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活動量計 Jawbone を用いた行動認証手法の評価
鈴木 宏哉1

山口 利恵1

概要：近年，オンラインサービスの増加に加えてモバイルデバイスの普及に伴い，個人認証を利用する機
会が増加し，オンライン認証技術の重要性が高まっている．安全性だけでなく利便性への要求も増してお
り，リスクベース認証などで人間の行動的特徴を用いた行動認証に注目が集まっている．利用者自身によ
る明示的な操作を必要としない行動認証手法として，我々は活動量計を用いた活動量認証を提案している．
活動量とは人間の行動に伴う消費エネルギーを数値化したものであり，活動量認証は活動量計を身に付け
るだけで認証が可能な利便性の高い手法である．我々は先行研究で，提案する認証モデルに対して活動量
計の FuelBand を用いた評価実験を行ったが，提案モデルの一般性については検討していなかった．そこ
で本稿では，活動量計の Jawbone を用い，提案手法が活動量計の種類や活動量の単位に寄らず適用可能か
を評価し，活動量計の違いについて考察した．評価実験では被験者 14 名から各 30 日分の活動量データを
収集し，本人拒否率 (FRR) 10.00%，他人受入率 (FAR) 12.31%の結果を得，提案手法が活動量計に寄らず
利用可能な手法である事を示した．
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やアクセスに利用されたブラウザの種類などが行動的特徴

1. はじめに

として行動認証に用いられている．その他には歩容 [1] や

近年，オンラインサービスの増加に加え，スマートフォ

署名 [2]，キーストローク [3] などを用いた研究もあり，リ

ンなどのモバイルデバイスの普及に伴い，オンライン個人

スクベース認証以外でも単独の認証手法として利用されて

認証技術の重要性が高まっている．Gmail などのオンライ

いる．我々は行動認証の一つとして，活動量を用いた認証

ンサービスでは，利用者が異なる場所や異なる端末で認証

(以後，活動量認証と記す) に着目している．活動量とは人

を行うため，サービス利用の都度，認証を必要とする．し

間が行動で消費するエネルギー量を数値化したものである．

かし，何度も認証を行う事は利用者の利便性を低下させる

近年，活動量を記録するための手段として，活動量計 (ア

ため，過去のアクセス履歴などを元に高リスクと判定され

クティビティトラッカー，フィットネストラッカーとも呼

た場合にのみ追加の認証を行うリスクベース認証に注目が

ばれる) の一般への普及が進み，Jawbone[4] や Fitbit[5]，

集まっている．リスクベース認証では，事前のリスク判定

Misfit[6] など多数のブランドの製品が販売されている (図

に人間の行動的特徴を用いた認証 (以後，行動認証と記す)

1)．活動量認証の利点は，活動量計を身に付けて生活する

が用いられている．行動認証は，人間が習慣的，または無

だけで認証が可能な点にある．

意識的に行っている行動から本人らしさを示す情報を抽出

また，歩容認証と同様に，活動量認証もセンサーを身に

して認証する手法である．そのため，利用者の記憶を必要

付ける必要のある認証手法である．しかし，従来の歩容認

とせず，更に暗黙的に認証できるという特徴がある．

証の研究では，専用の加速度センサーまたはスマートフォ

リスクベース認証では，アクセス元 IP アドレスの履歴

ンなどに内蔵された加速度センサーを利用しているのに
対して，活動量では常時身に付ける事を前提に設計された
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市販の活動量計を利用できるという利点がある．活動量計
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2.1 活動量計を用いた行動認証
現在，活動量を計測できる機器には，従来の歩数計のよ
うなアクセサリ型の機器や腕輪型のウェアラブルデバイ
ス，AppleWatch などの腕時計型のスマートウォッチがあ
る．また，スマートフォンも内蔵の加速度センサーを利用
して活動量を計測するためのアプリがあり，活動量計とし
て利用する事ができる．しかし，Riva らが検討しているよ
うに，スマートフォンは手で持ったり，机に置いたりする
ため，常に保持している訳ではなく [9]，収集される活動量
データが信頼性に欠けるという問題がある．そのため，身
体に身に付ける活動量計と違い，スマートフォンは認証の
ために常時活動量を収集する用途には適していない．
また，市販の活動量計を用いた先行研究として，医療 [10]

図 1 活動量計 FuelBand(左上)，Jawbone(中央)，Fitbit(右下)

やヘルスケア [11]，フィットネス [12] を対象としたものは
提案されてきたが，いずれも個人認証には適用されていな
かった．そこで我々は先行研究で活動量計を用いた行動認
は，専用の加速度センサーとは異なり誰もが利用でき，ス

証の手法を提案した [7][8]．先行研究では，活動量データ

マートフォンと異なり手に持ったり，ポケットや鞄に入れ

から収集した活動量の変化やヒストグラムなどを特徴と

たりといった利用状況の変化の影響を受けないため，常時

し，機械学習の 2 値分類器を組み合わせる事で認証を行う

利用するセンサーとして有用である．更に，活動量計は専

モデルを提案し，活動量計の一つである FuelBand を用い

用センサーやスマートフォンと異なり，継続的に活動量を

た評価実験により有効性を示した．しかし，先行研究は，

収集する事を目的としている事から，長期間のデータを無

FuelBand でしか実験されておらず，提案モデルが活動量

充電で端末内に保存し続けられるなどの特徴もある．

計に寄らず有効かどうかの評価が行われていないという課

このような特徴に着目し，我々は先行研究において活動

題があり，他の活動量計でも評価を行う必要がある．

量を用いた認証手法を提案した [7][8]．先行研究では，提案
手法を適用する活動量計として Nike 社の Nike+ FuelBand

2.2 行動認証とリスクベース認証

SE(以後，FuelBand と記す) を用い，被験者データを用い

実際に利用されている行動認証の一例として，Google が

た評価実験により有効性を示した．しかし，これまで活動

アクセス元 IP アドレスの履歴などを行動的特徴として用

量を用いた個人認証の研究はなされておらず，我々が評

いたリスクベース認証を行っている [13]．アクセス元 IP

価を行った FuelBand 以外の活動量計にも適用できるかは

アドレスの履歴を用いる事で，利用者自身は特別な操作を

示されていない．そこで，本研究では我々の提案した活動

行う必要無く，認証要求のリスクを判定する事ができる．

量を用いた認証手法が，活動量計の機種やその活動量の

一方で，アクセス元 IP アドレスを用いた行動認証は，不

単位に寄らず利用可能かどうかを，活動量計の UP24 by

正者が遠隔地にいる場合に有効な手法であるが，利用者自

Jawbone(以後，Jawbone と記す)*1 に適用し，被験者から

身の端末から直接不正アクセスが行われた場合や利用者の

収集したデータを用いた実験により評価した．

端末が踏み台にされた場合に判定できないという課題があ

本論文の構成は次のようになっている．2 章では，活動

る．この場合，他の異なる特徴を持った行動認証を組み合

量計を用いた認証，行動認証，リスクベース認証に関する

わせる事が有効であり，多様な行動認証手法を利用可能に

関連研究について紹介する．3 章では，活動量計を用いた

する事が重要である．

行動認証手法と活動量の特徴量について説明する．4 章で

既存の行動認証として，他には署名 [2] やキーストロー

は，実際に被験者から収集したデータを元に，機械学習を

ク [3] を用いた手法がある．しかし，署名やキーストローク

用いた提案システムによる認証の実験結果を示し，5 章で

には認証時に明示的な入力操作が必要という課題が残って

考察を行い，6 章で結論を述べる．

いる．明示的な入力操作を必要としない手法として，歩行
動作を行動的特徴とした歩容認証がある．歩容認証には，

2. 関連研究

歩行動作の画像を利用する手法 [14] と，加速度センサーを

2 章では，活動量計を用いた研究，行動認証とリスクベー
ス認証に関する関連研究について述べる．

利用した手法 [1][15] がある．歩行動作の画像データを取
得するためにはカメラによる撮影が必要であり，カメラが
設置されていない場所での認証が行えないという問題があ

*1

https://jawbone.com/up

る．また，加速度センサーを用いた歩容認証においても，
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歩行時の特徴のみが使われているため，歩行以外の状況で
の認証に適用できないという問題がある．

2.3 加速度センサーを用いた認証と活動量計を用いた研究
活動量計は，内蔵する加速度センサーで収集したデータ
を元に活動量を算出している．加速度センサーを用いた歩
容認証は，加速度のデータそのものを処理する事で認証を
行っている [1][15]．これらは廊下などの特定区間を歩行す
る際の特徴に着目しており，限られた歩行区間で認証に必
要なデータ量を得るため，ms 単位などの短いサンプリン
グ間隔で収集したデータを用いている．一方で，サンプリ
ング間隔が短いセンサーはバッテリーの消費も大きく，常
図 2 Jawbone とクライアントアプリの画面

時センサーを所持しなければならない日常的な認証での利
用には適さない．活動量計はヘルスケアなどを目的に置い
ており，サンプリング間隔が長い代わりに一日以上のデー

3.1 活動量

タを収集する事ができる．

活動量とは行動に伴う消費エネルギーを数値化したもの

活動量計を用いる利点として，歩容認証のように認証時

であり，カロリーや METs[26][27]，歩数などの単位がある．

に明示的な操作が不要，かつ，加速度センサーのような専

先行研究で用いた FuelBand は Nike が定義した Fuel とい

用のデバイスを持つ必要が無いという点があり，ユーザ負

う単位を用いている．Jawbone を用いた評価実験では，活

荷の低い認証手法となり得る．

動量の単位として歩数を用いた．

2.4 機械学習を用いた行動認証

3.2 活動履歴を用いた認証モデルと特徴量

機械学習を用いた個人認証の研究として，指紋認証 [16]

本研究では，先行研究で提案した活動量認証のモデルの

や歩容認証 [17]，キーストローク認証 [18] などがある．機

有効性を評価する．提案モデルでは認証システムに機械学

械学習を用いて認証するための識別器として，多値分類器

習を用い，活動量データから抽出した特徴量を用いて事前

を使う手法 [19] と 2 値分類器を組み合わせる手法が提案さ

に学習し，入力データに対して識別を行い認証結果を返す．

れている [20][21] ．多値分類器は，入力がどのクラスに入

提案モデルは，図 3 に示す 2 値分類器を識別器として用い

るかの多クラス分類を行う．また，2 値分類器には，ある

た認証システムである．

特定のクラスに入るか，また別の特定のクラスに入るかに

学習と識別の際，活動量データを学習データやテスト

分類する一対一分類と，ある特定のクラスに入るか，他の

データに変換する．学習データやテストデータは，入力さ

クラスのどれかに入るかに分類する一対他分類がある．多

れる活動量データそのものではなく，入力データから活動

値分類は 2 値分類器に比べて分類精度が下がる傾向にある

量の特徴を取り出して作成したデータを用いる．本研究で

が，2 値分類器を組み合わせて多クラスに分類する手法は

利用する活動量はユーザ行動に伴う時間的な連続性がある

識別器の数が増加するという課題がある [8]．

ため，時系列データに対する特徴量として，先行研究と同

教師ありの機械学習を行う 2 値分類器の一つであるサ
ポートベクタマシン [22] は，顔認識などの分野で多くの成
果を出している [23][24]. 一方で，教師あり機械学習の一つ
の課題として，不正解データに比べて正解データが少ない
などの，学習データの不均衡の問題がある [25]．手書き署
名の文字の形状が毎回少しずつ異なるように，行動認証は
本人が正しく入力した場合でも得られるデータにゆらぎが
あるため，一対他分類よりも，本人と特定の他人を分ける
一対一分類の方が適している．

じ以下の特徴を機械学習に用いる．

• 曜日

• 単位時間毎の合計活動量 (60 分毎，30 分毎，10 分毎)
• 24 時間のヒストグラム

• 1 時間毎のヒストグラム
• ヒストグラムの変化量

• 1 分間隔での活動量の変化量

4. データ収集と評価実験
4 章では，活動量計の Jawbone を用いたデータ収集と提

3. 活動量計を用いた行動認証

案システムの評価実験について述べる．

3 章では，活動量計を用いた個人認証について述べる．
4.1 Jawbone の特徴
本研究で用いた活動量計の Jawbone（図 2（左）
）は，腕輪
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図 4

図 3

各被験者の時間毎の平均歩数 (縦軸: 平均歩数，横軸: 時間)

ユーザ A と B を分類する 2 値分類器の学習と識別

型のウェアラブルデバイスで，内蔵の 3 軸加速度センサー
を用いて歩数や消費カロリー，活動時間，睡眠時間などを
記録できる．図 2（右）のアプリには，ある時間における
歩数が活動量のグラフとして可視化されている．Jawbone
は 1 分間隔でデータを記録し，一分間の活動量を出力する．
なお，先行研究で用いた FuelBand も 1 分間隔で活動量
を収集する活動量計である．
図 5 2 値分類器を組み合わせた認証モデル

4.2 データ収集実験と収集データの評価
データ収集実験では，被験者に Jawbone を着用した状

4.3 機械学習を用いた評価実験

態で日常生活を送ってもらい，活動量データとして 1 分毎
の歩数を収集した．

評価に用いた機械学習手法とデータの学習手法，学習
データについて説明する．

[被験者]

本研究では，先行研究と同様，認証システムを構成す

被験者は 20 代〜30 代の男女 14 名で，内訳は男性 12 名，

る識別器 F として機械学習手法の一つであるサポートベ

女性 2 名の大学生 (院生含む) である．

クタマシン (SVM) を用いた．SVM は教師あり学習を行

本稿では，14 名の被験者に対し，被験者 ID としてそ

う 2 値分類器であり，本実験ではその実装の一つである

れぞれ jawbone1 から jawbone14 までの識別番号を割り当

LIBSVM[28] を利用した．SVM の学習に用いるカーネル

てた．

には RBF カーネルを使用し，10 分割交差検定で学習を行

[実験期間]

い，その分類精度を元に評価を行った．交差検定とは，収

2015 年 7 月 17 日 (金) から 2015 年 11 月 16 日 (月) までの

集したデータを cv 個に分割し，1 個をテストデータ，残り

期間で実施し，本実験では各被験者から収集したデータ 30

cv − 1 個を学習データとして，テストデータと学習データ

日分を利用した．

を入れ替えながら cv 回評価を行う手法である．

[実験条件]

提案モデルでは，図 5 の通り，複数の識別器を組み合わ

一日の着用時間については 24 時間常時ではなく，就寝，入

せて認証システムを構築する．本評価実験の場合，各被験

浴時などは任意で取り外す事を許した．

者に対して自身を除く残りの被験者との識別を行うように
学習させた識別器を用意し，13 個の識別器の識別結果の合

全被験者の 30 日分の平均歩数は 8803.5 歩で，1 分当た
りの最大歩数は 250 歩であった．また，図 4 は，各被験者

計が閾値 k 以上か，k 未満かで，本人として受け入れるか
拒否するかの認証を行う．

毎に収集した各時間の合計歩数データを平均したものであ

各被験者から収集した活動量の履歴データは一日分の

る．図 4 からは，被験者毎の行動傾向が見られ，各被験者

データを一件とし，一人の被験者につき 30 件 (30 日分) の

の時間帯毎の歩数に差が見られる．

データがある．Jawbone は一分間隔で活動量データを記録
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表 2

歩数と Fuel の一日の平均と 1 分間での最大の比較
一日の平均
1 分間での最大

Jawbone(歩数)

8803.5

250

FuelBand(Fuel)

2483.2

204

5. 考察
5 章では，活動量計を用いた行動認証について，活動量
計の違いに関する比較を含めた考察を述べる．

5.1 収集データの比較
図 6

FRR と FAR と閾値 k の関係

活動量計の比較に当たり，Jawbone と FuelBand で収集
したデータの違いについて考察する．

表 1 提案手法を適用した場合の FRR と FAR の比較
活動量計 (単位)
FRR
FAR

先行研究で実施した FuelBand のデータ収集実験は，2014

Jawbone(歩数)

10.00%

12.31%

年 5 月 26 日 (月) から 2014 年 7 月 6 日 (日) の 6 週間で実

FuelBand(Fuel)

10.83%

10.30%

施したもので，各被験者から 42 日分のデータを収集して
いる．また，被験者の実験条件は，4.2 節と同じである．

しており，1 時間毎に 60 プロット分，一日（24 時間）当た

5.1.1 一日の平均と 1 分当たりの最大の比較

り 1,440 プロット分のデータが得られる．また，日の区切

一 日 の 平 均 歩 数 と 平 均 Fuel の 比 較 は ，8803.5 歩 と

りを 0 時 00 分とし，0 時 00 分から 23 時 59 分までのデー

2483.2Fuel であった．また，1 分間での最大歩数と最大

タを一日分とした．

Fuel は，250 歩と 204Fuel であり，いずれの値も歩数の方
が大きくなっている．異なる被験者から収集したデータで
あるが，一日の平均については歩数が Fuel のおよそ 3.5 倍

4.4 実験結果
本節では，収集したデータを用いた実験結果を示す．

の値となっており，有意な差がある事が分かる．一方，1

評価には，本人拒否率 (FRR: False Rejection Rate) と

分当たりの最大値は 1.2 倍程度と小さくなっており，有意

他人受入率 (FAR: False Acceptance Rate) を用いた．な

な差があるとは言えない．

お，閾値 k が 0 から 13 の離散値であるため，本稿では等価

5.1.2 時間毎の活動量の比較
図 7 は，Jawbone と FuelBand で収集した被験者データ

エラー率 (EER: Equal Error Rate) に相当する値として，

|FRR − FAR| を最小化する k における FRR と FAR を示

の活動量を時間毎に比較したものである．それぞれ活動

して評価を行う．本実験による提案モデルを Jawbone に

量の単位毎にスケールが異なるため，ここでは平均歩数

適用した結果は FRR が 10.00%，FAR が 12.31%(k = 10)

で Fuel を正規化する事で比率を揃えている．Jawbone と

となった．図 6 は，横軸の閾値 k を 0 から 13 まで変更し

FuelBand で収集したデータの時間毎の傾向が類似してお

た場合の FRR と FAR である．k の値を大きくするにつ

り，相関係数は 0.95 を示している．Jawbone と FuelBand

れて，FRR が上がり，FAR が下がっている．なお，閾値

の結果で差が大きい時間帯としては，朝の 7 時と 8 時，お

k = 0 の場合，f の結果に依存せず全ての入力を本人とし

昼の 13 時と 14 時，夕方の 16 時から 18 時である．差が見

て受け入れるため，FAR は 100%となる．

られる各時間帯は，一般的な生活習慣に照らし合わせて特

表 1 は，Jawbone と FuelBand の FRR と FAR を比較し

徴的な時間である．7 時と 8 時は通勤時間帯，13 時と 14

た結果である．なお，先行研究の FuelBand の実験では 70

時は昼食，16 時から 18 時は帰宅時間帯で，活動量が多く

名の被験者から 42 日分のデータを収集して FRR と FAR

計測される移動を伴う時間帯である．

Jawbone と FuelBand で違いが発生した要因に関しては，

を求めたが，Jawbone と比較するためには被験者数とデー
タ数が不均衡なため，各 30 日分のデータのみを用い，被験

被験者の構成の違いによるものと考えられる．Jawbone は

者をランダムに 14 名毎の 5 グループに分けて平均の FRR

20 代と 30 代の男女 14 名で全て大学生 (院生含む) である．

と FAR を求めている．実験結果から，FRR は Jawbone が

対して，FuelBand は 20 代から 60 代の男女 70 名で，内訳

FuelBand よりも 0.83%良い値を示し，FAR は 2.01%劣る

は大学生が 25 名，社会人 *2 が 45 名であった．社会人と大

値を示す事が分かった．FAR，FRR のどちらの値が重要

学生の生活習慣の違いとして，一般に勤務時間に制約され

かは認証を利用するサービスに依存するため，いずれが優

る社会人は出勤退勤の時間が固定される傾向にあり，昼食

れているかを一概には言えないが，近い結果を示している

の時間も固定されている．そのため，社会人が 3 分の 2 を

事が分かる．

*2
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学生以外を全て社会人としており，うち 1 名は主婦である

図 7

Jawbone と FuelBand の時間毎の平均歩数と平均 Fuel の比

図 9

Jawbone と FuelBand の FRR と FAR の比較

較 (縦軸: 活動量，横軸: 時間)
表 3

歩数と Fuel のスパースネス
0
0 以外

Jawbone(歩数)

1308.5

131.5

FuelBand(Fuel)

1019.6

420.4

ラインの特徴量と全特徴量を適用した場合のそれぞれの結
果を示している．「ベースライン」は 1 分毎の活動量デー
タに下記の (1) の曜日情報を加えたものとし，(1) から (6)
の全ての特徴量を適用したものを「全特徴」として，比較
を行った．

( 1 ) 曜日
図 8

( 2 ) 単位時間毎の合計 Fuel(60 分毎，30 分毎，10 分毎)

全特徴量を用いた場合の FuelBand の FRR と FAR

( 3 ) 24 時間のヒストグラム (1Fuel 刻み，2Fuel 刻み)

占める FuelBand では，9 時前の 7 時と 8 時に出勤のため

( 4 ) 1 時間毎のヒストグラム (1Fuel 刻み)

の移動と見られる活動量のピークがあり，昼食のピークは

( 5 ) ヒストグラムの変化量

12 時に集中している．一方，大学生のみの Jawbone は昼

( 6 ) 1 分間隔での Fuel の変化量

食に伴う活動が記録される時間が 12 時から 14 時と幅広く

図からは活動量計と活動量の単位に寄らず，全特徴量で

なっている．同様に，帰宅時間と推定される活動が 18 時だ

は Jawbone と FuelBand で同程度の認証精度を示している

けでなく，16 時，17 時といった時間帯にも見られている．

事が分かる．ベースラインの結果については明確な差があ

このように収集データの分析からは違いが見られるが，

り，Jawbone は FuelBand に比べて FRR で 14.9%，FAR

表 1 に示したように提案手法は認証精度の観点で上記の差

で 18.4%高くなり，認証精度が低いという事が分かる．こ

によらず近い精度を示している．

れはベースラインの特徴量として生の活動量データと曜日
のみを用いているためであり，認証精度に差が現れた原因

5.2 閾値 k と FRR・FAR の比較

は Jawbone と FuelBand で利用している活動量の単位が異

図 8 は，FuelBand を先行研究と同じ 70 名の被験者で評
価した場合の FRR と FAR を示している．Jawbone の結

なる事に要因があると考えられる．活動量の単位の違いに
ついては次節で考察する．

果である図 6 と比較して，同様の傾向が見られる事が分か
る．いずれの図も閾値 k を大きくする事で FAR を下げる

5.4 活動量単位の比較

事ができるが，FRR も下がってしまう．識別器の数が多

単位時間毎の活動量について単位による違いに関して

い FuelBand の場合，最大は k = 69 であり，Jawbone と

考察を行う．なお，提案モデルの全特徴量を用いた場合

比較して k を大きくした場合の FRR の上昇が大きい事が

は，本節で考察する活動量の違いに寄らず，Jawbone と

分かる．

FuelBand で同様の認証精度を得られている事からも提案
手法の有効性が確認できる．

5.3 特徴量と FRR・FAR の比較

5.4.1 活動量データのスパースネス

図 9 は，Jawbone と FuelBand の FRR と FAR を特徴量

本研究で用いた活動量計 Jawbone と先行研究で用いた

を変えて評価した結果である．先行研究で提案したベース

FuelBand はいずれも 1 分毎に活動量を記録するため，1 日
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図 10

Jawbone の 1 分毎の歩数ヒストグラム (Zero は含まず)

に 1,440 プロット分のデータを記録する．従って，1 分間
座っているなど，活動量がカウントされない場合，Jawbone
も FuelBand もそれぞれ 0 と記録される．
全被験者が 1 日に平均で何プロット分のデータを記録す
るかを評価する事で，Jawbone と FuelBand の比較を行っ
た．表 3 は，いずれも 1 日に 1,440 プロット記録される

図 11

が大きいのに対して，歩数は小さな動作を 1 歩とカウント
していないため，それぞれの違いが発生している．
なお，前述の通り，提案する全特徴量を用いた場合，活
動量の違いによる影響が小さくなっている事が，図 9 から
分かる．

6. まとめ

データの内，0 と記録される時間が平均で何プロット分あ
るかを示したものである．収集間隔が同じ 2 つの活動量計
を比較しているが，Jawbone の方が 0 が多くスパースであ
る事が分かる．すなわち，被験者が活動する事で 0 以外の
データが記録されている時間が，FuelBand は平均 420.4 分
で約 7 時間分あるのに対して，Jawbone は平均 131.5 分で

1 日に約 2 時間分のデータしか記録されていない事を示し
ている．これは，FuelBand が活動量として用いている単
位の Fuel と Jawbone が用いている歩数にスパースネスの
違いがあるためである．Jawbone のベースラインの認証精
度が FuelBand と比べ低い理由は，データがスパースなた
め被験者間の差が現れるだけの十分なデータが無いためと
考えられる．

FuelBand の 1 分毎の Fuel ヒストグラム (Zero は含まず)

本研究では．我々の提案した活動量を用いた行動認証が，
活動量計の種類や活動量の単位に寄らず利用可能な手法で
ある事を，Jawbone を用いた実験にて評価した．評価実験
では被験者 14 名から各 30 日分の Jawbone の活動量データ
を収集した．また，先行研究で収集した FuelBand の活動量
データについても被験者 70 名の 42 日分のデータを分割し，
データ量を揃えて再度評価実験を行った．FuelBand を用
いた結果の FRR 10.83%，FAR 10.30%に対して，Jawbone
を用いた結果として FRR 10.00%，FAR 12.31%を得た．
更に，活動量の単位の違いについての評価も行い，提案手
法が単位の違いを吸収し得る手法である事を確認した．
謝辞

本論文の研究は，次世代個人認証技術講座（三菱

UFJ ニコス寄付講座）による．

5.4.2 1 分毎の活動量の分布の比較
1 分毎に記録される活動量データの特徴を比較するため，
Jawbone と FuelBand のそれぞれの実験で収集した全被験
者の 1 分毎の活動量の分布をヒストグラムとして求めた．
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