情報処理プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Disc　－　Read　Only
　Memory）やＭＯ（Magnetic　Optical　disk）、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）
などのコンピュータで読取り可能な記録媒体に記録されて、配布され得る。
【０３３５】
　なお、上述した第１の実施形態～第９の実施形態で示したリハビリのルール情報や、推
奨介助状態などは、日本整形外科学会などで規定されたものだけでなく、その他種々の団
体によって規定されたものを用いる場合であってもよい。例えば、「International　Soc
iety　of　Orthopaedic　Surgery　and　Traumatology（SICOT）：国際整形外科学会」、
「American　Academy　of　Orthopaedic　Surgeons(AAOS)：米国整形外科学会」、「Euro
pean　Orthopaedic　Research　Society（EORS）：欧州整形外科学研究会」、「Internat
ional　Society　of　Physical　and　Rehabilitation　Medicine　(ISPRM)　：国際リハ
ビリテーション医学会」、「American　Academy　of　Physical　Medicine　and　Rehabi
litation(AAPM&R)：米国物理療法リハビリテーション学会」などによって規定された各種
規則やルールを用いる場合であってもよい。
【０３３６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０３３７】
　１００，２００，３００，４００　　　動作情報処理装置
　１４０，２４０，３４０，４４０　　　制御部
　１４１，２４１，３４１，４４１　　　取得部
　１４２，４４２　　　特定部
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