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1. は じ め に

加速度センサを用いた動作推定のための
データ処理手法の一検討

近年，小型のセンサノードを用いて実空間に存在する人間や物体をリアルタイムに観測
し，その結果からコンテキストを抽出することにより，様々なサービスを提供するシステム
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が提案されている．このようなシステムの例として，センサを用いた見守りサービスが挙げ

光†1

られる．これは，観測対象者が身に付けたセンサから得られた加速度や位置，脈拍などの
データを用いて，見守る側の利用者に観測対象者の行動や所在，健康状態などを通知するも

加速度センサを用いて観測対象者の動作推定を行うシステムでは，取得される大量
のセンサデータを適切に解析・処理する必要がある．しかし，このようなシステムに
は，1) センサノードでは計算能力の制限があるため高度なデータ解析・処理を行うこ
とが困難である，2) ネットワーク上のホストでデータ解析・処理を行う場合には大
量のデータによるネットワーク負荷が発生するという 2 点の問題がある．この問題に
対し，本論文では，ネットワークの負荷軽減と高度なセンサデータ解析・処理の両立
を目的とした，センサノードの近傍に存在するホスト（中間ホスト）においてセンサ
データを解析・処理する手法を提案する．そして，実際に高頻度でデータが生成され
る加速度センサを用いて動作推定を行うプロトタイプシステムを作成して実験を行い，
提案手法の有効性を示す．

のである．このようなサービスで必要とされるコンテキストのひとつとして，観測対象者の
動作がある．観測対象者がどのような動作を行っているかを推定することは，提供するサー
ビスの決定や調整のための重要な情報のひとつとなりえる．本研究では，特に加速度センサ
を用いた観測対象者の動作推定を対象とする．加速度センサを用いた観測対象者の動作推定
には，1) 短いサンプリング周期で取得する大量の加速度データを扱う，2) パターン認識な
どの高度なデータ解析・処理が必要となる場合があるという 2 点の特徴がある．
加速度センサを用いた観測対象者の動作推定では，センサノードで加速度データを取得し
てから実際のサービスを提供するホストコンピュータまでのいずれかの時点で，コンテキス
ト抽出のために何らかのデータ解析・処理を行う必要がある．どの時点でデータ解析・処理
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が行われるかについては，大きく 2 種類の手法が考えられる．ひとつは，センサデータを
取得したセンサノードにおいてデータを解析・処理する手法である．この手法では，センサ
ノードにおいてデータ量を減らすことが可能であるため，ネットワークに与える負荷やセ

†1

ンサノードの消費電力の面で有利である．しかし，パターン認識のような高度なデータ解
析・処理を用いて動作推定を行う場合には，計算能力の面で不利となる．もうひとつは，セ
ンサノードで取得したデータを全てネットワーク上のホストコンピュータに送信し，そのホ

Under a system that estimates human motions using acceleration sensors,
large amount of sensor data need to be analyzed and processed appropriately.
However, these systems have the following two problems: 1) it is diﬃcult to
advanced sensor data analysis and processing because of the resource limitation
of sensor nodes, 2) large amount of sensor data add network load when they
are analyzed and processed at a host computer. In this paper, we propose the
method for sensor data analysis and processing using a host computer that located in the neighborhood of sensors (neighborhood host). This method aims at
achieving a good balance between reducing network load and advanced sensor
data analysis and processing. We implement a prototype system to evaluate
this method. The system estimates human motions using the acceleration sensor that generates sensor data frequently. We perform some initial experiments
using this prototype system.

ストにおいて解析・処理を行う手法である．この手法では，センサノードにおいてデータ解
析・処理を行う場合とは逆に，高度なデータ解析・処理が可能となるという利点がある．し
かし，大量のデータをネットワークを通してホストに送信する必要があるため，ネットワー
クに与える負荷やセンサノードの消費電力の面で不利である．
この問題に対して，本研究では，ネットワークへの負荷軽減と高度なセンサデータ解析・
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とき，センサノードにおいてデータが解析・処理されコンテキストが抽出される場合もあ
る．外部ホストは，センサノードから受信した情報を用いて利用者にサービスを提供する．
ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ

例えば，一般的な住宅内にいる観測対象者のセンサデータを住宅内に設置された PC 経由

⏝⪅

で取得し，利用者に見守りサービスを提供するシステムの場合は，センサノードから住宅内

せồ
ほ
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に設置された PC までの部分が内部ネットワークとなる．また，身体の様々な部位に設置し
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たセンサノードから取得したセンサデータをスマートフォンからネットワーク上のサーバに
蓄積するようなサービスの場合は，センサノードからスマートフォンまでの部分が内部ネッ
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トワークとなる．
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図1

2.2 機 能 要 件

本研究で想定する環境

2.1 節で述べた環境において，加速度センサを用いて観測対象者の動作推定を行うシステ
処理の両立を目的とし，センサノードの近傍に存在するホスト（中間ホスト）においてセン

ムにとって必要な機能要件として，以下の 3 項目を挙げる．

• 外部ネットワークに対する通信量の削減

サデータを解析・処理する手法を提案する．計算能力の比較的高い中間ホストにおいてセン
サデータの解析・処理を行うことにより，センサノードでは困難な高度なデータ解析・処理

加速度センサにおいて 1 回の計測で取得するデータ量は，一般的に大きなものではな

が可能となり，またネットワークにデータを送信する前の段階でデータ解析・処理を行うた

い．しかし，加速度データは短いサンプリング周期で取得されるため，大量のデータが

め，ネットワークへの負荷を軽減することが可能となる．

取得されることになる．このような環境下において，取得したデータを全て外部ネット
ワークに送信した場合，外部ネットワークに大きな負荷を与えることになる．例えば，

2. 中間ホストにおけるセンサデータ解析・処理

100ms 周期で加速度を計測し 1 回あたり 50bytes のデータを送信するセンサノードの

2.1 対象とする環境

場合，1 秒間に 4kbit のデータをネットワークに送信することになる．このようなセン

本研究では，高頻度でデータを取得するセンサノードを観測対象者に取り付け，その観測

サノードの場合，1 ノードあたりの送信データ量は小さくとも，ノードが大量に存在す

結果から動作を推定し，それを用いて利用者にサービスを提供する環境を想定する．本研究

る，データの送信周期が短い，外部ネットワークの帯域が狭いといったような場合に

において想定する環境を図 1 に示す．

は，外部ネットワークに大きな影響を与えることになる．このため，外部ネットワーク

本研究では，ネットワークを内部ネットワークと外部ネットワークに区別する．内部ネッ

にデータを送信する前の段階で，データ量を削減することが必要である．なお，センサ

トワークは，センサデータやセンサノードへの設定変更指示などのようなセンサシステム

ノードが増加した場合，内部ネットワークにおいても基地局の増設やデータ量の削減が

に関係した通信以外を考慮する必要のないネットワークであり，具体的には，センサノード

必要となることが考えられる．この場合のデータ量の削減では，この節で後述するセン

間やセンサノードとインターネットや LAN への入り口となる基地局との間のネットワーク

サノードの設定の動的な変更や，2.3 節で述べるセンサノードにおいてデータを解析・

である．本研究では，センサノードから基地局までは，数ホップ程度でデータが到達する環

処理する手法を用いることになる．

• 高度なデータ解析・処理

境を想定する．外部ネットワークは，センサノードから見て基地局から先のネットワークで
あり，具体的には，インターネットや一般的な LAN などである．ホストコンピュータは外

高精度の動作推定や観測対象者に応じた動作推定のために，パターン認識などの高度な

部ネットワークに存在する．本論文では，このホストを外部ホストと呼ぶ．外部ホストは，

データ解析・処理が必要となる場合がある．一例として，Support vector machine を

利用者からのサービス要求に基づきセンサノードから必要となる情報を取得する．センサ

用いた観測対象の動作推定が挙げられる．このようなデータ解析・処理に対応するため

ノードは内部ネットワークに存在し，外部ホストに対して取得したデータを送信する．この

に，システムは高度なデータ解析・処理能力を持つ必要がある．

2
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• センサノードの設定の動的な変更
必要以上に大量の加速度データを取得した場合，センサノードとホストの双方に必要以
上の負荷がかかる．特に，センサノードは簡単に充電可能な環境にあるとは限らないた

⏝⪅

ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ

め，電力消費の大きい送信処理を抑えることが求められる．このため，サービスや環境
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ほ
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に応じてセンサノードの設定を柔軟に変更する必要がある．例えば，サービスにおいて
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単に観測対象者が何らかの動作を行っているという情報だけが必要な場合であれば，加
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速度センサのサンプリング周期を長くし，詳細な動作の内容を必要とするサービスの場

タᐃኚ᭦࡞

合はサンプリング周期を短くすることが考えられる．
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図 2 提案手法の概要

2.3 関 連 研 究
表1

1 節で述べたように，加速度センサを用いて観測対象者の動作推定を行うシステムの場合，

提案手法と従来手法の比較

従来手法
センサノードにおいて処理
外部ホストにおいて処理

データ解析・処理を行う場所は大きく 2 種類が考えられる．
データを獲得したセンサノードにおいてデータ解析・処理を行う研究には，センサノード
で取得した傾きを 4bit 信号に変換して送信するもの1) などがある．センサノードでデータ

提案手法
中間ホストにおいて処理

外部ネットワーク負荷

○

×

○

高度なデータ解析・処理

×

○

○

解析・処理を行う場合には，2.2 節で述べた機能要件のうち，外部ネットワークに対する通
信量を削減することが可能である．しかし，センサノードの計算能力は高くないため，高度

送信することになるため，外部ネットワークに大きな負荷をかけることになる．また，セン

なデータ解析・処理は困難である．また，センサノードでデータを解析・処理しコンテキス

サノードに何らかの機能を導入しない場合は，高頻度でデータの送信を繰り返すことになる

トを抽出した場合，その時点で取得したデータの一部が失われてしまう場合が多い．これ

ため，センサノードの消費電力が大きくなってしまうという問題がある．

は，一般的にセンサノードに格納できるデータ量は小さいため，取得したデータを削除する
必要があるためである．例えば，本研究で実装に用いた Sun SPOT

2)

また，センサノードの設定の動的な変更を可能とする方式として，児玉らはルール型で動
作を制御するセンサノードを提案している7) ．この方式では，センサノードの設定を変更す

は 512KB の RAM

を搭載しているが，100ms 周期で加速度を計測し 1 回あたり 50bytes のデータを取得する

ることで，センサノードと外部ホストのいずれでもデータ解析・処理が可能である．

場合，512KB 全てをデータ格納に使用したとしても 17 分程度で取得したデータは容量を超

2.4 中間ホストを用いたセンサデータ処理手法

えてしまう．このような理由で，取得した加速度データから動作を推定し推定結果のみをホ

2.2 節で挙げた機能要件を満たすため，本研究では，センサノードの近傍に存在するホス

ストに送信した場合，取得した加速度データはセンサノードで失われてしまう．このため，

ト（中間ホスト）によるセンサデータ解析・処理手法を提案する．提案手法の概要を図 2 に

取得した大量のデータを蓄積し，そのデータを解析して動作推定の判断基準を決定すると

示す．

いったような高度なデータ解析・処理は困難である．

中間ホストによるセンサデータ処理では，センサノードから送られてくるデータは中間ホ

データを外部ホストに送信し，外部ホストのもとで動作推定処理を行う研究は数多く行わ

ストに集められ，利用者に提供するサービスに必要な解析・処理が行われる．これにより，

れている．パターン認識技術を用いた研究も多く行われており，観測対象者から取得した加

2.2 節で述べた外部ネットワークに対する通信量の削減と高度なデータ解析・処理を両立さ

速度データの解析に Support vector machine を用いた研究3) ，ニューラルネットを用いた

せることが可能になる．また，中間ホストからセンサデータ解析・処理に基づきセンサノー

4)

5)

6)

研究 ，ベイズ分類を用いた研究 ，k 近傍法を用いた研究

などがある．これらの方式で

ドに設定変更を指示することにより，センサノードの設定の動的な変更も実現される．2.3

は，計算能力の高い外部ホストにデータを集めてから解析・処理することになるため，高度

節で述べた関連研究と本提案手法の比較を表 1 に示す．

なデータ解析・処理が可能である．しかし，取得したデータをそのまま外部ネットワークに

3
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3. 設
3.1 概

ࢭࣥࢧࣀ࣮ࢻ

計

୰㛫࣍ࢫࢺ

እ㒊࣍ࢫࢺ
ሗࡢせồ

要

(1)๓‽ഛ

タᐃኚ᭦ᣦ♧

中間ホストによるセンサデータ解析・処理は，基本動作とセンサノードの設定変更の 2 種

(2-a)ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ

類からなる．

(2-a)ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ

(2-b)ࢹ࣮ࢱゎᯒ࣭ฎ⌮

基本動作：中間ホストは，センサノードから所定の間隔で送信されてくるデータを受信し，
外部ホストからの要求に基づくデータ解析・処理と外部ホストへのデータ送信を行う．

(2-b)㸦ᚲせ࡞ሙྜ㸧
ฎ⌮῭ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ

センサノードの設定変更：中間ホストは，センサデータの解析結果があらかじめ決められて

(3-a)タᐃኚ᭦ุ᩿

いる条件を満たした場合に，センサノードの設定変更を指示する．

(3)ࢭࣥࢧࣀ࣮ࢻࡢ
タᐃኚ᭦

(3-a)タᐃኚ᭦ᣦ♧
(3-b)タᐃኚ᭦

3.2 システムの動作設計

(2)ᇶᮏືస

3.1 節の概要に基づき，システムの動作設計について述べる．
図3

(1) 事前準備：

提案手法の動作の流れ

中間ホストは，外部ホストからの要求に基づきデータ解析・処理方針を用意する．この方針
ほ

は，外部ホストから与えられる場合と中間ホストがあらかじめ保持している場合がある．そ

100Mbps Ethernet

ᑐ㇟
IEEE 802.15.4

して，この方針に基づき，必要であればセンサノードに設定変更を指示する．

(2) 基本動作：

ࢭࣥࢧ
ࣀ࣮ࢻ

基本動作は，必要なセンサデータを取得し，データ解析・処理を行った上で外部ホストに対

Sun SPOT
CPU: 32bit ARM920T ࢥ
180MHz
Memory: 512KB RAM/
4MB ࣇࣛࢵࢩ࣓ࣗࣔࣜ
ࢭࣥࢧ : 2G/6G 3 ㍈ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ

して送信する動作であり，サービスの終了まで繰り返される動作である．

(2-a) センサノードによるデータ取得・送信：センサノードは中間ホストから指示された
設定に基づき観測対象者の加速度データを取得し，中間ホストにデータを送信する．

୰㛫࣍ࢫࢺ
Let’ s note CF-T5
CPU: Intel U1300 1.06GHz
Memory: 0.99GB
OS: Windows XP Pro.

図4

እ㒊࣍ࢫࢺ
hp e9380jp
CPU: Intel Core i5 2.67GHz
Memory: 8GB
OS: Windows 7 Pro.

実験環境

(2-b) 中間ホストによるデータ解析・処理：中間ホストは，あらかじめ用意されているデー
タ解析・処理方針に基づきセンサデータを解析・処理し，必要であれば外部ホストに対

4. 実

して動作推定の結果や処理したセンサデータを送信する．

(3) センサノードの設定変更：

験

4.1 実 験 環 境

センサノードの設定変更は，事前準備や基本動作におけるデータ解析・処理の結果，中間ホ

実験環境を図 4 に示す．本実験では，観測対象者が何らかの動作をしている状態（動作状

ストがセンサノードの設定変更が必要であると判断した場合に行う動作である．

態）にあるか，あるいは静止状態にあるかを推定し，その情報を外部ホストに提供すること

(3-a) センサノードへの設定変更指示：中間ホストは，センサノードの設定変更の条件が

を想定した．本実験では，3 軸加速度の値の変化の和が 0.3G 以上である場合に，観測対象

満たされた場合に，センサノードに対して設定変更の指示を送信する．

者が動作しているものとした．そして，静止状態から一定時間以上連続で動作を検出した

(3-b) センサノードにおける設定変更：センサノードは，中間ホストからの指示に基づき，

場合に，動作状態に遷移したと推定し，同様に，動作状態から一定時間以上連続で動作を

自身の設定を変更する．

検出しなかった場合に，静止状態に遷移したと推定するものとした．センサノードは Sun

SPOT2) を用いた．本実験では，観測対象者のズボンのポケットに Sun SPOT を固定せず

以上の動作の流れを図 3 に示す．
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2.5

度センサの値を取得する．また，センサノードと中間ホスト間の通信は，IEEE 802.15.4 に

2

準拠した形式で行われ，1 ホップで接続される．本実験では，3 軸加速度センサの値の取得

1.5

間隔をセンサノードの設定項目とした．中間ホストと外部ホストは一般的な PC であり，そ

1

れぞれ 100Mbps のイーサネットで LAN に接続されている．また，センサノード，中間ホ

0.5

acceleration(G)

に入れた状態で実験を行った．Sun SPOT は，一定間隔毎に自身に組み込まれた 3 軸加速

スト，外部ホストのプログラムは，Java 1.6.0 24 と Sun SPOT SDK v6.0 で実装した．

4.2 実

験

1

x-axis
y-axis
z-axis

0
-0.5

実験 1 では，2.2 節で述べた機能要件のひとつである外部ネットワークに対する通信量

-1

の削減の観点から，提案手法の導入による効果を検証するため，4.1 節で述べた動作推定処

-1.5

理をセンサノード，外部ホスト，中間ホストで行った場合の内部ネットワーク，外部ネット

-2
≧ែኚࡢ㏦ಙࡀⓎ⏕

ワークに対するデータ送信回数を比較した．

-2.5
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実験シナリオを以下に示す．実験時間は約 3 分間とし，観測対象者は約 15 秒毎に歩行と

図5

静止を繰り返す．また，500ms 連続して動作を検出した場合，しなかった場合に状態遷移

状態推定と送信タイミングの例（実験 1）

表 2 ネットワークへの平均データ送信回数（実験 1）

したと推定する．実験は各条件で 5 回ずつ行う．

(i) センサノードは 100ms 間隔で観測対象者の加速度データを取得する．

内部ネットワークへの送信回数（回）

外部ネットワークへの送信回数（回）

12.0
1771.8
1766.6

12.0
1771.8
12.0

センサノードで解析・処理

(ii-a) センサノードでデータ解析・処理を行う場合，センサノードは観測対象者の状態が遷

外部ホストで解析・処理

移したと推定した場合のみ基地局（中間ホスト）にデータを送信する．中間ホストは，受信

中間ホストで解析・処理

したデータをそのまま外部ホストに送信する．センサノードは取得したデータそのものは保
存しない．

理を行った場合は取得した加速度データが全てそれぞれのホストで保存されているのに対し

(ii-b) 外部ホストでデータ解析・処理を行う場合，センサノードは取得したデータをそのつ

て，センサノードで解析・処理を行った場合は，取得したデータは保存されないため，取得

ど基地局（中間ホスト）に送信する．中間ホストも同様に受信したデータをそのつど外部ホ

した加速度データは失われている．

ストに送信する．外部ホストは受信したデータから観測対象者の状態を推定する．

4.3 実

験

2

(ii-c) 中間ホストでデータ解析・処理を行う場合，センサノードは取得したデータをそのつ

実験 2 では，2.2 節で述べた機能要件のひとつであるセンサノードの設定の動的な変更の

ど中間ホストに送信する．中間ホストは，観測対象者の状態が遷移したと推定した場合のみ

観点から，提案手法の導入による効果を検証するため，中間ホストにおいて 4.1 節で述べた

外部ホストにデータを送信する．

動作推定処理を行い，その結果に基づきセンサノードのデータ取得間隔を変更した場合と，

実験結果を図 5 と表 2 に示す．図 5 は，中間ホストでデータ解析・処理を行った場合の加

一定の取得間隔でデータを取得した場合を比較した．

速度データと外部ホストへのデータ送信タイミングの対応を，5 回の実験のうちの 1 回を例

実験シナリオを以下に示す．実験 1 と同様に，実験時間は約 3 分間とし，観測対象者は

として示したものである．表 2 の結果から，中間ホストおよびセンサノードでデータ解析・

約 15 秒毎に歩行と静止を繰り返す．また，500ms 連続して動作を検出した場合，しなかっ

処理を行った場合に外部ネットワークへのデータ送信回数が大きく減少していることが読み

た場合に状態遷移したと推定する．実験は各条件で 5 回ずつ行う．

取れる．また，センサノードでデータ解析・処理を行った場合には，内部ネットワークへの

(i) センサノードは 100ms 間隔で観測対象者の加速度データを取得する．

データ送信回数も大きく減少している．しかし，中間ホスト，外部ホストでデータ解析・処

(ii-a) センサノードの設定を動的に変更しない場合，実験 1 の (ii-c) 同様に，中間ホストに

5
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2.5

4.4 考

x-axis
y-axis
z-axis

2

データ解析・処理の効果について考察する．

1.5

acceleration(G)

察

4.2，4.3 節で述べた実験結果から，本研究の提案手法である中間ホストにおけるセンサ

1

表 2 に示した実験 1 の結果からは，提案手法によって，外部ネットワークへの通信量が

0.5

減少していることが読み取れる．単に全体の通信量を削減するという点では，センサノード

0

においてデータ解析・処理を行う手法のほうが有効であるが，取得した加速度データそのも

-0.5

のは失われてしまうため，高度なデータ解析・処理は困難である．今回の実験では，動作の

-1

有無という単純な推定であったため精度に差は生じなかったが，パターン認識が有効となる

-1.5

ような複雑な動作の推定であれば，中間ホストによるデータ解析・処理とセンサノードによ
るデータ解析・処理の差異が明らかになると考えられる．

-2

表 3 に示した実験 2 の結果からは，提案手法によって，センサノードのデータ送信回数
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図6

が減少していることが読み取れる．この機能により，センサノードの主に消費電力面での負

状態推定とセンサデータ取得間隔の変化の例（実験 2）

荷の軽減が期待できる．しかし，センサデータの取得間隔を大きくした状態では取得できる
データが少なくなるため，状態変化の判断に遅延が生じる可能性がある．今回の実験では，

表 3 センサノード平均のデータ送信回数（実験 2）

動的な設定変更なし
動的な設定変更あり

動作状態の送信回数（回）

静止状態の送信回数（回）

合計（回）

902.6
873.0

864.0
187.0

1766.6
1060.0

単純な推定であったため精度に差は生じなかったが，推定する状態によってはこの遅延を考
慮する必要がある．

5. お わ り に
おいてデータの解析・処理を行い，その結果に基づき外部ホストにデータを送信する．

本論文では，ネットワークへの負荷軽減と高度なセンサデータ解析・処理の両立を目的

(ii-b) センサノードの設定を動的に変更する場合，中間ホストにおいてデータの解析・処理

とし，センサノードの近傍に存在するホスト（中間ホスト）においてセンサデータを解析・

を行い，その結果に基づき外部ホストにデータを送信するとともにセンサノードにデータ取

処理する手法を提案し，設計を行った．そして，実際に高頻度でデータが生成される加速度

得間隔の変更を指示する．本実験では，動作状態と推定した場合は 100ms，静止状態と推

センサを用いたプロトタイプシステムを実装して評価実験を行った．評価実験の結果から，

定した場合は 500ms の取得間隔を指示する．静止状態から動作状態へは，1000ms 連続し

提案手法により，外部ネットワークへの通信量を減少させることおよび主に消費電力面でセ

て動作を検出した場合に遷移したと推定する．

ンサノードの負荷の軽減が可能であることが確認された．

実験結果を図 6 と表 3 に示す．図 6 は，センサノードの動的な設定変更を行った場合の

今後は，機能要件の残る 1 項目である高度なデータ解析・処理の観点から提案手法を評価

取得した加速度データを，5 回の実験のうちの 1 回を例として示したものである．グラフか

するために，パターン認識技術を用いて複雑な動作推定を行うプロトタイプシステムを作成

ら，静止状態のデータ取得回数が減少していることが読み取れる．なお，図 5 と各軸の値が

し，提案手法の評価を行う必要がある．

異なっているのは，センサノードの向きが異なっているためである．表 3 の結果から，動的

謝辞 本研究は科研費（22700079）の助成を受けたものである．

な設定変更を行った場合に，静止状態の送信回数が大きく減少していることが読み取れる．
また，動作状態の送信回数も減少しているが，これは観測対象者が動作を始めてから中間ホ
ストが動作状態であると推定するまでのタイムラグが原因である．
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