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環境発電型センサを用いた機械学習による
移動状況推定手法の性能評価
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東野 輝夫1

概要：環境発電型センサを利用することで，充電の手間が無い Internet of Things (IoT) の実現が期待され
ている．一方，少ない発電量でセンサを動作させるために動作が制限されており，用途は限定的である．
このような環境発電型センサが様々な用途に利用できるようになれば，IoT の普及を大きく加速できる．
そこで，本研究では消費電力の少ない backscatter 通信により環境発電型センサを協調させることで，環
境発電型センサの機能を拡張することを目指している．この応用例として環境発電型ウェアラブルセンサ
による移動状況の推定を想定し，腕，両足などの複数センサから得られる加速度および気圧を組み合わせ
ることで，認識性能の向上を図る．このため，想定される発電量に対して，センシングや backscatter 通信
の消費電力を実測し，実現可能なサンプリングレートを検討した．さらに，機械学習によって backscatter
通信により集約されたセンサデータから静止，歩行，階段の昇降，電車，バスの移動状況を推定する．実
測に基づく性能評価により，環境発電型センサでは最大 12.5Hz のサンプリングレートが実現可能なこと
が分かった．また，このときの移動状況の推定精度は片足とポケットのセンサデータを組み合わせること
で 92%となり，センサ協調の有効性が確認できた．

比較して消費電力が 1/1000 以下となる．環境発電型セン

1. はじめに

サを靴や鞄，腕などの発電量が十分見込める部位に装着す

近年，様々なウェアラブルデバイスが普及しつつあり，

ることにより，センサごとに役割を分担し，少ない発電量

高齢者の見守りやヘルスケアなどへの応用が期待されて

でも行動認識を行ったり，複数センサで取得したデータを

いる [1]．しかし，充電や電池交換の手間がかかること

併用して行動認識の精度向上を図るといった応用が期待さ

から，依然として普及には課題が残っている．このため

れる．

EnOcean [2] のように，様々な省電力化の取り組みが存在

本研究では，この応用の一つとして移動状況の認識を想

するが，動作頻度などの機能を制限するアプローチが中心

定し，環境発電型センサの協調により達成可能な性能を評

であり，頻繁な動きを伴う行動のセンシングなど，機能を

価する．靴や腕などの複数のセンサデータを併用すること

制限することが本質的に困難な場合には十分な性能が得ら

で，行動認識の精度とロバスト性の向上が期待できる．こ

れないことが懸念される．

れまでに間欠的なセンシングによる行動認識の省電力化が

これに対して，我々の研究グループでは環境発電により

なされているが [4]，十分な電力を有するバッテリによる

駆動するセンサを協調させることで，充電の手間を無くし

駆動を想定しているため，環境発電型センサでの実現可能

つつ，センシング性能の向上を図る取り組みを進めている．

性は十分に検討されていない．文献 [5] では，靴に装着し

従来，センサ間の協調は無線通信の消費電力が高すぎるた

た環境発電型センサを backscatter 通信により協調させて

め避けるべきものとされているが，近年注目を集めている

歩数計を実現しているが，行動認識までは検討されていな

backscatter 通信 [3] を用いることにより，センサ協調にか

い．これに対して本研究では，環境発電型センサの協調に

かる消費電力を大幅に抑えられる．backscatter 通信は TV

よって，実現可能な移動状況認識の性能を明らかにする．

や Wi-Fi など，周辺に存在する環境電波を反射・吸収する

環境発電型センサのセンシング性能は，データ取得や

ことで通信を行う技術であり，Wi-Fi や Bluetooth などと

backscatter 通信にかかる消費電力と，環境発電により得
られる電力に依存する．環境発電により得られる電力は状

1
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1-5 Yamadaoka, Suita, Osaka 565–0871, Japan

況によって異なるが，消費電力はセンサの動作に依存して
決まるため，まず消費電力の測定を行い，その結果に基づ
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きセンシング性能を評価する．このため，超低消費電力な

めデータベースに蓄えておき，サンプリングレート制御時

マイクロコンピュータ MSP430 と加速度センサ ADXL362

にデータを補完する方法が提案されている [4]．これは低

を組み合わせた消費電力測定用プロトタイプを作成し，サ

いサンプリングレートでも高い行動認識の精度を維持する

ンプリングレートおよび backscatter 通信の送信レートを

ことができることを示している．しかし，依然としてバッ

変化させたときの消費電力を実測する．

テリに依存しており，電池交換や充電のコストがかかる．

これにより明らかになったセンシング性能の下で，移動

本研究においては行動認識において小型で実装しやすい

状況認識の性能を評価する．移動状況認識は，日常の移動

こと，既存のセンサの中でも用いられているケースが多い

パターンの把握を目的として，静止，歩行，階段上り，階

こと，単体でも高い精度が出すことができること，ならび

段下り，バス，電車の 6 種類を対象とした機械学習による

に低消費電力で動作可能なことから加速度センサを使用

分類を行う．機械学習アルゴリズムには Random Forest

し，階段の昇降などの加速度のみで判断は難しいものも高

(RF)，Decision Tree (DT) を適用し，腕，両足，ポケット，

い精度で分類するため，低消費電力な気圧センサと組み合

鞄の加速度データと気圧データを組み合わせることで，認

わせる．

識性能の向上を図る．
センシング性能の評価では，backscatter 通信による送信
ビットレート 1kbps，最大 12.5Hz での加速度データが取得

2.2 backscatter 通信
Ambient Backscatter [3] の発表以来，様々な backscat-

可能であり，消費電力は約 30µW となることが分かった．

ter 通信の方式が提案されている．Ambient Backscatter [3]

このことから，振動発電や光発電などの日常の環境で回収

は，TV などの環境に存在する電波を反射・吸収すること

可能な電力に対して，加速度データを全て送信すると仮定

で，少ない消費電力で通信が実現できるが，通信距離や速

した場合に，最大 12.5Hz のサンプリングレートが実現可

度が限られる．これに対して，電波の自己干渉を無くし，

能なことが分かった．このセンシング性能に基づき，日常

通信可能距離を伸ばす手法 [15] や，複数アンテナを利用す

生活における人の移動時の加速度データと気圧データを収

ることで通信可能距離と通信速度を上昇させる手法 [16] な

集し，移動状況認識の性能評価を行った．その結果，右足

どが提案されている．また，Passive Wi-Fi [17] は基地局側

とポケットのセンサを組み合わせることで，DT により正

で送出する電波を制御することで，1Mbps から 11Mbps の

解率が最大約 92% を達成できることを示した．この結果

速度で 100 フィートの通信距離を実現している．これらの

より，環境発電型センサの協調による有効性を確認できた．

backscatter 通信を利用することで，これまで避けるべきも
のとされてきた環境発電型センサの協調を実現できる．

2. 関連研究

本 研 究 で は ，移 動 状 況 の 推 定 を 想 定 す る こ と か ら ，

2.1 行動認識

backscatter 通信には様々な屋外環境で利用可能な Am-

ユーザが身につけたセンサから得られるデータを解析す

bient Backscatter [3] を想定する．

ることで「歩いている」
，
「走っている」などの行動や状況
を認識する行動認識は，これまで広く研究が行われてきた．

2.3 環境発電によるセンシング

行動認識には精度と分解能が高い加速度センサが主に用い

長期の運用を目的として，周囲の熱源や気温変化による

られているが [6]，加速度センサとジャイロセンサを組み

発電で動作する様々なセンサ [18] が考案されている．しか

合わせたもの [7] や加速度センサ，ジャイロセンサ，地磁

し，発電量が少なくセンサの動作頻度を制限しているため，

気センサを組み合わせたもの [8] など様々なセンサと組み

センサデータを定期的に送信するといった単純な用途に限

合わせることでより良い精度となることが示されている．

られる．一方，文献 [5] では，歩行時の圧力で発電し，一

人の移動状況推定においては，加速度センサと組み合わせ

方の足でセンシングした歩数を他方の足に backscatter 通

て位置情報データを用いることで精度が向上することが報

信で送信することで，少ない発電量でも Bluetooth を介し

告されており [9–11]，文献 [12, 13] によると，加速度セン

たスマートフォンへのデータ送信に成功している．このよ

サを 10Hz のサンプリングレートで利用した時，位置情報

うに，環境発電型センサを backscatter で協調させること

データと組み合わせることで加速度センサのみを利用し

で，従来の環境発電型センサでは限られている機能に対し

たときより 27%も精度が向上することが報告されている．

て，性能の向上が期待できる．本研究では，既存研究では

しかし，位置情報データを利用することは消費電力の上昇

明らかにされていない環境発電型センサの協調による行動

に繋がるため，長時間の使用には向いていない．また，気

認識に着目し，達成可能な性能の評価を行う．

圧センサを用いたものとして，建物の階層の変化を知るも
の [14] も示されているが，屋内環境に限定されており，屋
外での使用を考慮されていない．行動認識システムの低消
費電力化を行う手法として，加速度データのみをあらかじ

3. センシング性能の検討
3.1 概要
本研究の想定環境を図 1 に示す．ユーザは環境発電型
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図 1

図 2

環境発電型センサを用いた行動認識の想定環境

消費電力評価用センサプロトタイプ

表 1

センサを靴や腕に装着し，得られるセンサデータを利用
した移動状況認識を行う．各センサで取得したデータは，

backscatter 通信を利用してプロセッサに転送され，プロ

構成モジュールの消費電力

機器の種類 (モード)

消費電力

MSP430(active)

400-500µW

MSP430(LPM3)

1.3µW

セッサでは特徴量の抽出やクラス分類を行う．backscatter

MSP430(LPM4)

0.2µW

通信には，屋外で利用可能な ambient backscatter [3] を利

ADXL362(active)

4.0µW

用する．ambient backscatter は，アンテナに接続された

ADXL362(wake up)

0.6µW

トランジスタスイッチの ON/OFF を切り替えることでイ

1.8V レギュレータ

1.2µW

ンピーダンスを変化させ，周囲の電波を反射・吸収させて

DPS310

3.1µW

通信を行う．上記の環境において，移動状況認識の性能
表 2

を評価するためには，環境発電型センサの発電量のみな
らず，センシングやデータ処理に伴う消費電力や ambeint

backscatter で送信可能なデータ量を考慮した上で，実現
可能なサンプリングレートを検討する必要がある．このた

プロトタイプの backscatter 送信時消費電力
送信ビットレート

消費電力

1kbps

50 µW

2kbps

70 µW

3kbps

80 µW

め，本節ではセンサプロトタイプを用いた実測に基づく消
費電力の評価を行い，それに基づくセンシング性能の検討
を行う．

の２つであり，前者は低周波クロックのみが利用可能な
モードである．後者では，CPU や低周波クロックなどの

3.2 消費電力評価用プロトタイプ実装
図 2 に実装したセンサのプロトタイプを示す．本研究で
は，消費電力の評価を行うため，消費電力に影響を与える
センサとマイコンの実装を行った．センサは加速度と気圧
を用いるが，加速度に比べて気圧の変化は緩やかなため，
加速度センサのサンプリングレートは気圧センサよりも非
常に高い．したがって，加速度センサが消費電力に与える
影響は，気圧センサよりも遥かに大きい．このため，以降
では加速度センサのみを用いて消費電力の測定を行った．
プ ロ ト タ イ プ に は ，そ れ ぞ れ 低 消 費 電 力 マ イ コ ン

MSP430F2013*1 と 加 速 度 セ ン サ ADXL362*2 を 用 い た ．
ADXL362 には最大 512 サンプルが保存可能な FIFO バッ
ファが内蔵されているため，3 軸加速度それぞれ 170 サンプ
ルの保存が可能である．1 サンプルあたりのデータサイズ
は 16bit である．MSP430F2013 は LPM0〜4 の 5 段階の
スリープモードが用意されており，消費電力と利用可能な
*1
*2

http://www.ti.com/product/MSP430F2013
http://www.analog.com/en/products/sensorsmems/accelerometers/adxl362.html

機能が異なる．今回の測定で利用したのは LPM3，LPM4

機能が一切利用できず，外部からの割り込みでのみスリー
プモードからの復帰ができる．LPM3 ではクロックを用い
て一定時間経過後にスリープから復帰することができるた
め，backscatter 送信に用いた．具体的には，backscatter
送信時にビットレートに応じたタイミングでスイッチの

ON/OFF を切り替える必要があるため，切り替えタイミ
ング間のスリープに用いた．一方，LPM4 は LPM3 よりも
消費電力が少ないため，加速度のセンシングが完了し，割
り込み処理が発生するまでの待機に利用した．センサは，
待機状態と測定状態の２状態を持つ．静止時は待機状態と
なり，加速度に閾値を超える動きがみられた時に測定状
態に移行する．待機時は，マイコンは常にスリープモード

(LPM4) であり，加速度センサは wake up モードで加速度
を監視し，閾値を超える動きがあった場合に測定状態へ移
行する．マイコンは加速度センサのバッファが満杯となっ
た時に割り込み処理によって起動し，バッファ内のサンプ
ル読み出しと backscatter による送信を行う．それ以外の
期間は，スリープモード (LPM4) で待機する．
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3.3 消費電力の測定結果
マイコンと加速度センサ，1.8V レギュレータ，気圧セ
ンサ DPS310*3 の消費電力を表 1 に示す．なお，DPS310
の消費電力はデータシートに準拠しており，サンプリング
レート 1Hz，精度 5Pa を想定している．センサが待機状態
の時，加速度センサは wake up モードであり，マイコンは
スリープモード (LPM4) であるため，レギュレータと合わ
せた合計の消費電力は 2.0µW と十分に少ないことがわかっ
た．また，加速度センサ，気圧センサの消費電力は Active
の時でも 4.0µW，3.1µW と少ないのに対し，マイコンの

図 3 サンプリングレートに対する送信ビットレートと消費電力

消費電力は Active の時 400-500µW と非常に大きいため，
表 3 環境発電の発電量

マイコンの起動時間を短くすることが全体の消費電力抑制

発電手法

に繋がることがわかった．
次に，ambient backscatter に伴う消費電力の測定結果

発電量

圧電素子（靴）

-1mW

振動発電

-800µW

を表 2 に示す．この結果から 1bit あたりの消費電力は，

電波

-100µW

送信ビットレートが 1kbps の時 0.05µW/bit，2kbps の時

ソーラー発電

15-20µW(1cm2 ,500lux)

0.035µW/bit，3kbps の時 0.027µW/bit となった．ビット
レートが上がるとスリープモードからの起動間隔が短くな

以上に基づき算出したサンプリングレートごとに選択可

るため瞬間の消費電力は大きくなるが，送信にかかる時間

能なビットレートと，必要な発電量を図 3 に示す．図 3 に

が短くなるため，1bit あたりの消費電力は小さくなる．以

おいて，点線は送信データ量がセンサの取得データ量を下

上の結果より，ambient backscatter [3] では，ビットレー

回る場合を表す．ビットレートが 1kbps の時に実現できる

トと通信可能距離はトレードオフの関係にあることが明ら

サンプリングレートは最大 12.5Hz となり，30µW 以上の

かになっているため，以降では 1kbps を現実的なビット

発電量が必要となる．同じ量のデータを送信するのであれ

レートとして想定する．

ば，ビットレートが高いほど早く送信が完了するため，消
費電力は少なくなるが，backscatter 通信の特性上，通信距

3.4 サンプリングレートと消費電力の見積もり

離は短くなるため，アプリケーションに応じて適切なビッ

センサのサンプリングレートと送信ビットレート，発電

トレートを選択する必要がある．本研究では，屋外で使用

量の実現可能な組み合わせをセンサの消費電力測定結果に

すること，体にセンサを取り付けることから，ビットレー

基づき検討する．ADXL362 では，サンプリングレート f

ト 1kbps，サンプリングレート 12.5Hz を選択する．

に対して 6，12.5，25，50，100，200，400Hz が設定できる．
加速度は３軸で取得され，1 軸・1 サンプルあたり 16bit で
あることから，1 秒あたりの送信データ量は 48f [bit] と表

3.5 発電量の検討
1kbps，12.5Hz で動作するために必要な発電量から，利

せる．送信データ量が送信ビットレートを超える場合は，

用できる発電方式について検討する．環境発電の種類別

生成したサンプルを破棄することになるため無駄が生じ

に，典型的な発電量を表 3 に示す．圧電素子を利用した発

る．したがって，消費電力を抑えるには 1 秒あたりの送信

電では，靴底に圧電素子を置くことで歩行時最大 1mW の

データ量 48f [bits] が送信ビットレート未満でなければな

発電量が期待できることが文献 [19]，[20] に示されている．

らない．ゆえに，表 2 での消費電力を Wb とした時，サン

文献 [21] では，静止，歩行，ランニング，サイクリング

プリングレート f ，ビットレート b に対する消費電力 W は

などの行動において加速度センサから得られる波形に基づ

次の式で表せる．

き，振動発電で得られる発電量の見積もりを行っている．

W = 48f /b · Wb

(1)

静止時は最大 5µW，歩行時は 100-200µW，ランニング時
は 600-800µW，サイクリング時には 40-50µW が得られる

一方，環境発電型センサが駆動するためには，消費電力が

とされており，移動時には十分な発電量が得られると考え

環境発電の発電量 P 以下でなければならない．このために

られる．文献 [22] では，キャパシタの漏れ電力を考慮した

は，以下の条件を満たす必要がある．

電波エネルギー用のデューティサイクル制御手法を提案し

W ≤P
*3

ており，東京タワーから 6.3km の見通しが得られる地点で

(2)

の発電量は約 100µW 程度と報告されている．フォトダイ
オードやソーラーセルを利用した発電では，周囲の明るさ

https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/barometricやデバイスの面積に依存するものの，文献 [23] によるとオ
pressure-sensor-for-consumer-applications/dps310/

c 2018 Information Processing Society of Japan
⃝

― 1273 ―

表 4

フィスなどの 500lux の環境下で 1cm2 あたりの発電量は約

20µW であることが示されており，2cm2 以上の面積があ

特徴量

れば本研究で想定する環境発電型センサは十分に動作可能

平均

x=

分散

分な電力を得られることがわかった．

歪度

4. 移動状況推定

尖度

4.1 データの前処理
信号パワー

人が静止している場合でもセンサは細かい振動等の影響
を受けるため，ノイズが多く含まれる．また，加速度セン

共分散

サは重力の影響を受けるため，センサの向きによって得ら

二乗平均平方根

れる加速度データが異なる．想定環境では，消費電力をで

式
N
1 ∑

xi
N i=1
N
1 ∑
σx2 =
(xi − x)2
N i=1
N
1 ∑ xi − x 3
αx =
(
)
N i=1 σx
N
1 ∑ xi − x 4
βx =
(
)
N i=1 σx
N
1 ∑ 2
x2 =
x
N i=1 i
N
1 ∑
2
=
σxy
(xi − x)(yi − y)
N i=1
√
γxyz = x2 + y 2 + z 2

である．以上より，移動状況推定を行う屋外や歩行時にお
いて，本研究で想定する環境発電型センサを動かすのに十

特徴量の候補

きる限り抑えることが望ましいため，消費電力（計算量）
表 5

の少ないフィルタとして，加速度，気圧に対してそれぞれ
ハイパスフィルタ，ローパスフィルタを適用する．加速度
にハイパスフィルタを適用することで，重力の影響を除去

加速度データ収集に使用したセンサ

装着部位

使用センサ

両足 (靴)，鞄

ATR-Promotions TSND121

右ポケット

し，センサデバイスの向きによる影響を低減し，電車やバ

LG Nexus5

左腕

Microsoft Band2

ス特有の細かい振動を捉えることができるようになる．ま
た，気圧に対してローパスフィルタを適用することで，セ
ンサの測定精度に起因するノイズを除外できる．ローパス
フィルタ後の値 xl (t) とハイパスフィルタ後の値 xh (t) は
時刻 t のセンサデータ x(t) と１つ前のローパスフィルタ後
の値 xl (t − 1) を用いて次の式で表される．

xl (t) = xl (t − 1) · a + x(t) · (1 − a)

(3)

xh (t) = x(t) − xl (t)

(4)

ここで，変数 a は連続する時系列データにおいて，直前の
データに対する重みである．本研究では経験的に a = 0.9
とした．

図 4

4.2 特徴量の抽出

センサ装着時の様子

使用すると計算量が大きくなるため，5.3 節で特徴量選択

前処理を適用した加速度，気圧の時系列データに対し，

を行う．

幅 W のタイムウィンドウをスライドさせながら特徴量抽
出を行う．本研究では，文献 [24] を参考に，W = 4[sec.]，

4.3 補正アルゴリズム

スライド時の重複率 50%とした．文献 [24, 25] に示されて

機械学習を用いた分類手法では，タイムウィンドウごと

いるもののうち，加速度特徴量の中で計算量が比較的少な

に推定を行うため，瞬間的に誤った推定がされる場合があ

いものを表 4 に示す．平均，分散，歪度，尖度，信号パワー

る．しかし，一般的に移動状況が短時間で頻繁に変化する

は加速度の x，y，z 軸それぞれについて計算され，共分散

ことは無いため，前後一定期間内の推定結果を用いた補正

は xy，yz，zx の 3 つを求める．計算された特徴量は，加速

を行う．本稿では，ある１つのウィンドウに対して，前後

度 19 次元，気圧 1 次元の特徴量ベクトルで表される．な

で同数のウィンドウの出力結果を用い，得られた出力結果

お，フーリエ変換は計算量が多く，省電力での実装は現実

の中から最も数が多いものをそのウィンドウの出力結果と

的でないため，周波数成分に基づく特徴量は採用しない．

する．

気圧は主に階段の昇降と歩行との区別に用いる．今回は実
測に基づき，階段の昇降を判断するのに十分な 10 秒前と
の気圧の差を特徴量として用いる．複数センサを組み合わ

5. 性能評価
5.1 評価環境

せる場合は，センサそれぞれの特徴量ベクトルを連結して

移動状況推定の性能評価のため，20 代男性 3 名の協力を

1 つの特徴量ベクトルとする．この特徴量ベクトルを全て

得て，手首，両足の靴，ズボンポケット，鞄に装着した加速
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図 5 サンプリングレートと正解率

図 6 特徴量数と正解率

表 6

度センサのデータと，鞄に装着した気圧センサのデータを
収集した．使用したセンサを表 5 に示す．各センサは図 4
のように装着した．加速度のサンプリングレートは手首が

複数センサ組み合わせ時の正解率

センサの組み合わせ

DT

RF

両足

83.27%

88.42%

左足，ポケット

84.14%

89.92%
91.13%

右足，ポケット

86.71%

62Hz であり，靴とポケット，鞄は 100Hz である．気圧の

両足，ポケット

85.23%

91.3%

サンプリングレートは 10Hz である．取得したデータを間

両足，鞄，ポケット

85.02%

89.97%

引くことで，想定されるサンプリングレートを再現し，評

両足，腕，ポケット

84.63%

90.57%

価に用いた．再現したサンプリングレートは，加速度 6Hz，

全て

84.04%

89.98%

12.5Hz，25Hz，50Hz，気圧 1Hz である．データの取得時
間は，静止 35 分，歩行 40 分，階段昇降それぞれ 10 分，バ

5.3 特徴量選択

ス 30 分，電車 45 分である．電車は走行時のみを対象とし

特徴量選択のため，RF を学習する際に得られる各特徴

てラベル付けし，駅での停車時は静止とした．バスは電車

量の重要度が最も低い物を順に除外した時の DT の正解率

と比較して停車時も揺れが大きいため，停車時もバスとし

の変化を図 6 に示す．特徴量の数とは表 4 に示す特徴量の

てラベル付けした．

種類の数とする．

評価では，協力者 3 名のうち，2 名のデータを学習デー

図 6 では，特徴量の重要度が低かった平均，二乗平均平

タ，残り 1 名のデータをテストデータとして交差検証を

方根，歪度，共分散，尖度，分散の順に削減が行われた．

行った．特に明記しない限り，DT，RF それぞれの木の深

これは，分散や信号強度など，加速度変化の大きさが特徴

さはどちらも 20 とし，RF の木の数は 100 とした．データ

として重要であるためと考えられる．結果より，正解率は

にはクラスごとに偏りがあり，学習した際にデータ数の多

特徴量数が 3 まで削減された場合でも全ての特徴量を用い

いクラスの影響を大きく受けてしまうことが考えられる．

た時とほとんど変わらないことを確認した．したがって，

この偏りを無くすため，データ数が少ないクラスに対して，

以降の評価では加速度の特徴量として尖度，分散，信号強

不足分のデータを補完するオーバーサンプリング手法 [26]

度の 3 つを用いる．

を用いることで偏りをなくした．以上のデータを用い，移

5.4 複数センサ利用時の評価

動状況認識を行う．

複数センサの組み合わせのうち，特に精度向上が見られ

5.2 サンプリングレートの影響

た場合の正解率の変化を表 6 に示す．この結果から，足や

加速度センサのサンプリングレートを 6Hz，12.5Hz，

ポケットなどの単体での正解率が高いものを組み合わせる

25Hz，50Hz と変化させた時の DT の正解率を図 5 に示す．

ことで，正解率が向上していることが分かった．特に右足，

この結果より，3.1 節で得られた環境発電型センサで実現

ポケットのセンサを組み合わせることで最も良い正解率と

可能なサンプリングレート 12.5Hz において，十分な正解

なり，DT で 86.7%，RF で 91.3%を達成した．この結果よ

率が得られることが分かった．また，足のセンサが最も良

り，環境発電型センサにおいても，センサ協調が性能向上

い正解率であり，鞄のセンサと腕のセンサは低い正解率と

に有効であることを確認した．

なった．これは，足のセンサは歩行時は最も動きが現れる
場所であり，電車やバスとも接触しているため振動を受け

5.5 木の深さの影響

やすいからだと考えられる．鞄のセンサは，使用する鞄に

正解率の高い右足，ポケットの組み合わせを対象に，木

よって揺れが異なることや，電車やバスでの所持位置が膝

の深さを変化させた時の結果を 7 に示す．この結果から，

上や床など人によって異なること，腕のセンサはスマート

DT は木の深さが 5 で十分な正解率となることを確認し，

フォンを触るなど，靴やポケットと比較して自由な行動を

木が深くなるに従って正解率が下がることを確認した．こ

することから正解率が低くなったと考えられる．

れは過学習が原因と考えられる．RF は木の深さが 10 まで
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データも含まれていることが考えられる．バスは電車と間
違えることが多いが，これはバスの停車時の振動が電車の
走行時と類似しているからだと考えられる．全体として，
環境発電型センサでの実装が容易な計算量の少ない DT を
用いた場合でも，平均再現率 92.8%，適合率 91.7%が達成
できている．このことから，環境発電型センサの協調によ
り高精度な移動状況推定が実現できることが分かった．
図 7 木の深さと正解率

6. まとめ
本研究では，環境発電型センサの協調による移動状況推
定の実現可能性を検討した．その結果，送信ビットレー
トが 1kbps の時サンプリングレート 12.5Hz，消費電力が

30µW である事を確認し，振動や光などの日常の環境で回
収可能な電力で動作可能であることを示した．また，静止，
歩行，階段昇降，電車，バスの 6 クラスを対象として，加
速度と気圧を用いた移動状況推定の性能評価を行った．評
価結果より，両足の靴，ポケットのセンサを組み合わせる

図 8 移動手段補正結果

ことで，Decision Tree で約 92%の正解率が達成できるこ
は正解率が上昇する傾向にあり，10-20 の時はあまり精度

とを確認した．

が変わらないことを確認した．これらは，他のセンサの組

今後の課題として，環境発電モジュールと backscatter

み合わせにおいても同様の傾向を確認したため，木の深さ

通信モジュールの実装が挙げられる．また，移動状況推定

は DT，RF それぞれ 5，10 とする．RF と DT を比較する

については，より多くのデータを集めることで，分類対象

と，RF の方が 90%を超える高い正解率を達成しているが，

のクラス数を増やすとともに，様々な環境における性能評

DT でも 88%の正解率となっている．環境発電型センサで

価を行う予定である．

推定処理を行うことを考慮すると，計算量はできるだけ少
ないことが望ましいため，DT でも高い正解率を達成でき
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5.6 補正アルゴリズムの効果
4.3 節の補正アルゴリズムの効果を確認するため，補正
に用いる前後のウィンドウ数を変化させて評価を行った．
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