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スマートフォンによる歩行速度を用いた
歩行者グループの人数推定手法の検討
合田 和馬1,a)

白石 陽1,b)

概要：近年，位置情報を利用した情報推薦のサービスが注目されている．しかし，人は日常生活において
周囲の人々とグループの形成/解消を繰り返し行っており，グループを形成している場合，購買の動機や結
果は，単独の場合とは異なる．そこで，グループの属性を把握することで，よりユーザに適したサービス
を提供することができると考える．グループの属性には，構成人数や人間関係，親密度などが挙げられる
が，グループの構成人数は，歩行者が店舗の空席状況を把握する場合や店舗側が利用状況を把握する場合
特に重要な属性であると考えられるため，本研究では歩行者グループの人数を推定することを目的とする．
既存研究として，歩行者グループやグループ人数を推定する研究があり，歩行者グループを推定するため
に，グループを構成するメンバー全員の位置情報や歩行情報を取得している．しかし，導入コストや計測
場所の問題，他ユーザの端末の GPS などの利用状況に影響される問題がある．本研究では，歩行者のグ
ループ化を行わず，グループ人数を推定する手法として，歩行速度と歩行者グループ人数には相関がある
という既存研究の知見に基づき，歩行速度を用いた手法を提案する．歩行速度はグループメンバー 1 人の
歩行速度が，そのままグループの歩行速度と同じになると考えられるため，グループメンバーの 1 人を計
測対象とすれば良い．また，導入コストと計測場所の問題を解決するために，普及率が高く様々なセンサ
を搭載しているスマートフォンを使用する．以上のことから，スマートフォンを用いて取得したグループ
メンバー 1 人の歩行速度からグループの歩行速度を推定し，単独歩行時の歩行速度と比べ，どの程度変化
したかによって歩行者グループ人数を推定する．

1. はじめに

把握できれば，スムーズな入店を促すことができる．また，
情報推薦以外に，店舗の利用状況の把握にも活用すること

近年，位置情報を利用した情報推薦のサービスが注目さ

ができる．飲食店の利用状況として，何人グループでの来

れている．例えば，ビーコンを用いて，周囲のユーザに商

店が多いかを把握することで，店舗の座席配置などに活用

品情報を提供するサービスがある．しかし，人は日常生

することができる．このようにグループの構成人数を把握

活において周囲の人々とグループの形成/解消を繰り返し

することは重要な意味を持っていると考える．

行っており，井上によるとグループ行動時の購買の動機や

歩行者グループの人数推定を実現する方法として，グ

結果は，単独時と比べ大きく異なるという報告がある [1]．

ループ歩行時の特徴を使用する方法 [2, 3] が提案されてい

そのため，グループの属性を把握し，属性によって推薦す

る．その特徴として，歩行軌跡，会話におけるリアクション

る情報を選択することで，よりユーザに適したサービスを

動作，歩行速度などが挙げられる．歩行軌跡や会話におけ

提供できると考える．グループ属性には，構成人数や人間

るリアクション動作を用いる場合，グループメンバー全員

関係，親密度などが挙げられる．その中でも特に，グルー

を計測する必要があるため，他ユーザの GPS や Bluetooth

プの構成人数は，歩行者が店舗の空席状況を把握する場合

の利用状況に左右されるという問題がある．しかし，歩行

や店舗側が利用状況を把握する場合で重要な属性であると

速度はグループメンバー 1 人の歩行速度が，そのままグ

考える．具体的な活用例として，飲食店を訪れる場面があ

ループの歩行速度と同じになると考えられるため，グルー

る．入店前に，グループ人数に合わせた店舗の空き状況を

プメンバーの 1 人に注目すれば良い．また，グループ歩行
時の歩行速度は単独歩行時に比べ，遅くなることが報告さ
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れており [4]，グループ人数の増加に伴い，その速度は低下
することも報告されている [2]．これにより，グループ歩
行時の歩行速度は，グループ人数を表す指標となると考え
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られる．本研究では，グループメンバー 1 人の歩行速度を
計測することで，グループ全体の歩行速度を推定し，その
推定結果からグループ人数を推定する手法を提案する．

2. 関連研究

3.2 研究課題
本研究では，以下の 3 つを研究課題とする．
1 導入コストの削減
⃝
2 他ユーザの端末状況に依存しないグループ特徴の選択
⃝
3 歩行速度によるグループ人数推定
⃝

歩行者グループの人数推定に関する研究として，歩行者
グループ推定に関する研究があり，カメラの映像を用いた
研究 [2, 3, 5] や，位置情報を用いた研究 [6, 7] がある．

3.3 アプローチ
1 に対するアプローチとして，スマートフォン
研究課題⃝

カメラの映像を用いたグループ推定の研究として，Mous-

を使用する．従来のグループ推定に関する研究として，カ

said らは，歩道上を歩くグループを上からカメラで撮影し，

メラを使用しているものがある．しかし，カメラを用いて

歩行速度とユーザ同士の位置関係から得られるグループの

広範囲の領域をカバーしたグループ推定を行う場合，導入

形状を用いて，歩行者グループの推定を行っている [2]．山

コストが大量にかかってしまうという問題点がある．本研

本らは，監視カメラ映像のデータセットを用いて，歩行者

究では，その問題点を解決するために，スマートフォンを

をグループ化するための特徴量の評価を行っている [3]．特

使用する．スマートフォンを用いる理由として，スマート

徴量として，ユーザ間距離，歩行速度，歩行軌跡などを挙

フォンの所持率が増加傾向にあり，歩行速度の計測に必要

げており，その有用性について評価している．Chamveha

となる加速度センサなど多くのセンサが内蔵されているた

らは，駅に設置されている監視カメラの映像から，進行方

め，計測の際，新たに計測用の端末を用意する必要がない

向やユーザ間の距離を計測し，歩行者グループを推定して

点が挙げられる．また，計測場所を限定しないため，広範

いる [5]．文献 [2, 3, 5] から，グループ歩行時に見られる特

囲の領域をカバーでき，導入コストを削減できると考える．

徴を用いることで歩行者グループを推定することができる

2 に対するアプローチとして，ユーザの歩行速
研究課題⃝

と考えられる．しかし，カメラを用いる場合，設置コスト

度を用いる．グループ歩行時に現れる特徴としては，ユー

がかかる上，カメラが設置された環境でしかグループ人数

ザ間の距離や歩行軌跡の類似性など様々なものが挙げられ

の推定ができない．

るが，ほとんどの場合がグループメンバー全員を計測する

位置情報を用いたグループ推定の研究として，瀬古らは，

必要がある．しかし，前述の通り，グループメンバー 1 人

GPS による位置情報を用いて，ユーザ間の距離と同行時間

の歩行速度がグループ全体の歩行速度と同じになると考え

を把握し，歩行者グループの推定を行っている [6]．樋口ら

られる．そのため，歩行速度を用いることで，他ユーザの

は，スマートフォンによる Bluetooth の電波強度を用いて

端末状況に依存せず，グループメンバー 1 人の計測で，グ

計測されたユーザ間の距離に加え，歩行者デッドレコニン

ループ人数を推定できると考える．歩行速度の推定は，ス

グ (PDR) による歩行軌跡を用いることで，グループ推定

マートフォンを用いた PDR による推定手法を検討してい

を行っている [7]．しかし，ユーザ間距離を用いる場合，グ

る．歩行による加速度の変化や計測するユーザの身長から

ループメンバー全員が端末を持ち，GPS や Bluetooth の機

歩数と歩幅を計測し，移動距離を算出することで歩行速度

能をオンにしなければならない．日経デジタルマーケティ

を推定する．PDR を用いることで，屋内屋外など計測場

ングが 2015 年に行った調査 [8] では，GPS を常時オンに

所を限定せず計測できると考える．

しているユーザは 24.7%，Bluetooth を常時オンにしてい

3 に対するアプローチとして，単独歩行時の歩
研究課題⃝

るユーザは 19.7%とかなり低いため，グループ人数推定に

行速度に対する，グループ歩行時の歩行速度の差から，グ

使用するのは現実的ではない．したがって，計測対象であ

ループ人数を推定する手法を検討している．文献 [2, 4] か

るユーザ以外のグループメンバーの端末状況（端末保持の

ら，グループ歩行時の歩行速度は，グループ人数推定の指

有無，GPS や Bluetooth の設定）に依存しない方法が必要

標になると考えられる．しかし，歩行速度は個人によって

であると考える．

異なる．そのため，単独歩行時の歩行速度を事前に収集し，

3. 提案手法
3.1 研究の目的
本研究の最終目的は，グループの属性によって，ユーザ
に適した情報を推薦するために，グループの属性を推定す

その歩行速度と計測して取得した歩行速度の差を検出する
ことで，個人の歩行速度の違いを考慮することができると
考える．

4. おわりに

ることである．本研究では，グループ属性の中でも重要と

本稿では，グループ人数推定の重要性を述べ，グループ

考えられる歩行者グループの人数を推定することを目的と

メンバー 1 人の計測からグループ人数を推定するため，ス

する．

マートフォンから計測した歩行速度を用いる手法について
述べた．既存のグループ推定の手法では，導入コストが大
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量にかかる，設置環境でしか計測できない，他ユーザの端
末状況に左右されるなどの課題があった．提案手法では，
スマートフォンを用いて歩行速度を計測することで，これ
らの課題を解決する．今後は，歩行速度を推定するにあた
りどのくらいの時間計測すれば良いかについて検討を進め
る予定である．さらに，グループ歩行時のセンサデータを
収集し，提案手法を確立させ，実験を行うことで，提案手
法の精度評価を行っていく．
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