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(57)【要約】
【課題】運動技能の巧拙を数値化する。
【解決手段】コンピュータに、運動器具を用いて滑走す
る滑走者が少なくとも１回の左右のターンを行うことで
得られた前記滑走者の肩幅方向の加速度を示す第１加速
度データを記憶するステップと、前記第１加速度データ
を用いて前記滑走者のターンの巧拙を示す評価値を算出
するステップと、を実行させる評価値算出プログラムと
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　運動器具を用いて滑走する滑走者が少なくとも１回の左右のターンを行うことで得られ
た前記滑走者の肩幅方向の加速度を示す第１加速度データを記憶するステップと、
　前記第１加速度データを用いて前記滑走者のターンの巧拙を示す評価値を算出するステ
ップと、
を実行させる評価値算出プログラム。
【請求項２】
　前記コンピュータに、前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ
に基づき、前記ターンのテンポの評価値を算出させる
請求項１に記載の評価値算出プログラム。
【請求項３】
　前記第１加速度データは、前記滑走者が所定テンポの音を聞きながら左右のターンを行
ったときの肩幅方向の加速度を示し、
　前記コンピュータに、前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ
に基づいて、前記ターンの１ターンの時間の長さの逆数の前記所定テンポに対する分散を
算出させ、前記分散の大きさに応じた前記ターンのテンポの評価値を算出させる
請求項２に記載の評価値算出プログラム。
【請求項４】
　前記コンピュータに、
　前記記憶するステップにおいて、前記ターンを行うことで得られた前記滑走者の身体軸
方向の加速度を示す前記第２加速度データをさらに記憶させ、
　前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ及び前記第２加速度デ
ータに基づき、前記ターンの対称性の評価値を算出させる
請求項１から３のいずれか１つに記載の評価値算出プログラム。
【請求項５】
　前記コンピュータに、前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ
及び前記第２加速度データを前記第１加速度データ及び前記第２加速度データを前記ター
ンの右ターンの加速度データと左ターンの加速度データとに分類して前記右ターンの特徴
を示す右ターン特徴値及び前記左ターンの特徴を示す左ターン特徴値を算出させ、前記右
ターン特徴値と前記左ターン特徴値との類似性に応じた前記ターンの対称性の第１評価値
を算出させる
請求項４に記載の評価値算出プログラム。
【請求項６】
　前記コンピュータに、前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ
及び前記第２加速度データを前記第１加速度データ及び前記第２加速度データを前記ター
ンの右ターンの加速度データと左ターンの加速度データとに分類して前記右ターンを行っ
ている時間及び前記左ターンを行っている時間を算出させ、前記右ターンを行っている時
間と前記左ターンを行っている時間との類似性に応じた前記ターンの対称性の第２評価値
を算出させる
請求項４または５に記載の評価値算出プログラム。
【請求項７】
　前記コンピュータに、前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ
に基づき前記ターンのダイナミックさの評価値を算出させる
請求項１から６のいずれか１項に記載の評価値算出プログラム。
【請求項８】
　前記コンピュータに、前記評価値を算出するステップにおいて、前記第１加速度データ
に基づいて、前記ターンの右ターンの加速度の絶対値の最大値および左ターンの加速度の
最大値の絶対値を算出させ、前記右ターンの加速度の絶対値の最大値及び左ターンの加速



(3) JP 2016-83063 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

度の最大値の絶対値の大きさに応じた前記ターンのダイナミックさの評価値を算出させる
請求項７に記載の評価値算出プログラム。
【請求項９】
　コンピュータが、
　運動器具を用いて滑走する滑走者が少なくとも１回の左右のターンを行うことで得られ
た肩幅方向の第１加速度データを記憶し、
　前記第１加速度データを用いて前記滑走者のターンの巧拙を示す評価値を算出する、
ことを含む滑走者のターン技術の評価値算出方法。
【請求項１０】
　運動器具を用いて滑走する滑走者が少なくとも１回の左右のターンを行うことで得られ
た肩幅方向の第１加速度データを記憶する記憶装置と、
　前記第１加速度データを用いて前記滑走者のターンの巧拙を示す評価値を算出するプロ
セッサと、
を備える情報処理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、評価値算出プログラム、評価値算出方法、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スキーなどの運動を行う人間の動きを、加速度センサなどの小型センサにより計測し、
人間の各種の運動情報を定量化する装置がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９７１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、加速度センサなどの小型センサを用いて、小型センサを装着した利用者の各種
の運動情報（例えば、加速度）を定量化することができるが、利用者が加速度などの運動
情報にどのような意味があるかを直感的に理解することは難しい。小型センサによって計
測された運動情報自体が、直接的に、運動技能の巧拙を表すものでないからである。定量
化されたデータに基づいて運動技能の巧拙を数値化することは、難しく、ほとんど行われ
ていない。
　本件開示の技術は、運動技能の巧拙を数値化することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　開示の技術は、上記課題を解決するために、以下の手段を採用する。
　即ち、第１の態様は、
　コンピュータに、
　運動器具を用いて滑走する滑走者が少なくとも１回の左右のターンを行うことで得られ
た前記滑走者の肩幅方向の加速度を示す第１加速度データを記憶するステップと、
　前記第１加速度データを用いて前記滑走者のターンの巧拙を示す評価値を算出するステ
ップと、
を実行させる評価値算出プログラムとする。
【０００６】
　開示の構成は、上記した態様におけるプログラムの各ステップの処理を実行する手段を
備える情報処理装置、或いは当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録
媒体として特定することができる。また、開示の構成は、上記した各ステップが実行する
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処理を情報処理装置が実行する方法をもって特定されてもよい。開示の構成は、上記した
各ステップが実行する処理を行う情報処理装置を含むシステムとして特定されてもよい。
【発明の効果】
【０００７】
　開示の技術によれば、運動技能の巧拙を数値化することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態の端末装置の構成例を示す図である。
【図２】図２は、情報処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】図３は、本実施形態の端末装置の動作フローの例を示す図である。
【図４】図４は、スキーヤーである利用者に計測用の加速度センサを含む端末装置を装着
する例を示す図である。
【図５】図５は、取得部が取得する加速度データの例を示す図である。
【図６】図６は、ｘ方向加速度の時間変化のグラフの例を示す図である。
【図７】図７は、ｘ方向加速度とｙ方向加速度とをＸＹ座標にプロットした例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して実施形態について説明する。実施形態の構成は例示であり、開示
の構成は、開示の実施形態の具体的構成に限定されない。開示の構成の実施にあたって、
実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。
　〔実施形態〕
【００１０】
　本実施形態の装置は、利用者（被検者）の運動技能の巧拙を示す評価値を当該利用者の
運動時の加速度に基づき算出する。利用者の運動時の加速度は、例えば、利用者が運動時
に装着する加速度センサを含む携帯端末により取得される。ここでは、運動技能の例とし
て、スキーのパラレルターンを取り上げるが、本実施形態で対象とする運動技能は、スキ
ーのパラレルターンに限定されるものではなく、スキーの他の種類のターン（プルークボ
ーゲン、ステップターン等）であってもよい。本実施形態で対象とする運動技能は、スキ
ーの技能に限定されるものではなく、スノーボードやグラススキー等の運動器具を装着し
て滑走する運動の技能であってもよい。
【００１１】
　スキーのパラレルターンは、スキー板を平行にして行うターンである。パラレルターン
では、滑走の方向を左向きから右向きに変える右ターン、及び、右向きから左向きに方向
を変える左ターンを繰り返しながら、斜面を滑走する。
【００１２】
　本実施形態の装置は、スキーヤーである利用者が装着する加速度センサによる加速度の
値に基づいて、スキーのパラレルターンのテンポ、対称性、ダイナミックさの評価値を算
出する。算出された評価値は、運動技能の巧拙に依存する。テンポ、対称性、ダイナミッ
クさについては、後に説明する。
【００１３】
　（構成例）
　図１は、本実施形態の端末装置の構成例を示す図である。端末装置１００は、取得部１
０２、算出部１０４、入力部１０６、通信部１０８、格納部１１０、出力部１１２を含む
。
【００１４】
　取得部１０２は、数値化対象の運動時に加速度センサで計測した加速度データ等を、入
力部１０６、格納部１１０、外部の装置等から取得する。また、取得部１０２は、加速度
センサを含んでもよい。加速度センサは、互いに直交する３方向の加速度を計測する。取
得部１０２が、加速度センサを含む場合、利用者が運動時に加速度センサが計測した加速
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度を加速度データとして取得する。
【００１５】
　算出部１０４は、取得部１０２で取得された加速度データ等から、運動技能を示すテン
ポ、対称性、ダイナミックさの評価値を算出する。
【００１６】
　入力部１０６は、ユーザからの指示や、数値化対象の運動時に計測された加速度データ
等の入力を受け付ける。
　通信部１０８は、外部の装置等との通信を、ネットワーク等を介して行う。
【００１７】
　格納部１１０は、入力部１０６によって入力されたデータや、数値化対象の運動時に計
測された加速度データ、算出部１０４で算出された運動技能を示すテンポ、対称性、ダイ
ナミックさ等を記憶する。
【００１８】
　出力部１１２は、算出部１０４で算出された運動技能を示すテンポ、対称性、ダイナミ
ックさ等の利用者に通知する情報を表示する。出力部１１２は、運動器具を装着して滑走
する利用者に聞かせる所定テンポの音を出力する。
【００１９】
　端末装置１００は、ＰＣ（Personal Computer）、ワークステーション（ＷＳ、Work St
ation）、スマートフォン、携帯電話、タブレット型端末のような専用または汎用のコン
ピュータ、あるいは、コンピュータを搭載した電子機器を使用して実現可能である。
【００２０】
　図２は、情報処理装置のハードウェア構成例を示す図である。図２に示す情報処理装置
は、一般的なコンピュータの構成を有している。端末装置１００は、図２に示すような情
報処理装置１０００によって実現される。図２の情報処理装置１０００は、プロセッサ１
００２、メモリ１００４、記憶部１００６、入力部１００８、出力部１０１０、通信制御
部１０１２、検出部１０１４を有する。これらは、互いにバスによって接続される。メモ
リ１００４及び記憶部１００６は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体である。情報処
理装置のハードウェア構成は、図２に示される例に限らず、適宜構成要素の省略、置換、
追加が行われてもよい。
【００２１】
　情報処理装置１０００は、プロセッサ１００２が記録媒体に記憶されたプログラムをメ
モリ１００４の作業領域にロードして実行し、プログラムの実行を通じて各構成部等が制
御されることによって、所定の目的に合致した機能を実現することができる。
【００２２】
　プロセッサ１００２は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳＰ（Digit
al Signal Processor）である。
【００２３】
　メモリ１００４は、例えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Me
mory）を含む。メモリ１００４は、主記憶装置とも呼ばれる。
【００２４】
　記憶部１００６は、例えば、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）、ハードディ
スクドライブ（ＨＤＤ、Hard Disk Drive）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ、Solid
 State Drive）等の記憶装置である。また、記憶部１００６は、リムーバブルメディア、
即ち可搬記録媒体を含むことができる。リムーバブルメディアは、例えば、ＵＳＢ（Univ
ersal Serial Bus）メモリ、あるいは、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versat
ile Disc）のようなディスク記録媒体である。記憶部１０６は、二次記憶装置とも呼ばれ
る。
【００２５】
　記憶部１００６は、各種のプログラム、各種のデータ及び各種のテーブルを読み書き自
在に記録媒体に格納する。記憶部１００６には、オペレーティングシステム（Operating 
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System :ＯＳ）、各種プログラム、各種テーブル等が格納される。記憶部１００６に格納
される情報は、メモリ１００４に格納されてもよい。また、メモリ１００４に格納される
情報は、記憶部１００６に格納されてもよい。
【００２６】
　オペレーティングシステムは、ソフトウェアとハードウェアとの仲介、メモリ空間の管
理、ファイル管理、プロセスやタスクの管理等を行うソフトウェアである。オペレーティ
ングシステムは、通信インタフェースを含む。通信インタフェースは、通信制御部１０１
２を介して接続される他の外部装置等とデータのやり取りを行うプログラムである。外部
装置等には、例えば、他の情報処理装置、外部記憶装置等が含まれる。
【００２７】
　入力部１００８は、キーボード、ポインティングデバイス、ワイヤレスリモコン、タッ
チパネル等を含む。また、入力部１００８は、カメラのような映像や画像の入力装置や、
マイクロフォンのような音声の入力装置を含むことができる。
【００２８】
　出力部１０１０は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）ディスプレイ、ＬＣＤ（Liquid Cryst
al Display）、ＰＤＰ（Plasma Display Panel）、ＥＬ（Electroluminescence）パネル
等の表示装置、プリンタ等の出力装置を含む。また、出力部１０１０は、スピーカのよう
な音声の出力装置を含むことができる。
【００２９】
　通信制御部１０１２は、他の装置と接続し、情報処理装置１０００と他の装置との間の
通信を制御する。通信制御部１０１２は、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）インタ
フェースボード、無線通信のための無線通信回路、電話通信のための通信回路である。Ｌ
ＡＮインタフェースボードや無線通信回路は、インターネット等のネットワークに接続さ
れる。
【００３０】
　検出部１０１４は、情報処理装置１０００の動きの加速度を検出する加速度センサなど
の検出装置を含む。加速度センサは、互いに直交する３方向の加速度を計測する。加速度
センサは、加速度センサを含む情報処理装置１０００が身体に装着されることによって、
身体の動きの加速度を検出することができる。
【００３１】
　端末装置１００を実現するコンピュータは、プロセッサが二次記憶装置に記憶されてい
るプログラムを主記憶装置にロードして実行することによって、取得部１０２、算出部１
０４、入力部１０６、通信部１０８、出力部１１２としての機能を実現する。一方、格納
部１１０は、主記憶装置または二次記憶装置の記憶領域に設けられる。
【００３２】
　一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアにより実
行させることもできる。
【００３３】
　プログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理は
もちろん、必ずしも時系列的に処理されなくても、並列的または個別に実行される処理を
含む。プログラムを記述するステップの一部が省略されてもよい。
【００３４】
　（動作例）
　スキーヤーである利用者の運動を数値化するために、利用者に加速度センサを装着して
、スキーのパラレルターンを行っている際の利用者の動きの加速度が計測される。さらに
、動きの加速度を用いて、運動技能の巧拙を示す評価値が算出される。
【００３５】
　図３は、本実施形態の端末装置の動作フローの例を示す図である。
　ステップＳ１０１では、端末装置１００の取得部１０２は、スキーヤーである利用者（
滑走者）が端末装置１００を装着してパラレルターンで滑走する際の動きの加速度を所定
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のサンプリング周波数で加速度センサにより計測し、加速度の時間変化を示す加速度デー
タを取得する。
【００３６】
　図４は、スキーヤーである利用者に計測用の加速度センサを含む端末装置を装着する例
を示す図である。計測用の携帯端末は、計測の際に、利用者の背中に装着される。携帯端
末は、利用者の身体に対して動かないように固定される。スキーヤーである利用者が携帯
端末を装着する位置は、背中以外の身体の胴体（例えば、胸など）であってもよい。図４
（Ａ）は、利用者を正面から見た図である。図４（Ｂ）は、利用者を左側から見た図であ
る。利用者の身体の左側から右側への方向（肩幅方向ともいう）をｘ方向、身体の中心（
例えば、身体の左脇と右脇とを結ぶ線の中心）から頭部の方向（身体軸方向ともいう）を
ｙ方向、身体の背面から前面の方向をｚ方向とするように、利用者の身体に携帯端末が装
着される。ｘ方向、ｙ方向、ｚ方向は、それぞれ互いに直交する。ｘ方向、ｙ方向、ｚ方
向の向きは、それぞれ、反対方向であってもよい。利用者が水平な地面に直立した時、ｘ
方向は水平方向と平行であり、ｙ方向は鉛直方向と平行である。
【００３７】
　加速度センサは、ｘ方向、ｙ方向、ｚ方向の加速度を計測する。ｘ方向、ｙ方向、ｚ方
向の加速度を、それぞれ、ｘ方向加速度、ｙ方向加速度、ｚ方向加速度という。加速度セ
ンサで計測された加速度のデータは、端末装置１００内に、加速度が計測された時刻を示
す時刻情報と共に格納される。加速度は、所定の周期でサンプリングされている。サンプ
リング周波数として、利用者の動きの速さに対して十分大きい値が採用される。サンプリ
ング周波数は、例えば、２００Ｈｚである。
【００３８】
　スキーヤーである利用者は、運動器具であるスキーを用いて、パラレルターンを行いな
がら、滑走する。このとき、利用者は、加速度センサを含む端末装置１００を背中に装着
する。端末装置１００の取得部１０２は、利用者がパラレルターンを行っている間の３方
向の加速度を計測する。端末装置１００は、端末装置１００に内蔵されるスピーカや端末
装置１００に接続されるイヤホンなどにより、所定のテンポ（例えば、１分間につき６０
回（６０ｂｐｍ））の音を、パラレルターンを行う利用者に聞かせる。利用者に聞かせる
音のテンポは、６０ｂｐｍに限定されるものではない。例えば、利用者の技能レベルに合
わせて遅いテンポが採用されてもよい。利用者は、聞いている音のテンポに合わせてパラ
レルターンを行う。即ち、利用者は、聞いている音のテンポに合わせてパラレルターンの
右ターン及び左ターンを繰り返す。端末装置１００は、計測開始のタイミングを音声等に
よって、利用者に通知してもよい。端末装置１００で計測された加速度データは、格納部
１１０に格納される。端末装置１００は、利用者に所定のテンポの音を聞かせずに利用者
の滑走時の加速度を計測してもよい。
【００３９】
　また、取得部１０２は、例えば、通信部１０８で、上記の計測方法と同様にして加速度
の計測を行った携帯端末などの外部の装置から加速度データを受信して、取得してもよい
。また、取得部１０２は、入力部１０６で入力された加速度データを取得してもよい。こ
のとき、端末装置１００は、加速度センサを含まなくてもよい。取得された加速度データ
は、格納部１１０に格納される。
【００４０】
　図５は、取得部が取得する加速度データの例を示す図である。図５のように、取得部１
０２は、加速度が計測された時刻毎に、ｘ方向、ｙ方向、ｚ方向の３方向の加速度の各デ
ータを取得する。加速度のサンプリング周波数が２００Ｈｚである場合、取得する加速度
データは１／２００ｓ（０．００５ｓ）毎のデータとなる。
【００４１】
　ステップＳ１０２では、算出部１０４は、利用者がパラレルターンを行った際に計測さ
れた加速度データを、加速度が計測された時刻を示す時刻情報とともに格納部１１０から
抽出し、テンポ、対称性、ダイナミックさの評価値を算出する。テンポ、対称性、ダイナ
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、ダイナミックさについては、後に説明する。加速度データは、ｘ方向加速度、ｙ方向加
速度、ｚ方向加速度を含むが、ここでは、ｘ方向加速度及びｙ方向加速度が使用される。
【００４２】
　スキーの滑走の際、身体の中心から頭部の方向は、重力方向（鉛直方向）とほぼ平行に
なる（向きは互いに反対である）。ｙ方向加速度の＋ｙ方向は、身体の中心から頭部の方
向である。即ち、＋ｙ方向は、ほぼ重力の方向（鉛直方向）と反対の方向となる。したが
って、ｙ方向加速度には、重力による、ほぼ－１Ｇ（Ｇは重力加速度）の加速度が加算さ
れている。ここでは、計測結果であるｙ方向加速度から、重力加速度の影響を除去するた
めに－１Ｇを減算し、さらに正負を反転したものを、ｙ方向加速度とする。即ち、新たな
ｙ方向加速度＝（計測結果のｙ方向加速度－（－１Ｇ））×（－１）とする。新たなｙ方
向加速度は、算出部１０４によって算出される。以後、新たなｙ方向加速度のことを、単
にｙ方向加速度という。
【００４３】
　・テンポについて
　スキーのパラレルターンでは、スキーヤーは、右ターン及び左ターンを繰り返しながら
、斜面を滑走する。パラレルターンでは、一定の周期で各ターンを繰り返すことが巧いと
される。計測対象のスキーヤーである利用者は、計測時に、所定のテンポの音を聞きなが
ら、当該テンポに合わせるようにパラレルターンを行っている。よって、利用者のパラレ
ルターンのターンのテンポが所定のテンポにより近ければ、より巧いと考えられる。算出
部１０４は、ｘ方向加速度から、各ターンのテンポを算出し、各ターンのテンポが利用者
に聞かせた所定のテンポに近いほど値が大きくなるテンポの評価値を算出する。
【００４４】
　算出部１０４は、利用者がパラレルターンをした際のｘ方向加速度を時刻情報と共に取
得する。ｘ方向加速度が負から正に変わる時点から正から負に変わるまでを、右ターンす
る。ｘ方向加速度が正から負に変わる時点から負から正に変わる時点までを、左ターンと
する。右ターン又は左ターンの１つを、１ターンとする。算出部１０４は、取得したｘ方
向加速度のデータのうち、例えば、最初にｘ方向加速度の正負が変わる時刻から最後にｘ
方向加速度の正負が変わる時刻までのデータをｘ方向加速度として使用する。算出部１０
４は、使用するデータから、右ターンの数と左ターンの数とを計数し、ターンの数の合計
をＮとする。加速度が一定の周期でサンプリングされるため、１ターンにおける加速度デ
ータの数が１ターンを行っている時間に対応する。１ターンのテンポは、１ターンの時間
の逆数である。よって、サンプリング周波数がＳ［Ｈｚ］で、ある１ターンの加速度デー
タの数がＶであるとき、当該１ターンのテンポは、Ｓ／Ｖ×６０［ｂｐｍ］として算出さ
れる。算出部１０４は、各ターンのテンポを算出する。
【００４５】
　算出部１０４は、ターンをＮ回行った際の１ターンのテンポの分散を求める。ｉ番目の
ターンのテンポをｘiとする。ターンをＮ回行った際の１ターンのテンポの分散σは、
【００４６】
【数１】

と求められる。ここで、Ｔは、１ターンの目標とするテンポであって、計測時に利用者に
聞かせる音のテンポとして設定したものである。分散σが小さいほど、ターンがテンポＴ
により近いテンポで行われていることを意味する。算出部１０４は、この分散σを使用し
て、テンポの評価値（Tempo Score）を次のように算出する。
【００４７】
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【数２】

【００４８】
　テンポの評価値は、値が大きいほど、よりよいフォームであることを意味する。テンポ
の評価値は、各ターンのテンポが目標のテンポに一致する時、最高点（１００点）となる
。
【００４９】
　滑走時に利用者にテンポＴの音を聞かせず加速度の計測を行った場合、テンポの評価値
の算出において、Ｔを計測時の各ターンのテンポの平均値としてもよい。
【００５０】
　パラレルターンは、右ターン及び左ターンの２ターンで１周期とする。よって、１ター
ンをＴのテンポで滑走すると、ｘ方向加速度は、Ｔ／２のテンポで時間変化することにな
る。よって、ｘ方向加速度をフーリエ変換したとき、Ｔ／２のピークの高さが高いほど、
２／Ｔのピークの半値幅が小さいほど、計測対象の利用者がＴのテンポにより近く、滑走
していることを意味する。そこで、ｘ方向加速度をフーリエ変換したときのＴ／２のピー
クの高さに基づく値やＴ／２のピークの半値幅に基づく値を、テンポの評価値としてもよ
い。
【００５１】
　図６は、ｘ方向加速度の時間変化のグラフの例を示す図である。図６のグラフの横軸は
時間を示し、縦軸はｘ方向加速度を示す。図６のグラフにおいて、時間軸より上の曲線が
右ターンを示し、時間軸より下の曲線が左ターンを示す。図６のグラフの上部には、各タ
ーンのテンポが記載されている。ターンの時間の逆数がテンポに相当するので、ターンの
時間が短いほどテンポは大きくなる。ここでは、目標とするテンポを６０ｂｐｍとしてい
る。
【００５２】
・対称性
　スキーのパラレルターンでは、右ターンと左ターンとで同じようなフォームで滑走する
ことが巧いとされる。即ち、右ターンと左ターンとで身体の動きが対象であるほど、良い
フォームであるとされる。算出部１０４は、ｘ方向加速度、ｙ方向加速度から、対称性の
評価値を算出する。対称性の評価値として、左右加重の比率と左右加重のバランスとがあ
る。左右加重の比率は、左ターン及び右ターンのそれぞれにおける雪面を押し付ける加重
の大きさと向きについての比率である。スキー板を押し付ける加重の大きさ及び向きは、
ｘ方向加速度およびｙ方向加速度に表れる。左ターン及び右ターンにおいて、雪面を押し
付ける加重の大きさと向きが左右のターンで対称であれば、よいフォームで滑走している
と考えられる。即ち、左ターン及び右ターンにおいて、ｘ方向加速度およびｙ方向加速度
が左右のターンで対称であれば、よいフォームで滑走していると考えられる。また、左右
加重のバランスは、左ターンを行っている時間と右ターンを行っている時間とのバランス
である。左ターンを行っている時間と右ターンを行っている時間とが近いほど、よりよい
フォームで滑走していると考えられる。
【００５３】
　算出部１０４は、利用者がパラレルターンをした際のｘ方向加速度及びｙ方向加速度を
、時刻情報と共に取得する。算出部１０４は、取得した加速度データを、左ターンのもの
と、右ターンのものとに分類する。即ち、算出部１０４は、ｘ方向加速度が正のものを右
ターンとし、ｘ方向加速度が負のものを左ターンとして、加速度データを分類する。
【００５４】
　時刻ｔのｘ方向加速度、ｙ方向加速度のそれぞれを、ｘ（ｔ），ｙ（ｔ）とする。算出
部１０４は、右ターンの各計測時刻ｔについて、ＸＹ座標に点（ｘ（ｔ），ｙ（ｔ））を
とる。算出部１０４は、これらの点について、原点（０，０）を通る近似直線を求める。
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近似直線の傾きａＲは、以下の式で求められる。右ターンの近似直線の傾きａＲの絶対値
は、右ターンの特徴を示す特徴値の一例である。
【００５５】
【数３】

【００５６】
　算出部１０４は、左ターンについても同様にして、原点を通る近似直線の傾きａＬを求
める。左ターンの近似直線の傾きａＬの絶対値は、左ターンの特徴を示す特徴値の一例で
ある。さらに、算出部１０４は、一方の傾きに対する他方の傾きの割合ｂを求める。割合
ｂは、次のように定義される。
【００５７】

【数４】

　算出部１０４は、割合ｂを用いて、左右加重の比率の評価値（Ratio Score）を次のよ
うに求める。左右加重の比率の評価値は、ａＬとａＲとの類似性が高いほど（割合ｂが１
に近いほど）、大きくなる。
【００５８】
【数５】

【００５９】
　ここで、Ｃは、０以上１００未満の定数とする。Ｃは、例えば、３０とする。左右加重
の比率の評価値の値が大きいほど、雪面を押し付ける加重の大きさと向きが左右のターン
で対称であり、よりよいフォームであることを意味する。左右加重の比率の評価値は、左
右のターンの近似直線の傾きの絶対値が同じ時、最高点（１００点）となる。
【００６０】
　図７は、ｘ方向加速度とｙ方向加速度とをＸＹ座標にプロットした例を示す図である。
図７の例では、ｘ方向加速度が正の点が右ターンを示し、ｘ方向加速度が負の点が左ター
ンを示す。図７では、右ターンの点の集合に対する原点を通る近似直線（原点から右上方
向に伸びる直線）及び左ターンの点の集合に対する原点を通る近似直線（原点から左上方
向に伸びる直線）が示される。図７の例では、右ターンの点の集合に対する原点を通る近
似直線の傾きは、１．６２であり、左ターンの点の集合に対する原点を通る近似直線の傾
きは、－１．４１である。この例では、左右加重の比率の評価値は、８５点となる。
【００６１】
　また、算出部１０４は、右ターンを行っている時間と左ターンを行っている時間とを算
出する。右ターンを行っている時間は、右ターンに分類したｘ方向加速度の数を数えるこ
とで算出される。左ターンを行っている時間についても同様である。ここで、右ターンの
ｘ方向加速度の数をＲ、左ターンのｘ方向加速度の数をＬとする。算出部１０４は、次の
式のように、左右加重のバランスの評価値（Balance Score）を算出する。左右加重のバ
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ランスの評価値は、ＬとＲとの類似性が高いほど（ＬがＲに近いほど）、大きくなる。
【００６２】
【数６】

【００６３】
左右加重のバランスの評価値の値が大きいほど、右ターンを行っている時間と左ターンを
行っている時間とが近くなり、よりよいフォームで滑走していると考えられる。左右加重
のバランスの評価値は、左右のターンの時間が同じ時、最高点（１００点）となる。
【００６４】
　算出部１０４は、左右加重の比率の評価値（Ratio Score）と左右加重のバランスの評
価値（Balance Score）とを平均して、次の式のように、対称性の評価値（Symmetry Scor
e）として算出してもよい。
【００６５】
【数７】

　対称性の評価値の値が大きいほど、左右の対称性がよく、よりよいフォームであること
を意味する。
【００６６】
・ダイナミックさ
　パラレルターンで右端又は左端で折り返す時に、スピードが上がっているほど、下半身
が外側に傾いて華麗に見える。華麗に見えるフォームで滑走することは、巧いとされる。
ｘ方向の加速度の絶対値は折り返す時に最大になり、この値はスピードが出ている時ほど
大きくなる。従って、右ターン時のｘ方向の加速度の絶対値の最大値、及び、左ターン時
のｘ方向の加速度の絶対値の最大値が大きいほど、華麗にダイナミックに見え、よりよい
フォームで滑走していると考えられる。算出部１０４は、ｘ方向加速度から、ダイナミッ
クさの評価値を算出する。
【００６７】
　算出部１０４は、利用者がパラレルターンをした際のｘ方向加速度を取得する。算出部
１０４は、取得したｘ方向加速度を、左ターンのものと、右ターンのものとに分類する。
即ち、算出部１０４は、ｘ方向加速度が正のものを右ターン、負のものを左ターンとする
。算出部１０４は、右ターンのｘ方向加速度から、絶対値が最大のものを抽出する。また
、算出部１０４は、左ターンのｘ方向加速度から、絶対値が最大のものを抽出する。算出
部１０４は、右ターンのｘ方向加速度の絶対値の最大値をＲmax、左ターンのｘ方向加速
度の絶対値の最大値をＬmaxとする。算出部１０４は、パラレルターンのダイナミックさ
を示すダイナミックさの評価値（Dynamic Score）を次のように算出する。
【００６８】

【数８】

【００６９】
　上級者であっても、ｘ方向の加速度の絶対値が２Ｇ（１９．６ｍ／ｓ2）を超えること
はないので、ここでは、数値化の際の最高点（１００点）を、ｘ方向の加速度の絶対値が
２Ｇとなった時とする。
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　ダイナミックさの評価値の値が大きいほど、動きがダイナミックであり、よりよいフォ
ームであることを意味する。
　また、算出部１０４は、右ターンのピークの平均をＲmax、左ターンのピークの平均を
Ｌmaxとしてダイナミックさの評価値を算出してもよい。
【００７０】
　ステップＳ１０３では、端末装置１００の出力部１１２は、ステップＳ１０２で算出さ
れた各評価値の値を、利用者に通知するために、表示する。出力部１１２は、テンポの評
価値を、図６に示すようなグラフと共に表示してもよい。図６に示すようなグラフと共に
表示することで、利用者は、滑り始めでテンポがずれているのか、滑り終わりでテンポが
ずれているのか、右側のテンポがずれているのか、左側のテンポがずれているのか等を視
覚的に容易に認識することができる。また、出力部１１２は、左右加重の比率の評価値を
、図７のようなグラフと共に表示してもよい。図７に示すようなグラフと共に表示するこ
とで、利用者は、視覚的にターンの際の対称性のずれを認識することができる。
【００７１】
　複数の滑走者について、滑走時に、滑走者に装着される携帯端末等で計測された加速度
データを、端末装置１００で取得して、滑走者毎の、テンポ、対称性、ダイナミックさの
評価値を算出し、表示してもよい。端末装置１００は、複数の滑走者の加速度データを、
携帯端末等及び端末装置１００を含む通信ネットワークを介して取得する。また、端末装
置は、記録媒体を介して、複数の滑走者の加速度データを、取得してもよい。端末装置１
００は、例えば、複数の滑走者の運動技能の評価値を比較できるように表示することで、
各滑走者は、自身の運動技能と他人の運動技能とを比較して、自身の技能の向上に役立て
ることができる。
【００７２】
　（実施形態の作用、効果）
　端末装置１００は、利用者がスキーのパラレルターンを行う際に計測されたｘ方向加速
度、ｙ方向加速度を使用して、パラレルターンの巧拙を示す、テンポ、対称性、ダイナミ
ックさの評価値を算出して、出力する。
【００７３】
　従来、運動を行う際の動きを示す加速度の時間変化が計測されることがあったが、加速
度の時間変化の値や加速度を積分した速度の時間変化等をそのまま見るだけでは、運動の
巧拙を認識することは難しかった。本実施形態の端末装置１００によれば、パラレルター
ンを行う際に計測された加速度の時間変化に基づいて、パラレルターンの巧拙を示す評価
値を算出することで、利用者にパラレルターンの巧拙を直感的に認識できる評価値を提示
することができる。また、利用者は、パラレルターンの巧拙を示す評価値により、自身の
スキーの技能レベルを知ることができる。利用者は、パラレルターンの巧拙を示す評価値
の経時的な変化を見ることで、技能の向上度合いを客観的に確認することが可能となる。
【００７４】
　本実施形態では、スキーで滑走する滑走者に装着される加速度センサにより滑走者の加
速度を計測するため、計測時に大規模な実験施設を使用して滑走者の身体を拘束すること
なく、滑走者の動きを示す加速度データを取得することが可能となる。
【符号の説明】
【００７５】
　　　　　１００　　端末装置
　　　　　１０２　　　取得部
　　　　　１０４　　　算出部
　　　　　１０６　　　入力部
　　　　　１０８　　　通信部
　　　　　１１０　　　格納部
　　　　　１１２　　　出力部
　　　　１０００　　情報処理装置
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　　　　１００２　　　プロセッサ
　　　　１００４　　　メモリ
　　　　１００６　　　記憶部
　　　　１００８　　　入力部
　　　　１０１０　　　出力部
　　　　１０１２　　　通信制御部
　　　　１０１４　　　検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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