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健常歩行者センサデータからのバリア検出のための
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概要：屋内外には段差・階段などのバリアが多数存在し，障害者や高齢者の円滑な移動を妨げている．こ
の問題に鑑みて，バリアを通過する人の挙動を分析してバリア検出を行おうとする研究がさかんに行われ
ている．しかし，屋内と屋外ではバリアの形状・素材や通過する人の挙動が異なるにもかかわらず，これ
を従来研究は考慮しておらず，このことがバリア推定精度に悪影響を与えている可能性がある．そこで，
本研究では，屋内外を区別してバリア検出を行う方式を提案する．この方式では，教師なし学習部分と教
師あり学習部分のそれぞれにおいて屋内外データを区別して機械学習を行う．検証実験により，屋内外を
区別することでバリア検出精度が有意に向上することが明らかになった．
キーワード：屋内外，バリアフリー，健常者，加速度センサ，深層学習

An Indoor-outdoor Aware Machine Learning Method
for Barrier Detection Using Sensor Data from Unimpaired Pedestrians
Akihiro Miyata1,a)

Tongshun Wang1

Iori Araki1

Ryota Shinozaki1

Received: December 5, 2017, Accepted: June 8, 2018

Abstract: There are several barriers (e.g., steps, stairs) that hinder the free movement of impaired and
elder people, both indoors and outdoors. Many works have tried to detect barriers by analyzing behaviors
of people who pass barriers. However, these works do not appear to consider diﬀerences between indoors
and outdoors, such as shapes and materials of barriers and behaviors of people who pass barriers, this might
yield a decrease in the accuracy of barrier detection. To address this issue, we propose an indoor-outdoor
aware machine learning method for barrier detection. This method conducts unsupervised and supervised
machine learning making a distinction between indoor data and outdoor data. The results of the evaluation
task show that the accuracy of barrier detection has increased by the indoor-outdoor aware approach.
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1. はじめに

施設管理者への改善を促すという観点から有益である．こ
の問題意識は多くの研究者が共有するところであり，バリ

我々の生活空間を観察すると，障害者・高齢者などの移

アを通過する人の挙動を分析してバリア推定を行おうとす

動に困難をかかえる人（以降，移動弱者）にとって，段差・

る研究がさかんに行われている（2.2 節）
．我々も，広域の

階段などの円滑な移動を妨げるもの（以降，バリア）が数

バリア情報を収集するため，相対的に人数が多い健常者の

多く存在することに気付く．バリアの存在位置・種別を明

歩行時加速度データを分析することで，生活空間における

らかにすることは，移動弱者の移動計画を支援する，道路・

バリア推定を行う技術に取り組んできた [1], [2]．この取り
組みでは，健常者の歩行データから障害者にとってのバリ
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アを推定する試みにおいて，他者の歩行データから構築し

状況が変化することを利用して，現在位置の屋内外を判定

た推定器を用いても一定精度でバリア推定を行えることを

している．

示した．これは，事前に推定モデルを構築していない歩行

上述の GPS の短所を補うために，多くの市中製品や研

者の歩行データからでも，構築済みの他者の推定モデルで

究技術では，GPS と他の受信電波強度を複合的に分析す

バリア推定できることを意味している．すなわち，歩行者

るアプローチが一般的である．大半のスマートフォンは，

全員の推定モデルを構築する必要がないため，低コストで

GPS からの情報に加え，通信基地局・Wi-Fi アクセスポ

広範囲のバリア推定が行えることを示している．

イントからの受信電波強度を複合的に分析することで，屋

ここで特筆すべきことが 2 点ある．1 点目は，バリアは屋

内・屋外を通じて現在位置推定を行っている．これに加え，

外はもとより，屋内にも存在する点である．特に古い建築

IODetector [4] では，スマートフォンで計測する照度，地

物では，移動弱者が独力では通行できないような場所も珍

磁気も分析することで，現在位置の屋内外を高精度に判定

しくない．2 点目は，同じ種別のバリア（例：階段）であっ

している．彼らは，HMM（Hidden Markov Model）を用

ても，屋内と屋外では形状・素材や通過する人の挙動が異

いて屋外・半屋外・屋内の状態遷移を考慮することで，屋

なるにもかかわらず，これを，我々のこれまでの取り組み

内外判定の精度を向上させる工夫も行っている．他にも，

を含む従来研究は考慮していない点である．これは，従来

Map Matching や Dead Reckoning を併用するアプローチ

研究方式の推定精度に悪影響を与えている可能性がある．

など，屋内外判定を行う技術が数多く存在することが文

そこで，本研究では，屋内外を区別してバリアの存在・種

献 [5] において調査・報告されている．

別を推定する方式を提案する．提案方式は Deep Learning

スマートフォンを用いて屋内外判定を行う場合，電力消

を用いる教師なし学習部分と，SVM を用いる教師あり学

費量を低く抑えることも重要である．EnTracked [6] では，

習部分からなり，このそれぞれにおいて屋内外を区別した

端末移動速度などに基づいて GPS 受信モジュールの起動状

機械学習を行う．本稿の貢献は次のとおりである．

態を最適化することで，測位のロバスト性と低消費電力を

• 屋内外を区別することがバリア検出精度に与える影響
を検証実験により明らかにしたこと．

• 高精度・実用的に屋内外のバリアの存在・種別を推定

両立させている．SensLoc [7] は，特定の状況（屋内に滞在，
長距離を高速移動）で精度が低下する測位モジュールを停
止させることで，不要な電力を消費しない工夫をしている．

する方式を提言したこと．
上述のとおり，我々のこれまでの研究は，低コストで広
範囲のバリア推定を行えるというものであったが，バリア

2.2 センサデータからバリア推定を行う技術
2.2.1 車椅子移動時のセンサデータを利用する技術

位置の屋内外を考慮していないことが推定精度を低減させ

車椅子に装着したセンサデータに基づいて道の路面状態

ている可能性があった．これに対し，本研究の成果を組み

などを評価する試みは古くから行われている [8], [9], [10]．

合わせることで，バリア推定時に推定場所の屋内外を考慮

この手法を応用し，加速度・角速度センサを装着した車椅

することができ，バリア推定精度が向上することが期待で

子で市街地を移動することで，バリアがある場所を発見

きる．

しようとする試みもさかんである [11], [12], [13], [14]．文

2. 屋内外のバリア情報収集に関する研究事例
本研究は，歩行時加速度データを計測した場所が，屋内

献 [15] は車椅子の移動の様子がユーザごとに異なることに
着目し，ユーザごとに適切なモデルを選択したうえで加速
度データを Deep Learning で分析している．文献 [16] は加

であるか屋外であるかを区別して，最適なバリア推定方式

速度データに加え，心拍データも分析対象とすることで，

を検討するものである．ここには，現在位置の屋内外を判

車道が近くて緊張するなどの心理的なバリアの検出を試み

定する技術と，センサデータからバリア推定を行う技術の

ている．

両方が関連する．前者を 2.1 節，後者を 2.2 節で紹介する．

2.2.2 歩行時のセンサデータを利用する技術
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 現在位置の屋内外を判定する技術
スマートフォンなどに搭載されているセンサを用いて，

とする試みは数多い．文献 [17] は，足首に付けた装置で
計測した加速度データから抽出した Time Domain（TD）
，

ユーザの現在位置が屋内であるか屋外であるか判定できる

Frequency Domain（FD）の特徴量を分析する決定木を作

技術が数多く提案されている．

成し，ユーザが歩いているか，走っているかなどの状態を

最も基本的なアプローチは GPS を用いるものであり，屋

推定している．文献 [18] は，加速度データの平均値，標準

外において数 m 以内の誤差で位置推定する技術は十分確

偏差，ピーク間距離などの TD 特徴量をロジスティック回

立しているといえる．原理上，屋内では GPS による測位

帰などの機械学習手法で分析して，階段の上り下りなど 6

精度は大きく低下するが，文献 [3] は，スマートフォン上

つの行動の識別を行っている．文献 [19] は，スマートフォ

の GPS センサの受信状況を分析し，屋内と屋外では受信

ンをズボンのポケットに入れた状態に加え，鞄に入れた状

c 2018 Information Processing Society of Japan
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態，手に持った状態で計測した加速度データから，ユーザ

屋内外でバリアの形状・素材に差があることは，バリア

が歩いているか否か判定している．判定には HMM などの

通過時の歩行者の挙動に少なからず影響を与えると思わ

機械学習手法を用いており，利用する特徴量は TD・FD の

れる．図 2 に示すのは，ある健常歩行者が階段を通行し

ものである．

た際に生じた加速度の特徴を 2 次元空間で表現したもの

上記技術の発展として，歩行時のセンサデータから路面

である．各プロットは，屋内外それぞれ数種類ずつの階段

状態を推定してバリア情報を発見する試みが現れ始めて

を 3 秒間通行した際に生じた加速度データ（計測方法は

いる．文献 [20] は，靴に固定した加速度センサで計測し

5.2 節参照）から抽出した 33 次元の特徴量（5.3 節参照）

たデータから抽出した特徴量を，ルールベースで分析す

を Multidimensional Scaling により 2 次元の特徴量で表現

ることで，路面が平坦か凸凹かを推定している．文献 [21]

したものであり，似たものは近く，異なったものは遠くに

は，TD，FD の特徴量を分析する SVM の識別器を作成

配置される．このとき，各特徴量は平均 0，分散 1 に正規

し，ユーザが歩いている路面が平坦か，階段か，坂か判定

化してあるため，図 2 の各軸には単位がない．各軸の範囲

する試みを行っている．我々も，歩行時の加速度データを

は，全データが収まるように定義してある．O 印のプロッ

Deep Learning で分析することで，従来の手動設計特徴量

トが屋内階段，X 印のプロットが屋外階段のものである．

を上回るバリア推定精度が達成できることを明らかにして

この図を見ると，2 次元空間中の境界線は多少曖昧ではあ

きた [1], [2]．

るが，屋内データと屋外データの分布の傾向に違いがある
ことが分かる．実際に，33 次元の特徴量で表現した屋内

3. 研究課題

データと屋外データについて Wilks のラムダを用いた多変

3.1 研究の前提

量検定を行うと，これらの 2 群のデータ分布には 1%水準

2.2.1 項の研究事例は，車椅子利用者の移動時に発生す

で有意差があることが確認できた．他数名に対しても同じ

るセンサデータを分析する方法であるが，車椅子利用者の

分析を行ったが，同様の傾向が見られた．これは，屋内外

数は健常者と比べると少ないため，広域におけるバリア情

の差が，歩行者の挙動に影響を与えたことを示唆している．

報の収集が困難である．一方，2.2.2 項の研究事例は，健

しかし，屋内外ではバリア形状・素材や歩行者挙動に差

常者の歩行時に発生するセンサデータを分析する方法であ

があるにもかかわらず，これを従来方式は考慮していない．

る．健常者の人数は相対的に多いため，より広域のバリア

たとえば，文献 [20], [21] は，歩行時に生じる加速度データ

情報を収集できる．よって，本研究では，健常者歩行時に

から路面状態を推定するものであるが，ともに推定位置の

生じるセンサデータからバリアの存在・種別を推定する方

屋内外は考慮していない．我々も，健常者の歩行時加速度

法を前提に，以降の議論を進める．

データからバリアの存在・種別を推定する方式 [1], [2] を提
案してきたが，屋内外を区別しないアルゴリズムとなって

3.2 問題の定義

いる．このアルゴリズムを用いてバリア種別の推定を行っ

生活空間を観察すると，同じ種別のバリアであっても，

た場合，他者の加速度データで構築した推定器を用いると

屋内外で形状・素材に違いがあることに気付く．たとえば，

適合率，再現率とも 0.4 を下回る．この精度は，移動弱者

図 1 に示すのは，屋内と屋外の典型的な階段である．屋

表 1

内の階段は建築基準法などにより寸法の範囲が規定され，

主な床面・路面素材

Table 1 Major materials of floor/road surface.

1 段の高さは 18 cm 前後，1 段の奥行きは 26 cm 前後であ
ることが多い．一方，建築物とは独立した屋外の階段につ
いては，管轄者・地区により基準に幅があるが，1 段の高
さ・奥行きともに屋内のものより大きい傾向にある．また，

屋内床面

屋外路面

ビニル，ゴム，合成樹脂，

アスファルト，

木材，絨毯

コンクリート，石材

表 1 のとおり屋内と屋外では床面・路面（階段を含む）の
素材は異なる [22], [23]．

図 2
図 1

典型的な階段（左：屋内，右：屋外）

Fig. 1 Typical stairs (left: inside, right: outside).

c 2018 Information Processing Society of Japan


階段歩行時の加速度の特徴（左：階段上り，右：階段下り）

Fig. 2 Acceleration features of walking on the stairs (left: walk
up the stairs, right: walk down the stairs).
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の移動計画を支援する目的においては実用的とはいえな

Vector Machines（SVM）を用いて教師ラベルとデータ特

い．たとえば，推定したバリア情報を地図上に表示してバ

徴量の関係を表現するモデル（Model）を構築する．

リアフリーマップを作ることを考えると，適合率・再現率

図 4 に示すのは，従来方式の推定フェーズである．推

が 0.4 以下のバリア情報が移動弱者の役に立つとは考えに

定フェーズでは，ラベルが未知のデータ（Unknown Data）

くく，さらに精度を向上させる必要があるといえる．

をエンコーダで次元削減したもの（Unknown Feature）を，
学習フェーズで構築したモデルに基づいて SVM で分析す

3.3 研究課題の設定

ることで，未知のデータのラベル（Barrier Type）
，すなわ

3.2 節の問題をふまえ，本研究では，健常者の歩行時加
速度データからバリアの存在・種別を推定するタスクにお

ち，バリア種別を推定する．
なお，ここでは我々の従来方式について説明したが，

いて，下記を研究課題として設定する．

2.2.2 項の既存技術も，特徴量抽出手法や教師あり学習が

課題 1：屋内外を区別することがバリア検出精度に与える

異なるだけで，屋内外を区別していないという点では同じ

影響を明らかする．

である．

課題 2：高精度・実用的に屋内外のバリアの存在・種別を
推定する方式を提言する．

4.2 提案方式

なお，2.1 節に示したように，現在位置の屋内外を判定

4.1 節の従来方式を改良し，バリア推定位置の屋内外に

する技術は国内外で数多くの研究事例があり，実用的な市

応じてモデルを使い分ける方式を提案する．このとき，本

中製品も登場しつつある．このため，加速度計測位置の屋

稿の議論・検証に一般性を持たせるため，機械学習アルゴ

内外判定は既存技術の利用を想定するものとし，本研究の

リズムは特殊条件に特化したものではなく，一般的な性

対象範囲外とする．

質を持つものを選定する．具体的には，教師なし学習では

4. 屋内外を区別したバリア推定方式の提案
4.1 ベースとなる従来方式

データの特徴量抽出に汎用的に利用可能な DAE を用い，
教師あり学習では分類問題に汎用的に利用可能な SVM を
用いる．以降，屋内/屋外で計測したデータという表現を

屋内外を区別してバリアの存在・種別を推定する方式を

用いるが，3.3 節で述べたとおり，歩行時加速度データの

提案するにあたり，まずベースとなる従来方式について説明

計測位置の屋内外は既存技術で判定するものとし，屋内外

する．以降登場する教師なしデータとは，教師ラベル（バリ

の別は加速度データにメタデータとして付与されているも

ア種別）が付与されていない固定長の歩行時加速度データで

のとする．

ある．教師ありデータとは，教師ラベル（例：段差上り，階

図 5 は提案方式の学習フェーズである．点線の上側は，

段下り）が付与された固定長の歩行時加速度データである．
図 3 に示すのは，屋内外を区別しない機械学習によりバ
リア推定を行う我々の従来方式 [1], [2] の学習フェーズであ
る．学習フェーズは教師なし学習（図 3 上半分）と教師あ
り学習（図 3 下半分）からなる．教師なし学習では，教師
なしデータ（Unlabeled Data）を Deep Learning の一種で

図 4

従来方式の推定フェーズ

Fig. 4 The estimation phase of the existing method.

ある Denoising Autoencoder（DAE）[24] で分析すること
で，高次元の生データを低次元に圧縮するためのエンコー
ダ（Encoder）を獲得する．教師あり学習では，教師あり
データ（Labeled Data）をエンコーダで次元削減したもの
（Labeled Feature）を元データの特徴量と見なし，Support

図 3

従来方式の学習フェーズ

Fig. 3 The training phase of the existing method.
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提案方式の学習フェーズ

Fig. 5 The training phase of the proposal method.
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表 2 計測対象

Table 2 Targets of measurement.

図 6

提案方式の推定フェーズ

Fig. 6 The estimation phase of the proposal method.

略称

内容

FLT（FLaT）

平地

USP（Up SteP）

段差（上り）

DSP（Down SteP）

段差（下り）

USR（Up StaiRs）

階段（上り）

DSR（Down StaiRs）

階段（下り）

ULS（Up Low Slope）

緩い坂（上り）

DLS（Down Low Slope） 緩い坂（下り）

屋内のバリア推定を行うモデル（以降，屋内モデル）を構
築する処理である．教師なし学習では，屋内で計測した教

は平坦な場所である．USP/DSP は高さ約 15 cm の段差で

師なしデータ（Inside Unlabeled Data）を DAE で分析し，

ある．USR/DSR は 1 段の高さが約 15 cm の階段である．

屋内エンコーダ（Inside Encoder）を獲得する．教師あり

ULS/DLS は車椅子用の勾配約 3 度のスロープである．

学習では，屋内で計測した教師ありデータ（Inside Labeled

加速度データの計測には，市販の加速度センサなどの部

Data）を屋内エンコーダで次元削減したもの（Inside La-

品を組み合わせて製作したスマートフォンサイズの専用デ

beled Feature）を SVM で分析して，屋内における教師ラ

バイスを用いた．専用のソフトウェアも作成し，±2g の範

ベルとデータ特徴量の関係を表現する屋内モデル（Inside

囲の x，y，z 軸の加速度をサンプリングレート 20 Hz で記

Model）を構築する．点線の下側は，屋外のバリア推定を

録できるようデバイスを制御した．計測者は，このデバイ

行うモデル（以降，屋外モデル）を構築する処理であり，

スをズボンの左前ポケットに入れた状態で歩行し，各対象

データの計測位置が屋外である以外は，屋内モデルの構築

を通過する際に生じる加速度センサデータを計測した．計

と同じである．

測した加速度センサデータはすべて 3 秒分の固定長になる

図 6 は提案方式の推定フェーズである．点線の上側は，

ようにした．以降，この 3 秒分のデータをサンプルと称す

屋内のバリア推定を行う処理である．屋内で計測したラベ

る．各サンプルにはラベルとして表 2 の略称を付与する．

ルが未知のデータ（Inside Unknown Data）を屋内エンコー

計測は 20 代の健常歩行者 19 名（男性 18 名，女性 1 名）

ダで次元削減したもの（Inside Unknown Feature）を，学

が行った．計測者 1 人あたり，表 2 の各対象について屋

習フェーズで構築した屋内モデルに基づいて SVM で分析

内・屋外それぞれ 10〜20 サンプル程度計測した．このと

することで，未知のデータのラベルを推定する．点線の下

き，計測対象が特定の位置のバリアに偏らないよう，同一

側は，屋外のバリア推定を行う処理であり，データの計測

バリア種別であっても複数箇所の異なる場所で測定を行っ

位置が屋外である以外は，屋内のバリア推定と同じである．

た．この結果，屋内・屋外それぞれにおいて 1,600 件ずつ，

5. 検証実験 1
5.1 実験目的

合計 3,200 件の教師ありデータを取得した．以降，屋内で
計測した教師ありデータを屋内教師ありデータ，屋外で計
測した教師ありデータを屋外教師ありデータとする．

提案方式の機械学習は，エンコーダを獲得するための教
師なし学習と，モデルを構築するための教師あり学習に分

5.3 実験手順

かれている．このとき，エンコーダを用いて加速度データ

5.1 節で述べたとおり，加速度データから特徴量を抽出す

から抽出した特徴量を教師あり学習で利用するため，教師

る際にエンコーダは利用できない．そこで，本実験におい

なし学習の結果は教師あり学習の性能に影響を与える．

ては，従来研究 [17], [18], [19], [20], [21] を参考にして，下

そこで，厳密な検証を行うため，検証実験 1 では，提案

記の人手で設計した特徴量（Hand-crafted features，以降

方式の教師あり学習についてのみ検証を行う．すなわち，

HCF）を利用する．特徴量の先頭の記号は，Time Domain

検証実験 1 では，加速度データからバリア推定を行うタス

（TD）/Frequency Domain（FD）種別と次元数を示してお

クにおいて，屋内外を区別しない教師あり学習と，屋内外

り，合計 33 次元の特徴量となる．

を区別する教師あり学習の推定精度に差があるか検証する

[TD，3] 平均値：推定対象期間における各軸（x，y，z）の

ことを実験の目的とする．

加速度値の平均値．

5.2 データセット

の加速度値の標準偏差．

[TD，3] 標準偏差：推定対象期間における各軸（x，y，z）
以降，加速度データを計測した健常歩行者を計測者と称

[TD，3] 相関係数：推定対象期間における各軸間（x-y，

する．本実験では，屋内外に共通して存在する表 2 に示

y-z，z-x）の加速度値の相関係数．

す対象を計測者が歩行したときの加速度を計測した．FLT

[FD，24] スペクトル強度：推定対象期間における各軸（x，
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y，z）の加速度値をフーリエ変換して得る各周波数帯（0〜
10 Hz を 8 等分したもの）の平均スペクトル強度．
5.3.1 ベースライン方式
屋内外を区別しない教師あり学習を行う方式であり，以
降，HCF MIX 方式とする．具体的には，5.2 節の屋内教師
ありデータと屋外教師ありデータを合わせた 3,200 件から
無作為に抽出した 1,300 件を学習データとし，同じく無作
為に抽出した 300 件をテストデータとする．学習フェーズ
においては，学習データから上述の HCF を抽出して SVM
に入力してモデルを構築する．推定フェーズにおいては，
テストデータから HCF を抽出して，学習フェーズで構築

図 7

HCF MIX/HCF IN 方式の推定精度（F 値，N = 100）

Fig. 7 F-measures of HCF MIX/HCF IN (N = 100).

したモデルを用いた SVM でラベル（バリア種別）の推定
を行う．この試行を，無作為に抽出する学習データ・テス
トデータを毎回変えながら 100 回繰り返す．

5.3.2 提案方式
屋内外を区別して教師あり学習を行う方式であり，以
降，屋内/屋外に関する学習・推定を行うものをそれぞ
れ，HCF IN 方式/HCF OUT 方式とする．具体的には，

HCF IN 方式は，5.2 節の屋内教師ありデータ 1,600 件か
ら無作為に抽出した 1,300 件を学習データとし，同じく無
作為に抽出した 300 件をテストデータとする．学習フェー
ズにおいては，学習データから HCF を抽出して SVM に
入力してモデルを構築する．推定フェーズにおいては，テ

図 8 HCF MIX/HCF OUT 方式の推定精度（F 値，N = 100）

Fig. 8 F-measures of HCF MIX/HCF OUT (N = 100).

ストデータから HCF を抽出して，学習フェーズで構築し

を行うタスクにおいて，屋内外を区別する教師あり学習の

たモデルを用いた SVM でラベルの推定を行う．この試行

方が推定精度が向上すると判断できる．

を，無作為に抽出する学習データ・テストデータを毎回変
えながら 100 回繰り返す．HCF OUT 方式は，屋外教師あ
りデータを利用する以外は，HCF IN 方式と同様である．

6. 検証実験 2
6.1 実験目的
検証実験 1 より，教師あり学習においては，屋内外を区

5.4 実験結果・考察
HCF MIX 方式と HCF IN 方式の F 値を比較したもの

別した方が有意に推定精度が高いことが確認できた．そこ
で，検証実験 2 では，屋内外を区別しない教師なし学習と，

を図 7，HCF MIX 方式と HCF OUT 方式の F 値を比較

屋内外を区別する教師なし学習の推定精度に差があるか検

したものを図 8 に示す．それぞれ，100 回の試行の結果

証することを実験の目的とする．

を箱ひげ図で可視化したものである．図中のアスタリスク
は t 検定の結果を示している．横軸はバリア種別を表して
おり，左端の Mean は全バリアの平均値である．Mean の

6.2 データセット
5.2 節のデバイスと同じ仕様で加速度データを記録する

中央値は HCF MIX 方式で 0.580，HCF IN 方式で 0.630，

iOS・Android アプリケーションを開発した．これを動作

HCF OUT 方式で 0.700 であり，HCF IN 方式/HCF OUT

させたスマートフォンをズボンの左前ポケットに入れた状

方式が HCF MIX 方式を有意に上回った．各バリア種別に

態で，計測者が通勤/通学，商業施設・公園の散策などの日

おいても，HCF IN 方式/HCF OUT 方式の方が HCF MIX

常生活における歩行を行うことで，教師なしデータを計測

方式を有意に上回る結果となっている．

した．計測位置の屋内外の別は，計測者が手動で記録した．

HCF MIX 方式と HCF IN 方式/HCF OUT 方式の差は，

計測は 20〜30 代の男性健常歩行者 14 名が行った．屋

学習・推定対象の加速度データ計測位置が屋内外混在して

内・屋外ともに，計測者 1 人あたり数千〜数万サンプルの

いるか否かである．5.2 節で述べたとおり，同一バリア種

計測を行った，この結果，屋内・屋外のそれぞれにおいて

別であっても複数箇所で加速度データを計測しているた

129,000 件ずつ，合計 258,000 件の教師なしデータを取得

め，屋内（または屋外）で計測したデータセットだけを用

した．以降，屋内で計測した教師なしデータを屋内教師な

いたことで特定位置のバリアを過学習して精度が向上した

しデータ，屋外で計測した教師なしデータを屋外教師なし

とは考えにくい．以上より，加速度データからバリア推定

データとする．
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図 10 DAF MIX/DAF IN 方式の推定精度（F 値，N = 100）
図 9

入力層が 3 要素に分離した DAE

Fig. 10 F-measures of DAF MIX/DAF IN (N = 100).

Fig. 9 Denoising autoencoders of which input layer is separated into three parts.

教師あり学習に用いるデータセットは，5.2 節で構築し
たものと同一である．

6.3 実験手順
エンコーダを獲得するための教師なし学習で用いる DAE
のネットワーク構造を図 9 に示す．各層の左の数字は次元
数である．加速度データは x，y，z の直交する 3 次元データ
であるため，マルチモーダルな Deep Learning ネットワー

図 11 DAF MIX/DAF OUT 方式の推定精度（F 値，N = 100）

クの既存研究 [1], [25] に基づき，入力層 L1 は 3 要素に分

Fig. 11 F-measures of DAF MIX/DAF OUT (N = 100).

離させた．L2 は L1 に DAE を適用して次元削減した層で
ある．この過程で L1 の各要素を次元削減するためのエン

学習を行うものをそれぞれ，DAF IN 方式/DAF OUT 方

コーダ E1,x ，E1,y ，E1,z を得る．L3 は L2 の各要素を連結

式とする．DAF IN 方式の教師なし学習では，6.2 節の屋

した層である．L4 は L3 に DAE を適用して次元削減した

内教師なしデータ 129,000 件を用いて DAE を行い，エン

層である．この過程で L3 を次元削減するためのエンコー

コーダを獲得する．同様に，DAF OUT 方式の教師なし学

ダ E2 を得る．上記の E1,x ，E1,y ，E1,z ，E2 が 4.2 節で述

習では，屋外教師なしデータ 129,000 件を用いて DAE を行

べたエンコーダである．本実験では，これらのエンコーダ

い，エンコーダを獲得する．DAF IN 方式，DAF OUT 方

を用いて加速度データを次元削減したものを元データの特

式ともに，教師あり学習については，HCF ではなく DAF

徴量（Denoising Autoencoder Features，以降 DAF）と見

を特徴量として利用する以外は，5.3.2 項と同様である．

なし，以降の教師あり学習で利用する．
なお，教師あり学習は，屋内外を区別する方が推定精度
が高いことが 5.4 節で確認できたため，下記ベースライン

6.4 実験結果・考察
DAF MIX 方 式 と DAF IN 方 式 の 比 較 を 図 10，

方式，提案方式ともに屋内外を区別することとする．

DAF MIX 方式と DAF OUT 方式の比較を図 11 に示す．

6.3.1 ベースライン方式

それぞれ，100 回の試行の結果を 5.4 節と同様に可視化し

屋内外を区別しない教師なし学習と，屋内外を区別した

たものである．なお，図 10 の DAF MIX 方式は屋内デー

教師あり学習を行う方式であり，以降，DAF MIX 方式と

タを用いて教師あり学習・推定を行ったもの，図 11 の

する．教師なし学習では，6.2 節の屋内教師なしデータと

DAF MIX 方式は屋外データを用いて教師あり学習・推定

屋外教師なしデータを合わせた 258,000 件から無作為に抽

を行ったものであり，両者は異なるものであることに注意

出した 129,000 件を用いて DAE を行い，エンコーダを獲

されたい．

得する．教師あり学習については，利用する特徴量が HCF

図 10 に つ い て ，Mean の 中 央 値 は DAF MIX 方 式

ではなく，エンコーダを用いて抽出する DAF であること

で 0.630，DAF IN 方式で 0.640 であり，DAF IN 方式が

以外は，5.3.2 項と同様である．

DAF MIX 方式を 1%水準で有意に上回る F 値を達成した．

6.3.2 提案方式

ただし，その差自体は大きなものではない．バリア種別ご

教師なし学習，教師あり学習ともに，屋内外を区別した
学習を行う方式であり，以降，屋内/屋外データで教師なし
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図 11 について，Mean の中央値は DAF MIX 方式で

することで大きな精度向上が認められたが，教師なし学習

0.700，DAF OUT 方式で 0.720 であり，DAF OUT 方式

においては精度向上は一定範囲にとどまった．ここから，

が DAF MIX 方式を 0.1%水準で有意に上回る F 値を達成

課題 2（高精度・実用的な屋内外バリア推定方式の提言）

した．こちらも F 値の差は大きなものではなく，バリア種

については，少しでも高精度に屋内外のバリア推定を行う

別ごとに見ても，DAF OUT 方式がすべてにおいて有意に

目的では DAF IN 方式/DAF OUT 方式を選択するべきで

高精度ではなかった．

あることを提言する．ただし，屋内外それぞれについて膨

DAF MIX 方式と DAF IN 方式/DAF OUT 方式の差は，

大な教師なし加速度データを収集するコストを懸念するな

教師なし学習に用いる加速度データ計測位置が屋内外混在

ら，実用面の観点から DAF MIX 方式を選択するべきであ

しているか否かである．上記の結果より，屋内外を区別す

ることを提言する．

る DAF IN 方式・DAF OUT 方式の方が有意に高精度な

今後は，課題 2 の提言の確からしさを明らかにするため

バリア推定を行えることが分かった．ただし，DAF MIX

に，より多くのデータを収集し，6.4 節で生じた 2 つの仮説

方式からの精度向上は小さかった．この理由として，次の

の検証を行う必要がある．また，性別・年齢の違いにより，

2 つの仮説が考えられる．1 つ目は，実験に用いたデータ

バリア通過時の挙動が異なる可能性があることも考慮する

量が不足しているという仮説である．今回教師なし学習に

必要がある．検証実験 1・2 において，正解ラベル（バリア

用いたデータは 129,000 件（約 107 時間分の歩行に相当）

種別）は 5.2 節のように客観的に定義しているため性別・

である．これは，人の行動によって生じる加速度データを

年齢の違いの影響は受けないが，推定に用いたモデルはこ

機械学習する研究事例の中では多い部類に属すると思わ

の影響を受けている可能性がある．歩行者の性別・年齢の

れるが，一般的な Deep Learning タスクとしては不十分な

割合を変えることでバリア推定精度が変化するか否か，検

データサイズである．データサイズを大きくすることで，

証を行う必要がある．さらに，実際に移動に困難を感じて

DAF IN 方式・DAF OUT 方式の精度はさらに向上する可

いる人へのヒアリングも行うことで，推定すべきバリアに

能性がある．2 つ目は，加速度データ計測場所の屋内外を

過不足がないか，多様な視点から精査する必要もある．特

区別してもしなくても，獲得できるエンコーダには大差が

に，本稿においては，健常者歩行時に生じるセンサデータ

ないという仮説である．この仮説が正しい場合，より多く

からバリアの存在・種別を推定する方法を前提にしている

の教師なしデータを利用するためにあえて DAF MIX 方

ため，健常歩行者の挙動がいっさい変化しないような対象

式を用いる判断が可能になる．すなわち，上述のとおり

は原理上検出できないことになる．このようなバリアがど

Deep Learning には大量の教師なしデータが必要であるが，

の程度存在するか，検証を行う必要がある．少しでも早く

DAF IN 方式/DAF OUT 方式では教師なしデータセット

本研究の成果を実用化し，移動に困難をかかえる人の一助

のうち，それぞれ屋内/屋外で計測された部分しか利用で

となることを目指したい．

きない．一方，DAF MIX 方式では屋内外を問わず計測済
みのすべての加速度データを利用でき，より高精度な推定

謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP17K12730 の助成で行わ
れた．

に寄与するエンコーダを獲得できる可能性がある．いずれ
にせよ，より多くの教師なしデータを集め，仮説 1・2 のど
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るバリアの存在を推定するアプローチをとる際の，このア
プローチに適した機械学習方式の比較・検討を行い，実際
の歩行データを用いた精度検証実験の結果を報告するもの
である．既存の手法には，たとえば，加速度センサを搭載
した車椅子を用いてバリア検出する手法があるが，これは
車椅子が通過したエリアのバリアしか検出できないなどの
問題があるが，本アプローチにより，広域のバリア情報の
高精度な収集が実現できる可能性があり，有用な論文であ
るので推薦する．
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