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概要：
従来から，センサデータと機械学習を組み合わせて，障害者・高齢者の円滑な移動を妨げるバリアを自動
検出しようとする試みがある．しかし，その多くが，検出場所が屋内であるか屋外であるかを区別してい
ないため，十分な検出精度が出せていない可能性がある．そこで，我々は，より高精度にバリア検出を行
うことを目指し，センサデータ計測場所の屋内外を区別した機械学習を行うことを提案し，提案方式によ
るバリア検出実験の結果を報告する．
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る．そのため，屋内外を区別による高精度にバリアを検出

1. はじめに

できるのかどうか，明らかではない．

屋内外を観察すれば容易に気付くことであるが，現在の

そこで，我々は，屋外と屋内のデータを区別して機械学

日本の道路・通路は障害者や高齢者にとって移動しやすい

習し，屋外専用と屋内用の推定器を用いて推定を行うアプ

ものではない．狭い国土であるため道幅が狭いのは仕方が

ローチを提案する．本稿では，提案方式の基本概念と，実

ないかもしれないが，車椅子利用者が自力では出入りでき

際の歩行データを用いた検証実験の結果を報告する．

ないような開き戸しかないオフィスや，段差を越えないと

本稿の貢献は次のとおりである．

入店できない飲食店が街中に溢れている現状においては，

• 屋内外を区別した推定器を用いてバリア推定精度を向

障害者や高齢者に配慮した街づくりがされているとはとて
も言いにくい．これらの円滑な移動を妨げるもの（以降，

上させる機械学習モデルを提案した点．

• 実際の歩行データを用いて，上記提案方式の推定精度

バリア）の存在を把握することは，障害者や高齢者の移動
計画を助けることができ，障害者や高齢者が外出しやすく
なる．

の検証実験を実施した点．

2. バリア収集に関する研究事例

従来研究では健常者の歩行時に発生するセンサデータを

屋内外のバリア情報収集に関する研究事例は数多い．そ

分析するアプローチを用い，より広域のバリア情報を収集

れらは，人間が判断を行うアプローチと，システムがセン

でき，健常者の移動はほとんど妨げないが障害者の移動を

サデータに基づいて自動判断するアプローチに大別できる．

妨げる石畳，緩い坂，一段の段差，押し引きする開き戸も

さらに，前者は人間が現地に赴いて判断するもの（2.1.1 節）

推定できる．しかし，屋内外ではバリアの特徴が異なると

と，人間が遠隔地から判断するもの（2.1.2 節）に細部化で

いう制約条件を設けていないため，バリア検出精度が低く

き，後者は車両移動時のセンサデータに基づくもの（2.2.1

なっていると推測される．例えば，急坂・石畳は屋外に多

節）と，歩行時のセンサデータに基づくもの（2.2.2 節）に

く，屋内はほとんど無い．一方，ドアはほとんど屋内にあ

細分化できる．
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図 1

石畳

図 2

段差

図 3

ドア

2.1 人間が判断を行うアプローチ

で分析することで段差・傾斜の有無を推定している．[14]

2.1.1 人間が現地に赴き判断するアプローチ

は，加速度変化から車椅子の角度を計算し，これに基づい

人間が現地に赴き判断するアプローチとしては，行政ス

て段差・傾斜の有無と大きさを推定している．[15] は，加速

タッフや車椅子利用者，一般ユーザが現地に赴いてバリア

度データを k 近傍法で分析して平坦・傾斜などの路面状態

情報を発見・収集する事例がある．[1] は，国交省主導で行

を推定している．[16] は，アルゴリズムの詳細を明らかに

われているバリア情報収集の取り組みである．[2] は，車椅

していないが，加速度変化から路面の凹凸を検出するアプ

子利用者向けのバリア情報をユーザがインターネット上に

リケーションの開発を目指すとしている．[17] は，車椅子

投稿できるサービスである．[3] は，[2] と同様な仕組みを

の移動の様子がユーザごとに異なることに着目し，ユーザ

提案しているが，対象を車椅子利用者だけでなく視聴覚障

ごとに適切なモデルを選択した上で加速度データを Deep

害者にも広げている点，投稿されたバリア情報を他のユー

Learning で分析することで，段差・傾斜に加え，引き返し

ザが評価できる点が異なる．[4] は，調査すべき項目を明示

が生じる場所などの検出にも試みている．[18] は，加速度

した専用入力フォームを用いることで，専門知識を持たな

データに加え，心拍データも分析対象とすることで，車道

い調査員でもバリアフリーに関する情報を収集できるツー

が近くて緊張するなどの心理的なバリアの検出を試みて

ルであり，これを利用した路面バリアのクラウドセンシン

いる．

グシステム MaPiece[5] が提案されている．

2.2.2 歩行時のセンサデータから自動判断するアプローチ
センサデータを用いて人間の歩行の様子を推定しよう

2.1.2 人間が遠隔地から判断するアプローチ
人間が遠隔地から判断するアプローチとしては，一般

とする試みは数多い．[19] は，足首に取り付けた装置で計

ユーザがインターネットを通じて遠隔地からバリア情報

測した加速度データから抽出した Time Domain（TD），

を発見・収集する事例 [6][7][8] がある．これらは，Google

Frequency Domain（FD）の特徴量を分析する決定木を作

Street View 上で市街地の写真を作業者が閲覧し，バリア

成し，ユーザが歩いているか，走っているかなどの状態を推

を発見した箇所にマーキングする方式をとっている．

定している．決定木に用いられるパラメータは固定的では
なく，各ユーザの直前のデータに基づいてオンラインで更

2.2 センサデータから自動判断するアプローチ

新されるため，パーソナライズされた推定結果が得られる

2.2.1 車両移動時のセンサデータから自動判断するアプ

としている．[20] は，スボンの前ポケットに入れたスマー
トフォンで計測した加速度データから抽出した平均値，標

ローチ
車両移動時のセンサデータから自動判断するアプローチ

準偏差，ピーク間距離などの TD 特徴量を，ロジスティッ

としては，自動車移動時のセンサデータから車道上のバリ

ク回帰などの機械学習手法で分析して，歩く，走る，階段

ア情報を発見する事例や，車椅子移動時のセンサデータか

を上る，階段を下りる，座る，直立するという 6 つの行動

ら歩道上のバリア情報を発見する事例がある．

の識別を行なっている．一方，[21] は，スマートフォンを

[9] は，専用モジュールを搭載した自動車で計測した加速

スボンのポケットに入れた状態に加え，鞄に入れた状態，

度データから抽出した特徴量を，ルールベースで分析して

手に持った状態で計測した加速度データから，ユーザが歩

車道上の窪みなどを検出している．

いているか否か判定している．判定には HMM などの機械

一方，[10][11][12] は，車椅子に装着したセンサデータに
基づいて主に歩道の路面状態を評価する試みである．この

学習手法を用いており，利用する特徴量は TD・FD のも
のである．

手法を応用し，加速度・角速度センサを装着した車椅子で

上記の行動推定技術の発展として，歩行時のセンサデー

市街地を移動することで，バリアがある場所を発見しよう

タから路面状態を推定してバリア情報を発見する試みが

とする試みも盛んである．[13] は，加速度データを SVM

現れ始めている．[22] は，靴に固定した加速度センサで計
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測したデータから抽出した特徴量を，ルールベースで分

る傾きや地面の素材などの特徴が異なるかどうか，検討の

析することで，路面が平坦か凸凹かを推定している．[23]

価値があるため，推定対象とする．階段に類するものとし

は，TD，FD の特徴量を分析する SVM の識別器を作成し，

て，図 2 のような 1 段の段差がある．このような段差を超

ユーザが歩いている路面が平坦か，階段か，坂か判定する

える際，健常者の歩行の様子はほとんど変化しないように

試みを行なっている．この研究ではスマートフォンの位置

も思われる．このため，果たしてセンサデータから 1 段の

（例：ポケット，鞄）が未知であるとし，推定対象の時間

段差が推定できるかどうか，検証する価値はあると言える．

帯の前後時間帯も分析することで推定精度を向上させてい

坂についても，車椅子利用者でも通行可能な緩い坂（勾配

る．[24] は, 健常者の歩行時の加速度データを計測し，そ

3 度程度）が屋内外にある．一方，健常者でも自転車で上

の加速度データで機械学習を行い，屋内外に存在するバリ

るのは難しいような急坂（勾配 10 度程度）は屋外に多く，

ア検出を行なっている．世の中に多くいる健常者の歩行時

屋内にはほとんど無い．このため，緩い坂・急坂を屋内外

の加速度データからバリア検出をするため，広域のバリア

で分けて検証する．
また，屋外を観察すると，平地であっても，障害者にとっ

検出ができる．

てのバリアが存在することに気付く．たとえば図 1 のよう

3. 研究課題

な石畳は，車椅子で通行すると路面の凹凸による振動が大

3.1 問題の定義

きく不快であり，松葉杖の接地が不安定になることもある．

2.1.1 節の人間が現地に赴き判断するアプローチは人的

屋内に多く存在するドアも開き方によってはバリアにな

コストが高く，広域のバリア情報を集めるのには不向きで

りうる．自動ドアや横方向に開く引き戸であれば，上手く

あり，2.1.2 節の人間が遠隔地から判断するアプローチは画

開閉できる障害者は少なくない．しかし，引き開ける／押

像の解像度・オクルージョンの問題から，バリア情報の正

し開けるタイプの開き戸は，車椅子や松葉杖を操りながら

確性が高まりにくい．

開けることは容易ではない．

2.2.1 節の研究事例は，車椅子利用者の移動時に発生す
るセンサデータを分析するアプローチである．しかし，車
椅子利用者の数は健常者の数と比べると少ないため，広域
におけるバリア情報の収集が困難である．そこで本研究は

2.2.2 節の健常者歩行時のセンサデータから自動判断する
アプローチを用いることにする．2.2.2 節の [24] は，健常者
の歩行時に発生するセンサデータを分析するアプローチを
用い，より広域のバリア情報を収集でき，健常者の移動は
ほとんど妨げないが障害者の移動を妨げる石畳，緩い坂，

以上をまとめると，本稿で推定対象とするバリアは次の
とおりである．
屋内に多く存在するバリア

• 階段
• 1 段の段差
• 緩い坂（勾配 3 度程度）
• 開き戸
屋外に多く存在するバリア

一段の段差，押し引きする開き戸も推定できる．しかし，

• 階段

屋内外ではバリアの特徴が異なるという制約条件を設けて

• 1 段の段差

いないため，バリア検出精度が低くなっていると推測され

• 緩い坂（勾配 3 度程度）

る．例えば，急坂・石畳は屋外に多く，屋内はほとんど無

• 急な坂（勾配 10 度程度）

い．一方，ドアはほとんど屋内にある．屋内外を区別せず

• 石畳

にバリア推定を行なった場合，屋内であるのに急坂・石畳

屋内外に存在するバリア

があると推定してしまったり，屋外であるのにドアがある

• 階段

と推定してしまったりする可能性がある．

• 1 段の段差
• 緩い坂（勾配 3 度程度）

3.2 研究課題の設定

• 急な坂（勾配 10 度程度）

本研究では，四方を壁に囲まれた建築物の内部，または，
それに準ずる環境を屋内と定義し，それ以外の環境を屋外

• 石畳
• 開き戸

と定義した上で，屋内外を区別した機械学習によりバリア
を高精度に検出することを研究課題に設定する。

4.2 推定方式
推定には加速度センサデータを用いることにする．歩行

4. 研究方針

という動きを分析する上で加速度に注目することは妥当と

4.1 推定対象のバリア

思われるし，加速度センサはほぼすべてのスマートフォン

障害者に対するバリアとして自明なものに，屋内と屋外

に内蔵されており，広く世の中に普及しているためである．

どちらにも存在する階段と坂があり，これらは屋内外によ
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歩行時に生じる加速度センサデータからバリア情報を検

表 1

屋内推定対象

出する方法として，人手で設計した特徴量を機械学習す

略称

内容

るアプローチが数多く提案されてきた [19][20][21][22][23]．

FLT (FLaT)

平地

本研究もこの方式を利用する．具体的には，上記の研究事

USR (Up StaiRs)

階段（上り）

例の多くで利用している下記特徴量を機械学習する．特徴

DSR (Down StaiRs)

階段（下り）

量の先頭の記号は，TD ／ FD 種別と次元数を示しており，

USP (Up SteP)

段差（上り）

合計 33 次元の特徴量となる．

DSP (Down SteP)

段差（下り）

ULS (Up Low Slope)

緩い坂（上り）

[TD, 3] 平均値：

DLS (Down Low Slope)

緩い坂（下り）

推定対象期間における各軸（x，y，z）の加速度値の平均値．

PSD (PuSh Door)

ドア（押し開け）

[TD, 3] 標準偏差：

PLD (PuLl Door)

ドア（引き開け）

推定対象期間における各軸（x，y，z）の加速度値の標準

表 2

偏差．

屋外推定対象

略称

内容

[TD, 3] 相関係数：

FLT (FLaT)

平地

推定対象期間における各軸間（x-y，y-z，z-x）の加速度値

STN (SToNe)

石畳

の相関係数．

USR (Up StaiRs)

階段（上り）

DSR (Down StaiRs)

階段（下り）

USP (Up SteP)

段差（上り）

DSP (Down SteP)

段差（下り）

ULS (Up Low Slope)

緩い坂（上り）

DLS (Down Low Slope)

緩い坂（下り）

UHS (Up High Slope)

急な坂（上り）

DHS (Down High Slope)

急な坂（下り）

[FD, 24] スペクトル強度：
推定対象期間における各軸（x，y，z）の加速度値をフーリ
エ変換して得られる各周波数帯（0〜10Hz を 1.25Hz ずつ
等分した 8 周波数帯）の平均スペクトル強度．

5. 検証実験
5.1 実験の目的

表 3 屋内外推定対象

本実験の目的は，複数人の健常者の歩行時加速度データ
からバリア推定を行うタスクにおいて，屋内歩行時加速度

略称

内容

データのみから学習を行った推定器を用いる方式（以降，

FLT (FLaT)

平地

屋内方式）
・屋内外歩行時加速度データから学習を行った推

STN (SToNe)

石畳

USR (Up StaiRs)

階段（上り）

DSR (Down StaiRs)

階段（下り）

USP (Up SteP)

段差（上り）

DSP (Down SteP)

段差（下り）

ULS (Up Low Slope)

緩い坂（上り）

DLS (Down Low Slope)

緩い坂（下り）

5.2 データセット

PSD (PuSh Door)

ドア（押し開け）

5.2.1 屋内の推定対象

PLD (PuLl Door)

ドア（引き開け）

UHS (Up High Slope)

急な坂（上り）

DHS (Down High Slope)

急な坂（下り）

定器を用いる方式（以降，屋内外方式）と，屋外歩行時加
速度データのみから学習を行った推定器を用いる方式（以
降，屋外方式）
・屋内外方式の間で，推定精度に違いがある
か検証することである．

屋内推定対象の一覧を表 1 に示す．FLT はプラスチッ
ク材舗装された平坦な屋内の通路である．USR/DSR は
高さ約 15cm の段が 13 段程度続く屋内の階段である．

USP/DSP は図 2 に示す高さ約 15cm の屋内の段差である．

差である．ULS /DLS は車椅子用に設置された勾配約 3 度

ULS /DLS は車椅子用に設置された勾配約 3 度の屋内のス

の屋外のスロープである．UHS/DHS は大学内にある勾配

ロープである．PLD/ PSD は図 3 に示す手動で引き開け・

約 10 度のアスファルト舗装された屋外の坂である．

押し開けする屋内のドアである．

5.2.3 屋内外の推定対象

5.2.2 屋外の推定対象

屋内外推定対象の一覧を表 3 に示す．推定対象は 5.2.1

屋外推定対象の一覧を表 2 に示す．FLT はアスファル
ト舗装された平坦な屋外の歩道である．STN は図 1 に示

節と 5.2.2 節に述べた推定対象をマージしたものとする．

5.2.4 データ収集方法

す 1 辺が約 8cm の正方形の敷石で舗装された屋外の歩道

推定対象を通過している際の加速度センサデータを収集

である．USR/DSR は高さ約 15cm の段が 13 段程度続く

するにあたり，市販の加速度センサなどの部品を組み合わ

屋外の階段である．USP/DSP は高さ約 15cm の屋外の段

せてスマートフォンサイズの専用デバイス（図 4）を製作
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した．また，専用のソフトウェアを作成し，±2g の範囲の

を，学習用サンプル 800 件，テスト用サンプル 200 件に無

x，y，z 軸の加速度をサンプリングレート 20Hz で記録す

作為に分割する．

るようデバイスを制御した．計測者は，このデバイスをズ

5.3.3 屋内外方式によるバリア推定

ボンの左前ポケットに入れた状態で歩行し，各対象を通過

屋内外方式の実験手順も 5.3.1 と同様である．屋内外の

する際に生じる加速度センサデータを計測した．計測実施

全バリアに対する複数人の教師ありサンプルは 1200 件で

者は 10 人（男性，20 代）とした．ズボンは個人により異

ある．これらを，学習用サンプル 960 件，テスト用サンプ

なるが，サイズ・ポケット位置は概ね同じであった．靴は

ル 240 件に無作為に分割する．

日頃履き慣れているものを履いてもらった．
計測した加速度センサデータはすべて 3 秒分の固定長に

5.4 実験結果

なるようにした．以降，この 3 秒分のデータをサンプルと

屋内方式と屋内外方式の対象ごとの推定精度（100 試行

称する．屋内の教師ありデータは，表 1 の各対象につき１

の平均 F 値）を図 5 に示す．全ての項目において，屋内方

人あたり 10 サンプル計測した．推定対象は９種類，計測者

式は屋内外方式より精度が高いことが分かる．各対象につ

は 10 名であるので，屋内の教師ありデータは計 900 サン

いて，屋内と屋内外の間で t 検定を行うと，PLD（引き開

プル計測した．各サンプルには教師ラベルとして表 1 の略

けドア）
，PSD（押し開けドア）を除く各対象において，0.1

称が付与してある．屋外の教師ありデータは，表 2 の各対

％水準で有意差がみとめられた．

象につき１人あたり 10 サンプル計測した．推定対象は 10

また，屋外方式と屋内外方式の対象ごとの推定精度（100

種類，計測者は 10 名であるので，屋外の教師ありデータは

試行の平均 F 値）を図 6 に示す．全ての項目において，屋

計 1000 サンプル計測した．各サンプルには教師ラベルと

外方式は屋内外方式より精度が高いことが分かる．各対象

して表 2 の略称が付与してある．屋内外の教師ありデータ

について，屋外と屋内外の間で t 検定を行うと，FLT（平

は，屋内の教師ありデータと屋外の教師ありデータをマー

地）において，1 ％水準で有意差がみとめられ，それ以外

ジしたものとする．

の対象において，0.1 ％水準で有意差がみとめられた．

図 4

加速度計測デバイス

図 5

屋内方式・屋内外方式の対象ごとの推定精度（F 値, N=100）

図 6

屋外方式・屋内外方式の対象ごとの推定精度（F 値, N=100）

5.3 実験手順
5.3.1 屋内方式によるバリア推定
屋内の全バリアに対する教師ありサンプル 900 件のそれ
ぞれについて 4.2 節の TD・FD 特徴量（33 次元）を算出す
る．次に，屋内教師ありサンプルから学習用サンプル 720
件を無作為に抽出し，それらを SVM（RBF カーネル）で
学習して推定器を作成する．この推定器を用い，教師あり
サンプルの残りの 180 件をテスト用サンプルとし，推定精
度（F 値）を測定する．上記試行を，無作為に抽出する学
習用サンプルを毎回変えながら，100 回繰り返す．

5.3.2 屋外方式によるバリア推定
屋外方式の実験手順は 5.3.1 と同様である．屋外の全バ
リアに対する教師ありサンプルは 1000 件である．これら
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を用いて屋内外を区別した上で推定をすることにより，精

5.5 考察
歩行時の加速度データに影響を与える要因として, 風の

度の向上が図られると考える．検証を進めていく中で，屋

有無と見通しの良し悪しが考えられる. 屋外で加速度デー

内外に存在する点字ブロックは車椅子のバリアになる可能

タを計測する際は, 見通しは良く, 風があるため, 風が加速

性があると考えた．今後ヒアリングを行い，さらに障害者

度に影響を与えると考える. 一方, 屋内で加速度データを計

固有のバリアを明らかにして，人手で設計した特徴量また

測する際は, 風がなく, 見通しが悪いため, 見通しが加速度

は Deep learning で自動設計した特徴量を用いて推定精度

に影響を与えると考える. 屋内外の地面の素材に着目する

を検証していきたい．

と，屋内はほぼプラスチック材が使われ，屋外はアスファ
ルトの方が多く舗装に用いられることから，地面の素材に

謝辞
本研究は JSPS 科研費 JP17K12730 の助成を受けて行わ

より加速度が変化すると考えられる．
屋内方式と屋内外方式について，バリアごとの考察を行

れた．

う．PLD ／ PSD（ドアの引き開け／押し開け）は方式間
に有意差が見られなかった．この結果はこれらが屋内のみ
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