「マルチメディア，分散，協調とモバイル
(DICOMO2018)シンポジウム」 平成30年7月

足音を用いた路面状況推定手法
三嶽 寛人1

渡邉 拓貴1

杉本 雅則1

概要：日本等の四季の変化が顕著な地域では，路面状況は季節によって大きく変化しやすい．路面状況の
変化を把握できず，それに起因して事故が多く発生している地域も存在する．路面の状況を事前に認識で
きれば，安全なルートの作成や靴の選定を行うことで危険を回避できる．そのため，路面の状況を適切に
把握する技術が重要だといえる．そこで本研究では，路面状況によって足音が変化することに着目し，靴
に装着したマイクロフォンを用いた，足音による路面状況推定手法を提案する．また，提案手法の比較と
して，慣性センサを用いた路面状況推定手法も提案し，両手法の性能評価を行った．日常生活の環境下で
考えられる 6 種類の路面の種類識別の実験を行った結果，慣性センサを用いた手法の識別率は 63 % ，足
音を用いた手法では 82 % となり，足音の路面推定における有効性を示した．
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ることで，事前に対策を行うことができ，事故抑制につな

1. はじめに

がると考える．そのためには，路面の種類や路面の状況を

北海道等の雪が多く降る地域では，降雪による足場の悪

把握できる技術が重要となる．

さや路面の凍結による影響で事故が多く，問題となってい

路面状況の認識手法では，慣性センサを用いた手法 [3]

る．また，夏場では，雨による影響で土がぬかるみ，転倒

や車載カメラを用いた手法 [8] が考えられる．しかし，前

の危険性が高まる．一方，近年のセンサの小型化により．

者では，路面の傾斜角は認識可能だが，路面の種類の識別

ウェアラブル技術が大きく発展した．最近では，靴にセン

までは考慮されていない．後者では，悪天候時や夜間等で

サを搭載し，人の足の動き等の情報を取得可能なスマート

の利用は困難である．また，歩行時でのカメラの利用を考

シューズが開発されている [5]．これらはスマートフォン

えると，装着型のカメラはプライバシの影響が懸念される．

等の端末と接続して通信を行うことで，運動量の計測やス

そこで我々は，路面状況によって足音が変化することに

マートフォン内アプリの地図と連動して行先の道案内を行

着目した．本研究では，靴にマイクロフォンを搭載するこ

うことができる．

とで得られる，足音を用いた路面推定手法を提案する．足

このようなスマートシューズを用いれば，転倒事故の

音に関する研究は，主に個人識別で利用されるケースが多

抑制も可能であると考えられる．具体的には，スマート

く [1, 4, 6]，足音がどの程度路面推定に有効なのかはわかっ

シューズに搭載されたセンサから，雪道，泥道といった歩

ていない．そのため，足音が路面推定にどの程度有効であ

行した路面の状況（以降，路面状況と呼ぶ）を読み取り，

るか検証を行った．提案手法の有効性を判断する指標とし

それらの情報をスマートフォン内の地図アプリ等にマッピ

て，慣性センサを用いた路面推定手法も提案し，足音と慣

ングする．多数の人の歩行により得られた路面情報を地図

性センサ両方の路面推定に対する性能の特徴を考察した．

アプリ内で反映させることで場所ごとに路面状況を把握で

さらに，足音と慣性センサ両方の特徴量を組み合わせるこ

きる．ユーザは，これらの地図情報から路面状況を把握す

とで，路面推定の精度が向上し，安定して推定を行えるこ
とを示した．
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2. 関連研究
2.1 慣性センサ
近年のセンサの小型化や普及に伴い，ウェアラブルセン
サを利用した研究が多く進められている．人々が普段から
身に着けているデバイスにも様々なセンサを取り入れるこ
とで，人の行動認識 [2]，個人認識を行う研究 [1] や，路
面推定の研究を行っているものもある [3, 12]．野村らの研
究 [12] では，自動車に搭載したスマートフォンを用いて時
間帯で変化する路面状況の推定を行った．野村らは，道路
状態を悪路レベル 0〜2（0：平坦で，揺れをほとんど感じ
ない道路，1：アスファルトの境目やひび割れによって，揺
れを所々感じる道路，2：砂利道のように，揺れが激しく
続くような道路）で定義した．そして，スマートフォン内
の加速度センサから得られる加速度の分散値が，路面状況
で異なることを利用して路面状況を推定できることを示し

図 1 足音の特徴（上：足音の音声波形，下：スペクトログラム）

た．しかし，この研究では，分散値にしきい値を設けて路

水野らの研究 [9] では，足音が周期的に発生していること

面推定を行っているが，車種の違い等で加速度値の変化に

を利用した手法を提案し，田中らの研究 [11] では，ノイズ

違いが起こってしまう可能性がある．また，レベル 0 とレ

が多い屋外環境下における手法を提案した．しかし，塩田，

ベル 1 の判別で誤検出がいくつか出ているため，精度向上

水野らの手法 [7, 9] は屋内での検出のため，屋外環境下で

も大きな課題である．

の利用は難しいと考える．また，田中らの手法 [11] は，検

また，路面推定の研究では，自動車ではなく，靴に装着

出率が 60 %程度であったため，正確さに欠けると考えら

した慣性センサを用いて行った研究がある．佐藤らの研

れる．したがって，足音の検出には，足音の特徴量だけで

究 [3] では，靴底全体が路面に付いている状態（接地状態）

はなく，他のデバイスからの情報も必要だと考えられる．

の時のデータに注目した．接地状態時の慣性センサの傾き
を利用し，路面の傾斜を算出している．このようにして求
められる傾斜角の分散値等に注目することで，平坦な路面

3. 足音の特徴
歩行時の足の動きには，以下の 4 つの状態が存在する．

か，凹凸が多く歩くのに困難な路面かを推定できることを

歩行は（1）〜（4）の状態を段階的に経て行われる．

示した．しかし，路面の種類に注目して考えた場合，路面

(1) 踵のみが路面に接している状態

の種類が同じ場合でも傾斜角が異なる可能性がある．例え

(2) 靴底全体が路面に付いている状態（接地状態）

ば，同じアスファルトの路面でも，ヒビ割れしているアス

(3) つま先のみが路面と接している状態

ファルトや，傾斜のあるアスファルトもある．そのため，

(4) つま先も路面から離れ，靴が路面から離れている状態

慣性センサを用いた歩行時の路面推定では，路面の種類を

足音は（1）の状態が起きる瞬間（足音開始地点）
，靴の踵部

判別するのは困難であると考えられる．そこで，本研究で

分と路面が激しく衝突することでインパルス状の大きな音

は路面毎に足音の聞こえ方が異なることを利用して路面の

（インパクト音）を発生する性質を持つことがわかってい

種類を判別することを考える．

る [7, 9, 11]．しかし，その後起きる（2）の状態では，個々
人の歩行の仕方により，不規則な音が発生することもあり，

2.2 足音

それぞれの足音終了地点を検知するのは難しい．また，足

人の歩行の仕方は個々人によって大きく差が出やすいも

音開始地点で靴の踵部分と路面が衝突し，インパルス状の

のであり，個人認識に広く応用されている．Wang らの研

音が発生するため，足音は広範囲の周波数をもつ音である．

究 [6] では，人の歩行間隔は個々人によって異なっている

図 1 は実際に録音した足音の波形と，音声波形をフレーム

ことを利用した個人識別手法を提案した．本研究では，足

長 0.03 秒，フレームシフト 0.01 秒で短時間フーリエ変換

音の特徴から，このような被験者個人による特徴を除去し，

し，生成したスペクトログラムである．足音の開始地点で

路面の特徴のみを抽出する必要がある．

多くの周波数をもつ波が観測できたことがわかる．また，

また，足音を特徴量に利用するためには，まず足音を検

足音は低周波成分を多く含んでいることもわかる．なお，

出することが不可欠である．屋内外における足音の開始時

本研究では，水が跳ねる音や圧雪音等を路面環境音と定義

刻の検出手法は多く提案されている．塩田らの研究 [7] や

した．
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(b) 水たまり

(a) 乾燥したアスファルト
図 2

(c) 雪道

路面ごとのスペクトログラム

足音の性質を考慮した結果，本研究では 1 つの足音開始

ている．したがって，本研究ではインパクト音や路面環境

地点から次の足音開始地点の時間までを 1 つの足音として

音を特徴量抽出の対象とする．しかし，インパクト音は足

定義した．また，足音開始地点は基本的にインパクト音が

音開始直後に発生することがわかっているが，路面環境音

発生した時刻と定義した．しかし，路面環境の違い等から，

の発生する時刻は被験者や路面ごとにばらつきが生じる．

インパクト音の特徴である足音データの振幅の急激な変動

本研究では，録音した音声データの解析によって，足音開

が観測できない場合もあった．そこで振幅の変動が小さい

始地点から 0.2 秒以内に路面環境音が発生していることが

地点では，足音が発生した際に広範囲に周波数成分が分布

確認できたため，足音開始地点から 16384 サンプル分の

することを利用し，このような現象が起きる地点を開始地

データを特徴量抽出に利用する．音声録音のためのサンプ

点と定義した．

リング周波数は 96[kHz] としたため，特徴量抽出区間はお
よそ 0.17 秒である．

4. 提案手法

足音の特徴量として，音声認識 [10] でよく用いられる特徴

本章では，慣性センサを用いた路面推定手法と足音を用

量の 1 つであるメル周波数ケプストラム係数 (MFCC: Mel-

いた路面推定手法について述べる．なお，両提案手法共に

Frequency Cepstrum Coeﬃcients) を使用する．MFCC は

以下の流れで路面推定を行う．

人間の声道特性を表す特徴量であるケプストラムを，人間

(1) 前処理

の音声知覚の特徴を考慮した尺度（メル尺度）に変換した

(2) 特徴量抽出

ものである．本研究では 12 次までの係数を利用する．た

(3) 分類器モデル作成・路面の認識

だし，MFCC の 0 次の係数は直流成分で波形の特徴を表し
ていないため，特徴量として扱う MFCC は 1 次から 12 次

4.1 足音のデータ処理

の 12 個の係数とする．また，メルフィルタバンクのチャネ

4.1.1 足音データの前処理

ル数は 20 とした．以下に MFCC の算出手順をまとめる．

屋外，および屋内で採取した音声データには搾取場所の

(1) 足音開始地点から 16384 サンプル分をフーリエ変換

周囲で発生している雑音が入り込んでいるため，スペクト
ルサブトラクション (SS: Spectral Subtraction) 法を用い

し，パワースペクトルを算出 (図 3(a))

(2) プリエンファシスフィルタをかけることで波形の高域

て雑音除去を行う．具体的な処理方法としては，録音した
音声データのうち，計測前の無音区間データを定常雑音と

成分を強調 (図 3(b))

(3) 各フレームのパワースペクトルにメルフィルタバンク

仮定して雑音除去を行った．

(図 3(c)) をかけて圧縮 (図 3(d))

この後，音声波形から足音の部分を取り出す．田中らの
研究 [11] では，屋外環境下における足音開始地点の自動

(4) 圧縮信号を離散コサイン変換 (図 3(e))
(5) 得られたケプストラムのうち必要数の次元数分の係数

検出を試みているが，検出率は低く，誤検出も多い．した

を抽出

がって，本稿では，足音による路面識別性能に着目したい
ため，足音開始地点の検出は自動ではなく，手動で行った．

4.2 慣性センサのデータ処理

4.1.2 足音データの特徴量抽出

4.2.1 慣性データの前処理

本研究では，足音の周波数情報を特徴量として利用する．

文献 [3] で定義された，靴と路面が接地している（接地状

図 2 は，同じ被験者が異なる路面を歩行した時のスペクト

態）と考えられるデータを抽出する．本研究では，接地状

ログラムである．足音開始地点付近での周波数分布が，路

態における慣性センサの観測値が安定することを利用し，

面ごとに異なっていることがわかる．3 章で述べた通り，

接地状態のデータを抽出する．

足音開始地点付近ではインパクト音や路面環境音が含まれ
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(a) 足音のパワースペクトル

(b) 高域成分を強調

(d) フィルタリングによる圧縮信号

(c) メルフィルタバンク

(e) 離散コサイン変換

図 3 MFCC の算出

時刻 t における，慣性センサにより計測された各軸の角

表 1 被験者ごとの平均接地時間
被験者
誤検出
平均接地時間

速度を ωx,t ，ωy,t ，ωz,t とすると，角速度の大きさは以下
のような式で表される．同様に，加速度の大きさも各軸の
加速度を用いて表せる．

√
2 + ω2 + ω2
ωt = ωx,t
y,t
z,t

(1)

しかし，慣性センサから得られる加速度，角速度の値は
必ずしも安定しているとは限らない．また，路面の種類に

A

0

0.378

B

1

0.430

C

2

0.473

D

2

0.319

E

1

0.304

F

2

0.418

被験者全体

8

0.387

よっては，接地状態時でも値が安定しない不安定な路面も
ある．そこで，n 点移動平均法を利用し，慣性センサから

使用した加速度，角速度の値は平滑化せず，生データを

得られる値を平滑化する．これにより，細かな値の変動を

使用している．誤検出がいくつか含まれており，誤検出し

除去し，大まかな足の動きを捉えることができる．本研究

た区間の時間帯は平均接地時間を算出するときには使用し

では，式 (2) で表される，n が奇数のときの n 点移動平均

ていない．最小の平均接地時間は被験者 E の 0.304 秒と

法を使用する．なお，式 (2) において，ωt は時刻 t におけ

なった．そのため，本研究では，ウィンドウ幅を，被験者

′

る角速度値で，ωt′ は時刻 t における n 個分の角速度値を
用いて移動平均した値である．また，h は慣性センサのサ

E の平均接地時間を元に 0.28 秒と設定した．
ウィンドウ幅を決定した後，慣性センサの観測値を平滑
化し，接地時間を求める．しかし，しきい値判断のみで検

ンプリング周期である．

出を行うと，舗装されていない不安定な路面環境下では，

1
ωt′ =
n

検出の取りこぼしが生じる．また，しきい値の値を大きく

t′ + n−1
2 h

∑

ωt

(2)

すると，接地状態以外の部分を検出してしまう可能性が高
くなる．そこで，本研究では，路面環境に依存しない，接

t=t′ − n−1
2 h

平滑化のウィンドウ幅を決定するために，被験者ごとの

地状態の区間のみを検出可能な手法を提案する．

接地時間を算出した．表 1 に結果を示す．使用したデータ

接地認識手法は以下のように行われる．

の路面は，舗装されており，加速度，角速度が安定しやす

(1) 角速度のグラフの導関数を算出する．

い「乾燥したアスファルト」に限定した．なお，表 1 で算

(2) 探索時刻を設定する（初期値は歩行開始時刻）．

出した接地時間は，以下に示される佐藤らの研究 [3] の手

(3) 探索時刻を大きくしていき，0.2 秒以上連続して導関数
が負の値になる区間 L1[n0 ，n1 ] を算出する (図 4(a))．

法を利用して算出した．

(1) 慣性センサの観測値から，加速度の大きさ，角速度の

(4) L1 を区間 L2[n0 ，n1 + N ] のように拡張し，L2 内で
角速度の値が最小になる時刻 T を抽出する (図 4(b))．

大きさをそれぞれ算出

(2) 加速度の大きさ，角速度の大きさが，共にしきい値よ

N は 0.5 とする．ただし，n1 + N がデータの終点を
超えるならば，n1 + N はデータの終点になるように

り小さくなる区間を算出

設定する．

(3) 区間幅が 0.1 秒よりも大きい区間のみ抽出
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(a) 区間 L1 を抽出

(c) 接地状態区間を抽出

(b) 区間 L2 内で時刻 T を算出
図 4 接地認識手法

表 2

接地状態の認識 (既存手法)

路面

表 3 接地状態の認識 (提案手法)

総ステップ数

未検出・誤検出

砂利道

736

14

乾燥したアスファルト

746

21

水たまり

749

土
泥
雪道
路面全体

路面

総ステップ数

未検出・誤検出

砂利道

736

3

乾燥したアスファルト

746

1

7

水たまり

749

1

728

3

土

728

2

741

5

泥

741

1

752

64

雪道

752

4

4452

114

4452

12

路面全体

(5) 時刻 T を含む区間で，設定したしきい値を超えない区

しかし，本研究で提案した接地認識手法では取りこぼしが

間 [nS ，nE ] を接地状態区間と定義する (図 4(c))．し

ほとんどなく，既存手法では取りこぼしていた部分も安定

きい値は時刻 T における平滑化した角速度の大きさ

して検出できている (図 5(b))．なお，歩行終了から測定終

ωT を用いて ωT + C と設定した．ただし，C は定数

了までの間は常に静止状態となる．そのため，左右それぞ

とする．

れの最後の 1 歩目の接地時間のみ長くなってしまい，他の

(6) 検出区間が重なる場合は，後に検出した方を除去する．

歩行時のデータと異なる結果を得られる可能性がある．そ

(7) 探索時刻を nE に置き換え，(3) に戻る．

こで本研究では，左右それぞれの最後の 1 歩目の接地時間
は式（4）で定義することとした．Ti (i = 1, 2, 3, ..., n) は，

(8) 探索時刻がデータの終点を超えるまで繰り返す．
提案手法では，加速度センサから得られる加速度は用い
ず，ジャイロセンサから得られる角速度のみを用いて接地

測定したデータの中で n 個分の区間を検出したときの i 番
目の区間の継続時間を表す．

状態の区間を算出する．靴と路面が接地する直前で角速度

(4)

i=1

時刻を検出している．なお，角速度の導関数を算出するた
めに，中心差分公式に基づく数値微分の近似式を利用した．

1 ∑
Ti
n−1
n−1

Tn =

の大きさが急激に減少していく性質を利用し，接地状態の

接地状態の区間を検出した後，この区間内のデータを用

本研究では，式（3）の 3 点近似を利用し，導関数を算出

いて特徴量の抽出を行う．本研究では，加速度センサから

している．h は慣性センサのサンプリング周期である．ま

得られる加速度を利用し特徴量を算出する．接地状態の検

た，導関数は n 点移動平均法を利用して平滑化する．ウィ

出時と同様に，加速度センサから得られる加速度値は必ず

ンドウ幅は角速度のグラフを平滑化した時と同じ時間幅で

しも安定していないため，n 点移動平均法で平滑化処理を

設定した．

行った後に特徴量を抽出する．しかし，接地状態の検出時
と同じウィンドウ数で平滑化処理を行うと，接地状態時の

f ′ (x) =

f (x + h) − f (x − h)
2h

ような瞬間的な動作内での加速度の変化を捉えきれない可

(3)

佐藤らの研究 [3] で示された既存手法と，本研究で提案し

能性がある．そこで特徴量抽出の際は，式 (5) のように，

n=5 とし平滑化処理を行う．なお，at′ は時刻 t における

た接地認識手法を用いて接地状態の認識を行った結果を表

加速度値で，at は時刻 t′ において 5 個分の加速度値を用

2，表 3 にそれぞれ示す．これらの表における総ステップと

いて移動平均した値である．また，h は慣性センサのサン

は，被験者が路面を歩いた総歩数のことである．既存手法

プリング周期である．

では，砂利道や雪道といった不安定な路面での取りこぼし

1
at′ =
5

が目立つ (図 5(a))．平滑化を行ったため，生データと比べ
て検出できる接地状態の区間幅が小さくなっている．その
ため，安定した路面でも未検出・誤検出が多くなっている．

′
t∑
+2h

at

(5)

t=t′ −2h

4.2.2 慣性データの特徴量抽出
文献 [3] で提案された手法を利用し，慣性センサの傾き

c 2018 Information Processing Society of Japan
⃝

― 1003 ―

(a) 検出ミス時（既存手法）

(b) 検出成功時（本研究で提案した接地認識手法）
図 5

接地状態の認識

を推定する．この手法では，前処理で検出した，接地状態
時のデータを利用して慣性センサの傾きを求める．慣性セ
ンサの X 軸の正の向きを人体の前方，Y 軸の正の向きを側
方左側，Z 軸の正の向きを鉛直上向きとなるよう設定する
ことで，人体前方への傾斜と側方への傾斜を求めることが
できる．慣性センサが X 軸方向に θ 度，Y 軸方向に ψ 度
傾いている時の傾斜角はそれぞれ式（6）
，
（7）で表される．
なお，θ は水平線に対して X 軸が時計回りに傾いている場
合を正とし，ψ は水平線に対して Y 軸が反時計回りに傾い
ている場合を正とする（図 6）．また，θ，ψ は tan−1 の性

図 6

慣性センサの傾き方向

質上，-90 度から 90 度までの範囲でしか算出されないが，
靴が路面に接地している状態だと θ と ψ の絶対値が 90 よ
り大きくなることは考えられないため，本研究では問題は
ないと考える．

)

(

θ = tan

−1

a
√ 2x 2
ay + az

)

(
ψ = tan

−1

(6)

ay

√
a2x + a2z

(7)

これを利用することで，慣性センサ自体の傾きを算出す

図 7

X 軸方向に θ 傾いた時

図 8

Y 軸方向に ψ 傾いた時

ることが可能になる．次に，慣性センサで使用する特徴量
について述べる．特徴量として，平滑化した各軸の加速度
値と加速度の大きさ，X 軸と Y 軸の慣性センサの傾きの 6

録音形式

種類を解析データとし，これらの基本統計量を特徴量とし

表 4 デバイスの設定
ス テ レ オ 録 音 ，サ ン プ リ ン グ 周 波 数

96[kHz]
慣性センサの設定

て使用する．ただし，靴に装着した慣性センサの傾きの状

各軸の加速度のレンジ ±2[G]，各軸の角
速度のレンジ ±250[dps]，サンプリング

態が，被験者によって多少異なる可能性がある．そのため，

周期 20[ms]

6 種類の解析データは，計測前の静止状態に対するデータ
の差分値を使用する．例えば，ある時刻 T の Z 軸の加速度

タセットを作成し，分類モデルを作成する．分類器にはサ

値が 9.0[m/s2 ] で，初期状態の Z 軸の加速度値が 9.8[m/s2 ]

ポートベクターマシン (SVM: Support Vector Machine) を

ならば，時刻 T の Z 軸の解析データは −0.8[m/s2 ] となる．

使用する．なお，路面推定の評価方法としては，新たにテ

また，基本統計量は「レンジ（データの最大値と最小値の

ストデータを作成せずに，10 分割交差検証を用いて路面認

差）
」
，
「平均」
，
「分散」
，
「標準偏差」
，
「第一四分位数」
，
「中

識を行った．

央値」，「第三四分位数」を使用した．

5. 実装
4.3 路面認識手法

4 章で述べた提案手法を評価するためにプロトタイプ

足音データ，慣性データ共に，特徴量を抽出した後にデー
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(b) 屋内測定場

(a) 屋外測定場
図 9 靴に装着された慣性センサとマイクロフォン

図 11

データ測定場所

被験者数

表 5 測定環境
6 人（男性 4 人，女性 2 人）

歩行数

120 歩（1 路面あたり）

路面の種類

砂利道，乾燥したアスファルト，水たま
り，土，泥，雪道

にそれぞれ 1 つずつ搭載している．マイクロフォンは変換
プラグを用いてモノラルフォンとし，変換ケーブルを使用
して左右のマイクロフォン端子とボイスレコーダを接続
し，ステレオ録音で計測を行った．慣性センサは履物の上
(a) ボイスレコーダ

で，X 軸を履物の前方，Y 軸を履物の左方向，Z 軸を鉛直

(b) マイクロフォン

上方向となるよう装着した (図 9)．また，各デバイスの設
定は表 4 の通りである．

6. 評価実験
6.1 実験環境
測定場所は主に北海道大学札幌キャンパス内で，降雪の
ため路面が雪に覆われる時期には，研究室内に理想環境下
に近い状態の測定環境を構築し測定を行った (図 11)．
測定環境を表 5 にまとめる．被験者は男性 4 人，女性 2
人の計 6 人で，それぞれの路面に対して 120 歩分のデータ
を測定した．ただし，被験者が誤って多めに歩いてしまっ
た場合は，余分に歩いたデータは使用しないこととした．
(c) 慣性センサ

(d) 履物
図 10

「乾燥したアスファルト」
，
「水たまり」
，
「雪道」の 3 種類は
屋外環境下，
「砂利道」
，
「土」
，
「泥」は室内環境下での測定

使用器具

である．本研究では「水たまり」はアスファルト上の水た

を実装した．慣性センサは ATR-Promotions の小型無線

まりとし，「泥」は水を十分含む「土」と定義している．

多機能センサ TSND121(図 10(c)) を，マイクロフォンは
オーディオテクニカのステレオマイクロフォン AT9901(図

6.2 実験結果

10(b)) を使用した．また，ボイスレコーダは TASCAM の

6.2.1 実験 1：慣性センサを用いた路面推定

リニア PCM レコーダ DR-05(図 10(a)) を用いた．なお，

慣性センサから得られるデータのみを用いて 6 種類の

履物の種類の違いの影響で足音や加速度値に変化が起きな

路面を推定した．実際に分類モデルを作成し，路面推定を

いよう，被験者の履物は 1 種類に限定した (図 10(d))．た

行った結果が表 6，図 12(a) である．なお，混同行列は百

だし，人によって足のサイズは大きく異なる．そのため，

分率で計算している．全体の正解率が 63 % で，低い路面

履物のサイズは 2 種類用意し，被験者の足に合う方を選ん

推定率となった．ただし，
「乾燥したアスファルト」に関し

で測定を行った．マイクロフォンと慣性センサは左右の足

ては比較的高い識別率となっている．これは「乾燥したア
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表 6 路面推定（正解率）
慣性センサ
足音

路面

足音 と 慣性センサ

0：砂利道

52 %

82 %

88 %

1：乾燥したアスファルト

87 %

90 %

95 %

2：水たまり

66 %

80 %

88 %

3：土

49 %

69 %

84 %

4：泥

56 %

92 %

95 %

5：雪道

68 %

81 %

85 %

全体の正解率

63 %

82 %

89 %

(a) 慣性センサ

(b) 足音

(c) 足音 と 慣性センサ

図 12 路面推定（混同行列）

スファルト」の路面が舗装されており，他の 5 路面よりも

用いて路面推定の精度がどの程度向上するのか実験を行っ

安定した路面であるためだと考えられる．
「水たまり」も舗

た．実際に分類モデルを作成し，路面推定を行った結果が

装されたアスファルトの路面であるが，水が多くたまる路

表 6，図 12(c) である．足音のみを用いた路面推定の中で

面は，路面の変形が進んでいる路面が多いと予想される．

は正解率が低めであった「土」の正解率が 84 % となり，

そのため，
「乾燥したアスファルト」よりも精度が落ちたと

精度が向上している．また，全体の正解率も 89 % となり，

考えらえる．他の 4 路面は，どれも舗装されていない不安

足音と慣性センサの特徴量を組み合わせることにより，今

定な路面のため，互いに誤って判別されてしまったと考え

回想定したどの路面で安定して推定可能であることを示

られる．したがって，慣性センサから得られる特徴量は路

した．

面の安定性しか表現できておらず，路面の種類までは識別
することが困難であることが確認できた．

7. 議論
7.1 足音開始地点の検出

6.2.2 実験 2：足音を用いた路面推定
足音のデータのみを用いて 6 種類の路面を推定した．実

3 章で述べたように，屋外環境下における足音開始地点

際に分類モデルを作成し，路面推定を行った結果が表 6，

の検出を行うための研究はいくつか行われている．しか

図 12(b) である．全体の正解率を見てわかるように，慣性

し，正確に足音開始地点を検出するまでには至っておらず，

センサを用いた時よりも精度が向上していることが確認で

足音開始地点の検出は大きな課題となっている．本研究で

き，足音が路面推定に有効的な特徴量であることがわかっ

も，屋外での足音開始地点の検出は困難であったため，足

た．しかし，
「土」の正解率が 69 % と他の路面の正解率と

音の切り出しは全て手動で行った．しかし，今後提案手法

比べて低くなっている．混同行列を見ると，「土」と「雪

を実用的なものにしていくためには，足音の切り出しは全

道」がお互いに誤って判別されやすいことがわかる．これ

て自動で行う必要がある．そこで，靴と路面が接地してい

は，特徴量で用いた MFCC はスペクトルの概形を表して

る間は観測値が安定しており，接地状態の検出が容易な慣

いることから，
「土」と「雪道」の周波数分布が似ており，

性センサを利用するのが良いと考える．歩行は，「靴の踵

互いに誤認識しやすかったためだと考えられる．

部分と路面が衝突（インパクト音発生）
」→「接地状態」→
「足が路面から離れる」といった手順で行われるため，靴と

6.2.3 実験 3：足音と慣性センサを用いた路面推定
実験 2 で，足音が慣性センサを用いるよりも路面推定に

路面が完全に接地する直前の時刻が足音開始地点であると

有効的であることを示した．しかし，周波数分布が似てい

考えられる．よって，慣性センサを利用して足音開始地点

る路面同士では精度が下がってしまうこともわかった．実

を検出するためには，接地状態開始時刻の直前の時間帯に

験 3 では，足音と慣性センサから得られる両方の特徴量を

注目すればよいことがわかる (図 13)．しかし，実際に慣性
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