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ユーザの身体的特徴情報を用いた
行動認識モデルの学習手法
前川 卓也1,†1,a)

渡部 晋治1,†2

受付日 2011年10月7日, 採録日 2012年4月2日

概要：健康管理，見守り，ライフロギングといったさまざまな実世界アプリケーションの実現は，高齢化
社会や生活習慣病といった現代社会がかかえるさまざまな問題に対処するうえで重要である．特に，実環
境を観測するセンサを用いた行動認識技術は，これらの実世界アプリケーションの基盤的技術の 1 つとさ
れている．本論文では，エンドユーザの教師ラベルあり/ラベルなしセンサデータを用いることなく，その
エンドユーザに応じた行動認識モデルを構築する手法を提案する．提案手法は，性別や身長といったユー
ザの身体的特徴情報を用いることで，あらかじめ用意した多数の他のユーザのセンサデータから，エンド
ユーザのセンサデータと類似しているであろうデータを，機械学習のアプローチを用いて発見する．そし
て，その類似ユーザのラベルありセンサデータを用いて，エンドユーザの行動モデルを学習する．すなわ
ち，エンドユーザは，自身のセンサデータを集めたり，そのデータにラベルを付与したりする必要がない．
評価実験では，40 人の実験参加者から収集した約 100 時間のセンサデータを用いて提案手法の有効性を検
証した．
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Abstract: Realizing real world applications such as supporting the care of the elderly, ﬁtness monitoring,
and lifelogging is important to solve various problems of modern society such as the aging of society and adult
diseases. In particular, activity recognition techniques using sensors that monitor real environments is one of
the most important tasks in pervasive computing applications. This paper proposes a new activity recognition
method that constructs activity models speciﬁc to an end user without need for her labeled/unlabeled sensor
data. The method ﬁnds other users whose sensor data prepared in advance may be similar to those of the
end user by employing information about the end user’s physical characteristics such as height and gender.
Then, we model the end user’s activities by using the labeled sensor data from the similar users. Therefore,
our method does not require the end user to collect and label her training sensor data. We conﬁrmed the
eﬀectiveness of our method by using 100 hours of sensor data obtained from 40 participants.
Keywords: sensor, web search, query free search, daily object
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高齢化社会や生活習慣病に関する関心の高まりから，実
環境に設置されたセンサを用いて人の生活を観測・理解す
る研究がさかんに行われている．特に，センサを用いた行
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動認識技術は，健康管理，ライフロギング，見守りといっ

ルをテストデータに適応させることにより，より高精度な

たさまざまな実世界アプリケーションの基盤的技術の 1 つ

認識を目指す．以上のように，目標ユーザは自身の身体的

である．たとえば，遠隔地の高齢者が行っている行動をセ

特徴情報のみしか用意する必要がないため，目標ユーザに

ンサにより自動的に認識することで，コストの低い見守り

かかる負担は小さい．

のアプリケーションを実現することなどが期待される．人
の行動は，その人の身体の部位の動きに関係することから，
身体に装着した加速度センサを用いて身体のさまざまな部

2. 関連研究
エンドユーザによるラベリングの負担を低減するための研

位の特徴的な動きを観測し，行動認識を行う研究が数多く

究について紹介する．Ohmura らは，maximum-likelihood

行われている [1], [11]．たとえば，人が「歩く」行動をする

linear regression（MLLR）や maximum a posteriori（MAP）

とき，手と足に周期的な動きが見られるだろう．本論文で

適応 [4], [6] を用いて，エンドユーザの少量のセンサデー

も，同様に身体に装着した加速度センサに注目する．しか

タだけでエンドユーザに適応した行動モデルを構築してい

し，これまでの多くの研究は教師ありの機械学習手法を用

る [9]．Forster らは，認識エラーを自動的に検知するため

いて，行動を認識するモデルを学習しているため，エンド

の脳波計を備えた適応的なジェスチャー認識システムを実

ユーザがラベルありトレーニングデータを自身で用意する

現している [3]．検知された認識エラーの情報を用いて，自

必要があった．また，他の研究では，エンドユーザに応じ

動的に認識モデルを再トレーニングすることを特徴とする．

た行動モデルを，そのユーザの少量のセンサデータと，他

Stikic らは，アクティブ学習を用いて，ラベリングの負担

のユーザのセンサデータを用いて構築している．しかし，

を軽減しつつ，高い認識精度を達成している [13]．Huynh

多くの場合，エンドユーザによるデータ収集やラベリング

らは，生成モデルと分類モデルを組み合わせることで，ラ

を必要とする．

ベリングのコストを低減させている [5]．具体的には，生

本論文で提案する手法は，エンドユーザのラベルありま

成モデルを用いてラベルなしセンサデータをクラスタリン

たはラベルなしセンサデータを用いずに，エンドユーザに

グしたあと，少ない数のラベルから構築した分類モデルを

応じた行動モデルを構築する．ここで，あるエンドユーザ

組み合わせることによりクラスタリングの精度を向上させ

（以降では目標ユーザと呼ぶ）の行動モデルを構築するとす

る．Liu らは，ジェスチャ認識のタスクにおいて，過去に

る．このとき，数多くのその他のユーザ（以降では元ユー

得られたジェスチャのテンプレート群の中から，ユーザが

ザと呼ぶ）のラベルありトレーニングデータをあらかじめ

行った短時間のジェスチャと類似したものを選び，その類

用意しておく．提案手法は，目標ユーザと元ユーザの性別

似テンプレートをジェスチャ認識に用いる手法を提案して

や身長といった身体的特徴情報を用いて，あらかじめセン

いる [7]．このように，典型的な動作をユーザに実施させる

サデータを用意した元ユーザから，目標ユーザのセンサ

ことで，認識精度を向上させることができるだろう．一方，

データと類似しているであろうデータを持つ元ユーザを

提案手法ではその代わりに身体的特徴の入力をユーザに求

発見する．そして，その類似元ユーザのラベルありセンサ

めている．典型的な動作を実施させる手法の方が高い精度

データを用いて，目標ユーザの行動モデルを学習する．た

を達成できることも考えられるが，実施のコストは身体的

とえば，目標ユーザの「歩く」の行動モデルを構築すると

特徴の入力に比べて大きいだろう．また，情報通信技術に

き，目標ユーザの「歩く」行動データに類似しているであ

不慣れなユーザにもその動作を正しく実施させる必要があ

ろう元ユーザを，それらの身体的特徴情報を用いて発見す

る．動作が正しく実施されなかった場合，逆に精度は下が

る．そして，目標ユーザの「歩く」の行動モデルを，類似

ると考えられる．また，ユビキタスセンサを用いた行動認

元ユーザの「歩く」行動データを用いて学習する．

識研究においても，ラベリングの負担の低減を目的とする

一般的に，多量のトレーニングデータを用いることで，

ものは多い．van Kasteren らは，家に設置された多数のユ

良質の行動モデルを学習できる．これは，多くのトレーニ

ビキタスセンサを想定し，転移学習のアプローチにより他

ングデータを用いることで，さまざまなパターンの行動を

の家から得られたラベルありセンサデータを用いて対象と

学習できるためである．しかし，ある目標ユーザの行動モ

する家の行動モデルを構築している [14]．一方，本論文で

デルを構築する際，目標ユーザのセンサデータと大きく異

提案する手法は，ユーザのラベルあり/なしセンサデータ

なる元ユーザのセンサデータを用いることで，それらのセ

を用いる代わりに身体的特徴情報を用いることで，ユーザ

ンサデータのミスマッチにより，目標ユーザの行動認識精

の負担を減らすことを特徴とする．我々の知る限り，ユー

度に悪影響を及ぼすと考える．たとえば，右利きのユーザ

ザの身体的特徴情報を用いて行動のモデルを構築する手法

の「歯磨き」行動のセンサデータは，左利きのユーザのもの

はない．

と大きく異なるだろう．そこで提案手法は，ある程度選定
したトレーニングデータからモデルを学習する．さらに，
目標ユーザのテストデータを認識する際，学習されたモデ
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行動のモデル化と認識の概要

Fig. 1 Architecture of our recognition method.

図 2

ある行動クラスにおける属性と行動類似度のペア群

Fig. 2 Attributes and activity similarities of a certain activity

3. 提案手法
3.1 提案手法の概要
提案手法は，
「前準備」
，
「行動のモデル化」
，
「行動認識」

class.

用いて，それらのユーザの行動類似度を推定するモデルを
構築する．そのため，2 人のユーザの身体的特徴情報から，

の 3 つの手順から構成される．
「前準備」では，まず，元

行動類似度を推定するための属性を計算する．図 2 に示す

ユーザからあらかじめ取得したラベルありセンサ（加速度）

ように，2 人の元ユーザのそれぞれの組合せごとに，属性

データから，元ユーザの行動間の類似度を計算する．たと

と答え（2 人の行動の行動類似度）のペアを求める．たと

えば，元ユーザ A と B の「歩く」行動間の類似度（行動類

えば，図 2 の最初のペアでは，元ユーザ A を基底ユーザ，

似度）を計算する．この計算を，ユーザ A と B のすべての

元ユーザ B を対象ユーザとし，それらの身体的特徴情報か

行動のクラスにおいて行う．さらに，すべての組合せの 2

ら属性を，ラベルありセンサデータから行動類似度を計算

人の元ユーザ間においても類似度計算を行う．次に，それ

する．そして，計算したペア群を用いてユーザ類似モデル

ぞれの行動クラスにおいて，行動類似度とユーザの身体的

を学習する．以下に手順の詳細を説明する．

特徴から求めた属性の関係を学習する．すなわち，2 人の

3.2.1 属性の計算

ユーザの身体的特徴情報から求めた属性を用いて，それら

2 人のユーザの身体的特徴情報から属性を計算する．こ

のユーザのある行動クラスにおける行動類似度を推定する

こでは，数値とクラスの 2 種類の身体的特徴情報を想定し

モデルを学習する．以降では，このようなモデルを「ユー

ている．数値の情報は，ユーザの身長，体重，年齢などの情

ザ類似モデル」と呼ぶ．たとえば，
「歩く」行動のユーザ

報を含む．2 人のユーザの数値情報からは 4 つの属性が計

類似モデルは，2 人のユーザの性別，身長，体重などの情

算される．たとえば，基底ユーザ A と対象ユーザ B の年齢

報を用いて，その 2 人のユーザの「歩く」行動の類似度を

の情報からは，基底ユーザの年齢，対象ユーザの年齢，対

推定する．身体的特徴情報は，身長や年齢などのユーザの

象ユーザと基底ユーザの年齢の差，基底ユーザと対象ユー

基本的な情報を含むとする．また，
「卓球をする」行動の

ザの年齢の比が図 2 に示すように計算される．このような

利き手や「皿を洗う」行動の日常生活における頻度といっ

属性を，体重や年齢などの数値情報ごとに計算する．

た，認識したい行動に関するユーザの情報も含むとする．

クラスの情報は，ユーザの性別，利き手，スポーツ経験

上記の手順は目標ユーザの行動のモデル化および認識の

などの情報を含む．たとえば，性別の情報は「男」や「女」

ための前準備である．図 1 に，
「行動のモデル化」と「行

などの値を，スポーツ経験の情報は「あり」や「ある程度」

動認識」の手順の概略を示す．「行動のモデル化」では，行

や「なし」などの値を持つ．2 人のユーザのクラス情報か

動のクラスごとに，そのクラスに対応するユーザ類似モデ

らは 3 つの属性が計算される．たとえば，基底ユーザ A

ルを用いて，目標ユーザの行動（センサデータ）に類似し

と対象ユーザ B の性別の情報からは，基底ユーザの性別，

ているであろう元ユーザを求める．そして，そのクラスの

対象ユーザの性別，対象ユーザと基底ユーザの性別の差が

行動モデルを，類似元ユーザのラベルありセンサデータを

図 2 に示すように計算される．差を求める際，最大の値が

用いて学習する．このように構築されたモデルを，
「初期

1，最低の値が 0 となるように正規化した数値をクラスの

行動モデル」と呼ぶ．「行動認識」では，まず目標ユーザの

値に対応させ，それらの差を求める．たとえばスポーツ経

ラベルなしテストデータを用いて，初期行動モデルを目標

験の場合，
「あり」を 1，
「ある程度」を 0.5，
「なし」を 0 と

ユーザに適応させる．そして，適応させたモデル（ユーザ

し，差を求める．このような属性を，利き手やスポーツ経

適応モデル）を用いてテストデータの認識を行う．3 つの

験などのクラス情報ごとに計算する．

手順の詳細を以下に示す．

3.2.2 行動類似度の計算
元ユーザのセンサデータから特徴抽出を行ったあと，抽

3.2 前準備
行動のクラスごとに，2 人のユーザの身体的特徴情報を

c 2012 Information Processing Society of Japan


出した特徴を用いて元ユーザ間の行動類似度を計算する．
既存の行動認識研究における手法を基に特徴抽出を行う．
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ここでは時系列の加速度データを想定しているため，スラ

により，行動モデルの学習に用いるラベルありセンサデー

イディング時間窓ごとに特徴ベクトルを求める．64 サン

タを自動的に発見する．ここで，トレーニングデータの発

プルの時間窓内で求めた FFT 成分を基に特徴を計算する．

見とモデルの学習は計算機（サーバなど）上で行い，セン

特徴として，平均，エネルギー，主要周波数を用いた．平

サデータの認識はユーザの端末上で行うことを想定してい

均はセンサ（身体の部位）の姿勢を表す特徴である．エネ

る．すなわち，ユーザの端末と計算機間で，ユーザが入力

ルギーは，動きの強度を表す特徴であり，立った状態など

した身体的特徴情報や学習モデルのやりとりが何らかの通

と，歩行などの強度の異なる行動を区別できる [1], [15]．

信手段を用いて行われる．以下ではある行動クラスに注目

エネルギーは，FFT 成分ごとの振幅の二乗を合計し，さら

して，その行動モデルを構築する手順を説明する．

にウインドウサイズで除算することで正規化したものであ

3.3.1 類似元ユーザの発見

る．ただし，その合計から FFT の直流成分は除いている．

注目する行動クラスに対応するユーザ類似モデルを用い

主要周波数は，最大の値を持つ FFT 成分の周波数であり，

て，目標ユーザとそれぞれの元ユーザ間の行動類似度を推

異なる周波数の周期的動作を区別するために用いる [8]．身

定する．そして，推定された類似度を基に，元ユーザのラ

体に装着されたすべての加速度センサのすべての軸のデー

ンキングを作成する．

タから上記のようにして抽出された特徴を連結し，特徴ベ

3.3.2 行動の学習

クトルを作成する．

注目している行動クラスに関する上位 n 類似元ユーザの

元ユーザ間の行動類似度は，GMM（Gaussian mixture

ラベルありセンサデータを用いて，目標ユーザの行動モデル

model）を用いて計算する．元ユーザ A と B の「歩く」行

を構築する．最適な n の値に関しては，評価実験において

動の行動類似度を計算するとする．ユーザ A を基底ユー

検証する．観測変数が特徴ベクトルに対応する left-to-right

ザ，ユーザ B を対象ユーザとし，対象ユーザの「歩く」行

HMM（hidden Markov model）を用いて注目している行動

動のセンサデータと，基底ユーザの「歩く」行動の GMM

クラスのモデル化を行う．このとき，HMM の各状態の出

間の類似度を計算する．まず，ユーザ A の「歩く」行動の

力確率を混合ガウス分布を用いて表現するとする．特徴ベ

センサデータから抽出された特徴ベクトルを用いて，ユー

クトルの計算方法に関しては，3.2.2 項を参照してほしい．

ザ A の「歩く」行動を GMM によりモデル化する．GMM

また，HMM のパラメータ推定には Baum-Welch アルゴリ

のパラメータ推定には EM アルゴリズムを用いた [2]．そ

ズム [10] を用いた．以降では，類似元ユーザのラベルあり

して，対象ユーザ B の「歩く」行動のセンサデータから抽

データから作成されたモデルを初期行動モデルと呼ぶ．そ

出された特徴ベクトルごとに GMM 尤度を求める．そし

して，認識したい行動のクラスごとに，初期行動モデルを

て，対象ユーザ B の「歩く」行動のすべての特徴ベクトル

学習する．

の尤度の平均を，基底ユーザ A と対象ユーザ B の「歩く」
行動の行動類似度とする．上記の処理を，2 人の元ユーザ
のすべての組合せ，および，すべての行動クラスにおいて

3.4 行動認識
目標ユーザから取得したラベルなしテストデータを，そ

行う．

の目標ユーザの行動モデルを用いて認識する．すなわち，

3.2.3 ユーザ類似モデルの学習

それぞれの時間窓ごとに特徴ベクトルを抽出し，それらを

上述したように，2 人の元ユーザの身体的特徴情報とセ

適切な行動クラスに分類する．その前に，テストデータを

ンサデータから，属性とある行動の行動類似度のペアを作

用いて初期行動モデルを目標ユーザに適応させる．そして，

成する．そして，2 人の元ユーザのすべての組合せにおい

そのユーザ適応モデルを用いてテストデータの認識を行

てペアを作成し，そのペア群をトレーニングデータとして

う．ここでは，HMM 内のガウス分布の平均を線形変換す

回帰のための SMO（sequential minimal optimization）ア

る MLLR 適応を行う．すなわち，初期行動モデル（HMM）

ルゴリズム [12] を用いてユーザ類似モデルを学習する．そ

の出力分布をテストデータの分布に合うようシフトする．

して，すべての行動クラスごとにモデルを学習する．この

適応された分布の平均 μ̂ は以下のように表される．

モデルにより，2 人のユーザの身体的特徴情報から，その

2 人のユーザのある行動クラスにおける行動類似度を推定
できる．

μ̂ = Aμ + b
= W ξ.
ここで，μ は初期モデルの分布の平均ベクトル，A は k × k

3.3 行動のモデル化

の変換行列，k は特徴ベクトルの次元数，b はバイアスベ

行動のクラスごとに，その行動を認識するためのモデル

クトル，W は k × (k + 1) の変換行列であり，W = [b A]

を構築する．そのために，まず目標ユーザは自身の端末

のように分解される．また，ξ は拡張平均ベクトルである

（携帯電話など）を用いて自身の身体的特徴情報を入力する

ξ = [1 µ1 µ2 · · · µk ]T ．初期モデルとテストデータのミス

とする．そして，その身体的特徴情報とユーザ類似モデル

マッチを減らすような W を EM アルゴリズムを用いて推
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定する．最も単純な MLLR 適応の方法としては，あるユー

の葉ノードは，その下部に示されているラベルに対応する

ザのすべての行動モデルに含まれるすべてのガウス分布を

初期行動モデルのガウス分布によって占められているとす

シフトする 1 つの変換行列を推定し，その行列を用いてす

る．たとえば，G10 は「歩く」行動モデルのガウス分布に

べてのガウス分布をシフトする方法が考えられる．

よって占められている．また，類似した行動クラスのガウ

ここで，初期モデルをより厳密に適応させるため，それ

ス分布が同じノードに含まれることもある．たとえば，G3

ぞれのモデル（HMM）に含まれるガウス分布やガウス分布

は，
「歩く」
，
「走る」
，
「サッカーをする」の行動モデルのガ

のグループごとにガウス分布の平均を変換させることが考

ウス分布によって占められている．

えられる．その方法について簡単に説明する．目標ユーザ

このような回帰木を用いることで，テストデータの量に

のテストデータにはラベルが付与されていないため，まず

応じた柔軟な適応を行うことができる．たとえば，テスト

初期行動モデルを用いてそのテストデータを認識し，その

データの量が非常に少ない場合は，根ノードに対応するガ

認識結果に基づき厳密な適応を行う．初期行動モデルを用

ウス分布群（初期行動モデルのすべてのガウス分布群）に

いた認識により，どの特徴ベクトルがどのモデル（HMM）

着目して，それらを 1 つの変換行列を用いて大まかな変換

の状態からの出力に対応するか分かる．すなわち，HMM

を行う．一方，十分にテストデータの量がある場合は，よ

の状態ごとに，その状態の混合ガウス分布とその状態の出

り深いノードに着目して，それぞれのノードごとにノード

力に対応する特徴ベクトル群とのミスマッチを小さくする

に対応するガウス分布群に対してより厳密な変換を行う．

変換行列を求めることができる．しかし，初期行動モデル

すなわち，テストデータの量に応じて，変換を行うノード

を用いた認識結果はある程度のエラーを含むことが多い．

の数を柔軟に変えることができる．テストデータの量が多

また，それぞれの状態に対応するテストデータが少ない場

いほど，数多くのノードに対して変換を行えるため，厳密

合，その少ないデータに対して過剰適合を起こしてしまう

な適応を行うことができる．回帰木を用いた適応のさらな

ため，認識精度の低下を引き起こす．

る詳細に関しては，文献 [6] を参照してほしい．

そこで，より柔軟な適応を行うため，音声認識の分野な
どで用いられている回帰木を用いて適応を行う．回帰木を
用いることで，テストデータの量に応じて適応の対象とす
るガウス分布のグループを自動的に決定することができる．

4. 評価実験
40 人の実験参加者から取得した約 100 時間のセンサデー
タを用いて提案手法の評価を行う．

まず，すべての初期行動モデルに含まれるガウス分布をそ
れぞれのノードで 2 つの群にクラスタリングするように二
分回帰木を構成する．木の葉ノードはガウス分布の最終的

4.1 データセット
それぞれの参加者には両手首，腰，右太腿に 3 軸加速度セ

なグループに対応する．図 3 は，二分回帰木の例である．

ンサを搭載した無線センサノードを装着してもらった．こ

根ノード G1 は，目標ユーザのすべての初期行動モデルの

れまでの多くの既存研究において，これらの部位に装着し

ガウス分布に対応し，根ノードはそのガウス分布を 2 つの

た加速度センサの有効性が確かめられているため [1], [5]，

グループ G2 と G3 に分割する．このとき，分布間のユー

本研究でもこれらの部位に装着したセンサノードを用いた．

クリッド距離を用いて分割を行う．そして，指定した数の

そして，参加者らは，表 1 に示した行動をランダムな順で

葉ノードが作成されるまで分割を繰り返す．すなわち，類

行うセッションを計 10 セッション行った．表 1 の行動の

似した分布どうしが階層的にグループ化されるように木が

うち，いくつかについて詳細に説明する．行動 J では，参

構築される．図 3 の木を用いて説明する．木のそれぞれ

加者はキーボードでいくつかの文字の入力を行った．行動

K と L では，いくつかの文章をノートもしくは白板に記述
した．そして，40 人の参加者から 9871 のラベル付き行動
を取得した．
また，参加者に対して，それぞれの身体的特徴情報の記
入も行ってもらった．身長，体重，性別といった基本的な
表 1 実験で行われた行動のリスト

Table 1 Activities performed in our experiment.
A

立つ

F

階段を降りる

K

白板に書く

B

歩く

G

自転車をこぐ

L

ノートに書く

C

走る

H

歯を磨く

M

卓球をする

図 3 回帰木の例

D

座る

I

皿洗いをする

N

掃除機を使う

Fig. 3 Example binary regression tree.

E

階段を昇る

J

PC を使う
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表 2 実験で用いた参加者の身体的特徴情報

Table 2 Physical characteristics information used in our experiment.
身体的特徴

値

身体的特徴

値

性別

{ 男，女 }

年齢

数値

身長

数値

体重

数値

利き手（書き）

{ 右，左 }

利き手（卓球）

{ 右，左 }

利き手
（歯磨き）
卓球経験
ブラインドタッチ
の可否
自転車に
乗る頻度
自転車のタイプ

利き手

{ 右，両方，左 }

（掃除機）

{ あり，ある程度，なし }
{ 可，ある程度，不可 }

習字経験

{ あり，なし }

皿洗い

{ 毎日，時々，

の頻度

稀に，ない }

掃除機の

{ 毎日，時々，稀に }

{ 右，両方，左 }

タイプ

{ キャニスタ，ハンディ }

{ シティサイクル，折りたたみ }

身体的特徴情報や，それぞれの行動の利き手などの情報を

列を推定し，その行列を用いてすべてのガウス分布をシフ

記入してもらった．また，参加者が実験において用いたモ

トする．

ノの情報（自転車や掃除機のタイプなど）についても記入

- ラ ン ダ ム 選 択 と 回 帰 木 を 用 い た MLLR 適 応

してもらった．実験では，被験者ごとに行動で使うモノの

（RND+Tree）
：ランダムに選んだ n の元ユーザのデー

タイプを指定していた．たとえば行動 G では，シティサイ

タから行動モデルを学習したあと，回帰木を用いた MLLR

クルか折りたたみ自転車のいずれかを使ってもらった．行

適応により目標ユーザにモデルを適応させる．

動 N では，キャニスタ型掃除機とハンディ掃除機のいずれ

- 身体的特徴を用いた選択（PC）：3.2 節で述べたユーザ

かを使ってもらった．表 2 に，今回の実験で用いた身体的

類似モデルを用いて n の元ユーザを選択し，そのラベルあ

特徴情報を示している．

りデータを用いて目標ユーザの行動モデルを学習する．

4.2 評価方法

ユーザ類似モデルを用いて選んだ n の元ユーザのデータか

- 身体的特徴を用いた選択と MLLR 適応（PC+MLLR）：
認識手法を ‘leave-one-participant-out’ 交差検定を用い

ら行動モデルを学習したあと，MLLR 適応を用いて目標

て評価する．すなわち，1 人の参加者を目標ユーザ，残り

ユーザにモデルを適応させる．

の参加者を元ユーザとし，交差検定を行う．評価尺度とし

- 身体的特徴を用いた選択と回帰木を用いた MLLR 適応

てはエラー率を用いた．エラー率は 1.0 − F -measure =

1.0− 2·precision·recall
precision+recall

（PC+Tree）
：提案手法に対応する．

のように表される．Precision と recall

は，それぞれの特徴ベクトルの分類結果から求めたもので
ある．提案手法の性能を検証するため，以下の 7 つの手法

4.3 類似ユーザの推定精度
行動認識の精度に関して説明する前に，ユーザ類似モデ

を用いて評価を行う．

ルを用いた類似元ユーザの推定精度に関して簡単に説明す

- ユーザ依存モデル（DPN）：目標ユーザの行動モデルを，

る．提案手法は，ある元ユーザと目標ユーザの身体的特徴

そのユーザのラベルありトレーニングデータを用いて学

情報を用いて，それらの行動類似度を推定する．そして，

習する．この手法はユーザによるラベル付け作業を必要と

推定した類似度を基に元ユーザのランキングを作成する．

する．

ここでは，推定されたランキングと実際のランキング（正

- ランダム選択（RND）：ランダムに選択した元ユーザの

解のランキング）を比較し，評価する．正解のランキング

ラベルありデータを用いて，目標ユーザの行動モデルを学

は，目標ユーザとそれぞれの元ユーザのセンサデータを実

習する．n が 39 のとき，すべての元ユーザのデータを用

際に比較して類似度を計算することによって求める．評価

いて学習する．n が大きいほど，より多くの数の元ユーザ

指標としては，推定された上位 n 類似元ユーザの正解率

のさまざまな行動パターンを行動モデルに学習させること

を用いる．すなわち，上位 n 類似ユーザとして推定された

ができる．

元ユーザのうち，実際に上位 n 位以内であった元ユーザ

- ランダム選択と MLLR 適応（RND+MLLR）：ランダ

の比率とする．図 4 は，n を変化させたときの提案手法

ムに選んだ n の元ユーザのデータから行動モデルを学習し

の平均正解率の推移を示す．また，ランダムに上位 n 類似

たあと，MLLR 適応を用いて目標ユーザにモデルを適応さ

ユーザを選ぶ手法の正解率の推移も示している．たとえば

せる．具体的には，目標ユーザのすべての初期行動モデル

n が 2 のとき，ランダムに類似ユーザを選ぶ手法の正解率

に含まれるすべてのガウス分布をシフトする 1 つの変換行

は 2/39 = 0.0513 となる．図ではすべての n において提案
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類似ユーザ推定精度の遷移

Fig. 4 Average accuracy rate of similar user estimation.
図 6

各認識手法におけるエラー率（error rate）の遷移

Fig. 6 Transitions of error rates of recognition methods.

RND の最低のエラー率だった．一方，PC の n が 39 より
小さいときの最低のエラー率は 6.84%だった．すなわち，

PC 手法は，すべての元ユーザのラベルありデータを用い
なくても，すべての元ユーザのデータを用いたときと同程
度の精度を達成していた．
次に，RND+MLLR と PC+MLLR 手法に注目する．ほ
とんどの n において，PC+MLLR は RND+MLLR より低
図 5

DPN 手法におけるエラー率の遷移

Fig. 5 Transition of error rates of DPN method.

いエラー率を達成している．n が 39 のとき RND+MLLR
のエラー率は最も低く，5.52%だった．一方，n が 34 の
とき PC+MLLR のエラー率は最も低く，5.06%を達成し

手法がランダムな手法を上回っている．たとえば，上位 10

ており，RND+MLLR と比べて 0.46%低かった．PC 手

類似元ユーザを推定するとき，すなわち n が 10 のとき，提

法の最低のエラー率は RND とほぼ同じだったものの，

案手法は約 50%の正解率で上位 10 類似元ユーザを推定で

PC+MLLR の最低のエラー率は RND+MLLR に比べて低

きていた．

かった．MLLR 適応を用いることにより，ランダム選択の
手法ではエラー率が平均して 1.54%，ユーザ類似モデルを

4.4 評価結果

用いた手法では 2.35%低下していた．すなわち，MLLR 適

まず，DPN 手法の精度に関して述べる．図 5 は，トレー

応により，ランダム選択の手法に比べてユーザ類似モデル

ニングデータとして用いるセッションの数を変化させたと

を用いた手法のエラー率を効果的に低下させることができ

きのエラー率の推移を示す．たとえば，トレーニングデー

ていた．これは，ランダム選択の手法によって選ばれた元

タのセッションの数が 2 のとき，DPN は目標ユーザの行

ユーザの特徴ベクトルに，目標ユーザの特徴ベクトルに比

動モデルを，そのユーザの最初の 2 セッションのラベルあ

べて大きく異なるものが含まれていたためと考える．目標

りデータを用いて学習し，残りの 8 セッションのデータで

ユーザの特徴ベクトルと大きく異なる特徴ベクトルから導

認識を行う．トレーニングデータのセッションの数が 4 の

出されたガウス分布は，分布の適応に悪影響を与えると考

とき，4.79%の低いエラー率を達成している．目標ユーザ

えられる．一方，ユーザ類似モデルを用いた手法が選択し

のラベルありデータなしで，このエラー率を達成すること

た元ユーザの特徴ベクトルには，目標ユーザの特徴ベクト

を目標とする．

ルと大きく異なるものが少なかったと考えられる．すなわ

図 6 に，n を変化させたときの DPN 以外の 6 手法のエ
ラー率の変化を示す．まず，適応手法を用いていない RND

ち，トレーニングデータを適切に選択することで，適応手
法の効果を増大させることができたと考える．

と PC 手法に注目する．基本的に，n が増加すればエラー

最後に，RND+Tree と PC+Tree に注目する．n が 39

率は減少する．これは，トレーニングデータの増加にとも

のとき，RND+Tree は最も低いエラー率を達成してお

ない，行動モデルにさまざまな行動パターンを取り込める

り，そのエラー率は 5.32%だった．一方，n が 34 のとき，

ためである．n が 39 のとき RND と PC のエラー率は等

PC+Tree は最も低いエラー率を達成しており，そのエラー

しくなるのは，これらの手法がすべての元ユーザのラベル

率は 4.91%だった．これは，RND+Tree と比べて 0.41%低

ありデータを用いて学習を行っているためである．n が 39

かった．すなわち，ユーザ類似モデルを用いることでエラー

のとき RND と PC は 6.85%のエラー率を達成しており，

率を 0.41%低下させることができた．また，PC+Tree の最
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も低いエラー率は，PC+MLLR のものと比べて 0.15%低

0.34%しか低減されなかった．すなわち，マイナーな身体

かった．一方で，PC+Tree は DPN 手法より低いエラー率

的特徴を持つ目標ユーザであっても，提案手法はそのユー

（4.79%）を達成することができなかった．しかし，最も単

ザの行動をある程度高い精度で認識することができる．

純な手法である RND のエラー率 6.85%に比べて，エラー
率が 1.94%低下していた．すなわち，RND 手法に比べて

28.3%のエラー低減を達成していた（1.94/6.85 = 0.283）．
ここで，図 6 に示すように，エラー率の遷移はそれほど

4.6 考察
［センサの装着条件とそのスペック］
本論文では，我々が開発したセンサノードを用いて，ノー

安定していない．特に，ランダム選択を用いた手法の遷移

ドの装着条件を固定してセンサデータを収集した．今後，

は安定していないといえる．すなわち，元ユーザの選択方

よりロバストな行動推定を実現するためには，トレーニン

法にエラー率は大きく影響を受けるといえるだろう．しか

グデータの量を増やす必要があるだろう．しかし，本論文

し，n が 39 より小さいとき，ランダム選択を用いたどの手

で用いたものと同じセンサを同じ部位に装着した大多数の

法のエラー率も，n が 39 のときのエラー率に比べて高く

ユーザからセンサデータを収集することは容易ではない．

なっている，一方，n が 39 より小さいときの PC+MLLR

このような問題は，センサの装着条件とスペックを，身体

と PC+Tree の最低エラー率は，n が 39 のときのエラー率

的特徴情報と同様に扱うことで解決できると考える．すな

を下回っている．これは，ユーザ類似モデルを用いて適切

わち，ユーザがトレーニングデータを収集する際，その身

に元ユーザを選択することができたためと考える．

体的特徴情報に加えて，センサの装着条件とスペックの

表 3 に，PC+Tree の認識結果の混合行列を示す．この

情報も収集しておく．これにより，センサの装着条件とス

行列は特徴ベクトルごとの分類結果に基づいて求めたもの

ペックも考慮して，学習に用いるトレーニングデータを選

である．この行列から，ほとんどの行動が高い精度で認識
されていることが分かる．また，
「歩く」，
「階段を昇る」，

択することができるだろう．
［モデルの学習に関する計算コスト］

「階段を降りる」の行動の識別に誤りが多いことが分かる．

類似元ユーザの発見には，回帰のための SMO アルゴリズ

これは，これらの行動が非常に類似していたためである．

ムを用いており，目標ユーザのある行動に関する類似元

ここで，実際の行動認識システムにおいて適切な n をど

ユーザを発見するのにかかる時間は，約 10 ミリ秒だった．

のように決定するかについて簡単に述べる．あらかじめ用

一方，類似元ユーザを発見したあとに，34 人の類似元ユー

意したすべての元ユーザのラベルありデータを用いて交差

ザのトレーニングデータを用いて，ある目標ユーザの初期

検定を行うことで，適切な n は簡単に決定できると考える．

行動モデルを作成するのにかかる時間は，約 500 秒だった．
この結果から，元ユーザ（のトレーニングデータ）が定期

4.5 身体的特徴情報の効果

的に追加されるような環境においても，その追加ごとに目

目標ユーザのセンサデータに類似した元ユーザのセンサ

標ユーザの類似元ユーザを低い計算コストで再度発見する

データの量が十分でないとき，目標ユーザの行動認識精度

ことができる．そして，前回の処理の結果から類似元ユー

も高くはならないだろう．たとえば，
「卓球をする」行動

ザが変更されたときのみ，行動モデルを再学習する．これ

において左利きの参加者の数は 8 人だったが，39 のとき

により，低い計算コストで目標ユーザのモデルを定期的に

の RND+Tree 手法におけるそれらの参加者の n がエラー
率は 6.78%だった．これは，右利きの参加者（32 人）のエ

再アップデートできるだろう．
［トレーニングデータの追加と精度の低下］

ラー率 4.98%に比べて大幅に悪かった．また，
「掃除機を

現在は，我々の実験施設で取得したセンサデータのみをト

使う」行動において 5 人のユーザがハンディ掃除機を使っ

レーニングデータとして用いている．今後，行動認識精度

ていたが，n が 39 のときのそれらの参加者のエラー率は

をより高めるには，エンドユーザ（目標ユーザ）の認識結

7.31%だった．これも，キャニスタ型掃除機を用いた参加

果とセンサデータをトレーニングデータとして追加するこ

者（35 人）のエラー率 5.06%に比べて大幅に悪かった．前

とが考えられる．このとき，その認識結果にはある程度の

節では，ユーザ類似モデルを用いることでエラー率を低減

誤りが含まれていると考えられるため，逆に認識精度の低

させることができることを確認した．ここでは，目標ユー

下を引き起こす恐れもあるだろう．しかしこのような問題

ザの身体的特徴に応じたユーザ類似モデルの影響について

は，ある程度のラベルミスを考慮したモデルの学習手法を

検証する．PC+Tree 手法を用いたとき，ハンディ掃除機

用いることで緩和できると考える．たとえば音声認識の分

を使っていた参加者のエラー率は平均して 1.60%低減され

野では，認識結果の信頼度を用いて，信頼性の高い認識結

たが，キャニスタ型掃除機を用いた参加者のエラー率は平

果のみを学習に用いる研究が行われている [16]．

均して 0.45%しか低減されなかった．また，PC+Tree 手

［身体的特徴の設定］

法を用いたとき，左利きの参加者のエラー率は平均して

類似元ユーザの発見には，15 種類の身体的特徴に関する

1.51%低減されたが，右利きの参加者のエラー率は平均して

情報を用いている．表 2 に示すように，身体的特徴には数
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表 3

PC+Tree 手法の混合行列（n = 34）．値はパーセンテージ

I: 皿洗いをする

J: PC を使う

K: 白板に書く

L: ノートに書く

M: 卓球をする

N: 掃除機を使う

0

H: 歯を磨く

0.2 99.4

G: 自転車をこぐ

C 0.1

F: 階段を降りる

1.5

E: 階段を昇る

5

B 0.2 89.8 0.3

0

0

0

0.1

0.2

0.1

0.3

0.3

0.1

0.8

0.6

1.4

1.1

2

1.1

0.5

0.4

0.3

1

0.2

1

0.6

0

0

0

0.2

0

0

0

0

0

0.1

0

98.1

0

0.1

0

0

0

0.3

0

0

0

0

0.1 88.5 0.2

0

0

0

0

0

0

0.7

0

D: 座る

C: 走る

A 91.0

B: 歩く

A: 立つ

Table 3 Confusion matrix of PC+Tree results. The values are percentages.

D

0

1.4

E

0

10.3 0.2

F

0

9.4

0.7

0

0

88.9

0

0

0

0

0

0

0.9

0

G 0.1

0.2

0.1

0

0

0

99.6

0

0

0

0

0

0

0

H

0

0.1

0

0

0

0

0

96.5 2.6

0

0.7

0

0

0

I

0.1

0

0

0

0

0

0

0.1 99.7

0

0

0

0

0

J

0

0.1

0

0

0

0

0

0

0

94.6

0

5.3

0

0

K

0

99.3 0.1

0

0.1

0

0

0.2

0

0

0

0

0

0.2

0

0

L 0.1

0.2

0

0.1

0

0

0

0

0

3.7

0

95.8

M 0.2

0.4

0.2

0

0

0

0.1

0.6

0.3

0

0.3

0

97.3 0.4

N 0.6

0.6

0

0.3

0

0

0

4.3

1

0.1

0.6

0.1

1.3 91.2

値とクラスの 2 種類の情報があり，自身の身体的特徴情報

データを用いてエンドユーザの行動モデルを学習する．す

に対応する値を，自身の端末のキーなどを用いて，入力・

なわち，提案手法はエンドユーザのラベルありセンサデー

選択することになるだろう．現在の実装では 15 項目の情

タを必要としない．さらに，学習した行動モデルをエンド

報を入力するだけでよいため，その手間は十分に小さいと

ユーザのラベルなしテストデータに自動的に適応させるこ

考える．しかし，認識する行動の種類が増えれば，それに

とで，エンドユーザの行動の認識精度を向上させる．評価

応じてユーザが設定しなければならない身体的特徴の量も

実験では，類似ユーザを適切に選択する手法とモデル適応

増える．設定する身体的特徴の量が増えれば，行動認識シ

手法を用いることで効果的に認識精度を向上できることを

ステムを導入する際の障壁となる．このような問題は，身

確認した．さらに，類似ユーザを選択する手法により，モ

体的特徴の入力方法を工夫することで，解決できると考え

デル適応手法の効果を増大させることも確認した．今後は，

られる．表 2 に示すように，身体的特徴には 2 種類の情報

普及が進みつつある携帯電話や腕時計，運動靴などに埋め

があり，その中でもクラスに対応する身体的特徴の数が多

込まれているセンサから得られたデータなどを用いて，提

く，この特徴の入力の手間を減らすことが必要である．一

案手法の有効性を検証する予定である．

方，実験結果から明らかになったように，左利きなどの一
般的でないクラスの身体的特徴を持つユーザに対して，提
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