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研究の背景①

•社会的背景
−少子高齢化や核家族化の進行

• 高齢者人口や高齢者世帯の増加

• 老老介護、及び高齢者の孤立

• 高齢者の徘徊行動、運転事故の多発
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https://www.shinoken-kaigo.com/common/images/ownersinfo/market/owner_market_chart01.jpg
http://www.sankei.com/images/news/170628/lif1706280018-p1.jpg
https://dementiasupport.club/wp-content/uploads/2015/05/wander.jpg



研究の背景②

•技術的背景
−スマートフォンの普及

• どこにいても通信できるモバイルネットワーク

• 高齢者向けスマートフォン（左からdocomo, au, Softbankの最新機種）
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https://www.nttdocomo.co.jp/product/easy_phone/f03k/index.html?icid=CRP_PRD_easy_phone_to_CRP_PRD_F03K
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/basio3/
http://www.sharp.co.jp/products/simple-sumaho3/index.html
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研究の目的

• 高齢者や子供の見守りとして
− スマートフォンの各種センサやGPSから情報を収集
− 徘徊行動の検知、及び子供の登下校見守り

• 個人のライフログとして
− 訪れた場所の確認
− 歩数計 etc…

• 地域コミュニティの活性化につながるサービスとして
− 地域SNSとしての機能
− 家族や地域、医療機関との連携

• 災害発生時のサポートとして
− 災害掲示板での安否確認やチャットでのやり取り
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TLIFESの概要①

• スマートフォンから得られる情報を共有し、住民が安心
して生活できる社会を作るための支援システム。

http://tlifes.wata-lab.meijo-u.ac.jp/TLIFES_server/img/image2.jpg 8



TLIFESの概要②

• TLIFESで用いられる各種センサ
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TLIFESの概要③

• TLIFESを利用するには…
−スマートフォン（現状はAndroidのみ）が必須

−サーバーに過去の行動情報や位置情報を蓄積させるため、
ユーザー登録が必要

−ユーザー登録後、サイトからアプリ（APK）をダウンロードして
利用開始

https://i-cdn.phonearena.com/images/articles/229639-image/Samsung-Galaxy-S7-edge-vs-Apple-iPhone-6s-Plus.jpg
http://tlifes.wata-lab.meijo-u.ac.jp/TLIFES_server/Users/entry_form 10

APK



TLIFESの概要④

• TLIFESでどういった情報が得られるのか？
−現在いる位置の特定

−ユーザーがその日に移動した経路の履歴

−時間ごとの歩数（1日の総歩数）・行動結果

−スマートフォンの電池残量推移

−徘徊行動（訪れたことのない場所へ移動したこと）に対するア
ラーム報告

−災害掲示板での家族の安否確認

•実際に得られる情報をWebでお見せします
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123 Go!!

http://tlifes.wata-lab.meijo-u.ac.jp/TLIFES_server/Lifelogs/place_info


TLIFESでどういった情報が得られるのか？

•徘徊行動（訪れたことのない場所へ移動したこと）に対
するアラーム報告
− TLIFESは訪れた場所を逐次学習していくため、2回目以降は
アラーム報告はしない
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TLIFESの概要⑤

•行動判定のフローチャート

http://www.wata-lab.meijo-u.ac.jp/file/convention/2012/201209-Tokai-Akihiro_Ishiguro.pdf 13
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実際にTLIFESを使用した結果・所感①
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• ある1日（平日）のスケジュール
− この日は8:00頃に起床し、
大学で健康診断を受診。
その後、部屋掃除で時間を
つぶしてから5時間半ほど
バイトへ。

−ちなみに、バイト先へは徒歩
で出向いており、主な業務
内容は、商品の品出しと
レジ操作です。

−次スライドで示す、TLIFES上で
の行動結果と比較すると…？
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実際にTLIFESを使用した結果・所感②

• TLIFES上での行動結果

• TLIFES上では、夜中や、バイト中に、「乗車中」と判定。
しかも、ほとんど歩いていないという結果に…
− ちなみに、私は夜中やバイト中に車に
乗っていませんし、この日の歩数は
約9000歩でした。
→現状、TLIFESは誤判定をしてしまうこと
がある？

16http://img01.gatag.net/201503/22jlddu/gatag-00000143.png



実際にTLIFESを使用した結果・所感③

•通常使用時とのバッテリー残量推移を比較すると…
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実際にTLIFESを使用した結果・所感④

•使ってみた所感
−一度アプリを開けば、自分で終了させるまで情報を取得し、
パケットを送信し続けてくれるため、手軽に使用することがで
きた。

18



実際にTLIFESを使用した結果・所感⑤

•使ってみた所感
−また、今まで特に1日にどれだけ歩いているかを気にすること
はなかったが、TLIFESを使用してからは、毎日どのくらい歩い
たかを確認するようになり、「1日10000歩」を意識して生活す
るようになった。

− しかし、普段はiPhoneを使用していたため、TLIFESを利用する
ためにiPhoneとAndroidの2台を持ち歩かなければいけな
かった。

https://www.silhouette-illust.com/illust/25252 19
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今後の課題①

•改善すべき点
• 行動結果にいくつか誤判定があったため、より正確な行動判
定をするための方法を考えなければならない。

→具体的にTLIFES使用者がどういった行動をとった場合にど
の判定になるのかを調べることが課題。

• 通常時よりバッテリーの減りが早くなったため、どうしたらバッ
テリーを抑えられるかを考えなければならない。

→取得した情報を逐一サーバーへ送信しているためだと考
えられる。取得する情報の精度とバッテリーの長持ちのどち
らを優先するかが課題。

21



今後の課題②

•追加すべき機能
• 過去の総歩数が一目で分からないため、1日ごと・1週間ごと
（平均）・1か月ごと（平均）にグラフ化できる機能が欲しい。

• 現状、アラーム報告メールには、「通常行動範囲を超えまし
た。安否を確認してください。」としか書かれないため、通常
行動範囲を超えた場所・地名がURLだけでなく、言葉で表示
できると一目で分かりやすくなると思われる。

https://www.sozai-library.com/sozai/299 22



今後の課題③

•追加すべき機能
• Androidだけでなく、iPhoneにも対応させることで、より多くの
人がTLIFESを利用できる。

• さらに、スマートフォンのアプリだけではなく、スマートウォッ
チのような腕時計型デバイスにTLIFESを搭載、もしくは、
TLIFES専用のデバイスが開発されれば、利用者を限定するこ
となく、より多くの人に利用してもらえる。

https://www.amazon.co.jp/dp/B071NRK7GZ/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1 23
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