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床センサと加速度センサの統計的統合による複数人間同定追跡

池 田 徹 志∗・石 黒 浩∗・西 村 拓 一∗∗

People Tracking and Identification by Statistical Integration of

Floor Sensors and Acceleration Sensors

Tetsushi IKEDA∗, Hiroshi ISHIGURO∗ and Takuichi NISHIMURA∗∗

To realize intelligent environments that understand and support our daily activities, it is important to observe

positions and identities of people in the environment and many studies have been proposed using sensor networks.

Floor sensors can reliably detect current positions of people and prevent invasion of privacy, but it is difficult

to identify people. To solve the problem, we propose to integrate acceleration sensors that are attached to the

human body. Since the signals from floor sensors and acceleration sensors are correlated when they observe the

same person, these signals are not independent. The correlation between the signals is evaluated based on a

statistical test to find correct association of positions to IDs. People tracking examples are shown to confirm the

effectiveness of the proposed method. Significant improvement in correct association rate is achieved compared

to the results using only floor sensors.

Key Words: acceleration sensor, floor sensor, perceptual information infrastructure, sensor fusion, sensor net-

work, statistical test

1. は じ め に

環境中に配置したセンサや，人間が身につけた各種のデバ

イスをネットワークで結合することにより，知覚情報基盤を構

築するセンサネットワークの研究が盛んに行われている 1) 2)．

人間の行動理解や活動支援を行うために，環境内の複数の人

間の位置とその人間を特定する IDを継続的に取得すること

は重要な課題であり，様々な手法が提案されてきた．人物に

装着したセンサのみによる位置推定としては，興梠ら 3)が加

速度センサとジャイロ，地磁気センサ，カメラのウェアラブ

ルセンサの統合により高い位置精度を達成している．一方，

ウェアラブルセンシングだけでなく，環境中に配置したセン

サも統合した知覚情報基盤を構築するセンサネットワークの

研究が盛んに行われている 4)．その中でも，圧力センサを面

状に床に配置した床センサを用いる手法は，各種のプロジェ

クト 5) 6) でも重要なセンサとして位置づけられ，いくつかの
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研究機関 7) 8) 9) 10) 11)で設置もされている．これはプライバ

シーの面でカメラよりも受け入れられやすいためと考えられ

る．本論文の目的は，この床センサとユーザが身につけるウェ

アラブルセンサの２つを組み合わせることで，ロバストな個

人同定・追跡システムを提案することにある．

床センサを単独で用いる研究としては，Addlesee et al. 7)

や Orr and Abowd 8)はロードセルを用いて着地時の圧力の

変化を測定し，個人識別を行なった．しかし一歩分の着地に

注目した研究であり，歩く人の位置の追跡は行なっていない．

Liau et al. 12)はロードセルを，Murakita et al. 10)は接触セ

ンサをそれぞれ床面に設置し，複数人の追跡を行った．しかし

個人同定は試みられていない．山西ら 13)は床圧力センサを用

い，着地した足の形の時系列情報をから個人を識別した．し

かし，識別を行うためには高解像度の圧力センサが必要なた

め，広範囲を覆う場合にデータ量が大きい問題がある．この

ように，人の位置と ID情報を求める問題に対して，床セン

サのみを用いる手法には課題が残されていると考えられる．

これに対して，本論文では床センサにウェアラブルデバイ

スを組み合わせたシステムについて検討する．床センサの安

定な位置認識に，ユーザが携帯するウェアラブルデバイスの

情報を組み合わせることで，床センサでは判断しにくい込み

入った状況での人物追跡が行えるだけでなく，カメラなど他

のシステムでは安定に取得しにくい ID情報を得ることがで

きる．

Mori et al. 14)は，床センサを備えた室内の数カ所に RFID
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Table 1 Methods for people tracking and ID detection. A larger number of stars (*)

indicates good performance under the given criteria in this case. Invasion of

privacy expresses the degree to which video images of faces are used by the

system. Convenience and portability indicates how convenient it is to carry

the devices and use them in daily life. The accuracy of position measurement

depends on the density of the reader devices in the environment.

Method Accuracy of Accuracy of Less invasion Convenience and

position identification of privacy portability

Sensors in the environment

　 Camera *** ** ** ***
　 Floor sensors *** * *** ***
Wearable devices

　 ID tags * *** *** *
　 Acceleration sensors with ID ** *** *** **
Integration

　 Floor sensors + ID tags *** *** *** *
　 Floor sensors + acceleration sensors with ID *** *** *** **

タグリーダを設置し，人が RFIDタグを持つことで床センサ

による位置情報に IDを対応づける手法を提案した．しかし，

同一のリーダに複数人が観測されると IDの対応づけに曖昧

性が生じることや，リーダから離れた場所では IDの対応づ

けが利用できない点が問題である．それを避けるためにリー

ダを密に設置すると，リーダ同士の干渉の問題およびコスト

が高くなる問題が生じると考えられる．

本論文では，ウェアラブルセンサを用いて人間の歩行にと

もなう動きの情報を連続的に取得し，床センサで観測される

情報との相関関係に注目して統計的に IDを対応づけるアプ

ローチを提案する．ウェアラブルセンサにより床センサと相

関のある情報を取得する方法として，足裏の圧力センサ，足

の上下方向や体および手の加速度などが考えられる．本論文

ではユーザが日常的にできるだけ不便を感じずに利用できる

よう加速度センサを腰にとりつけるものとする．近年は携帯

電話に加速度センサや無線 LAN機能が搭載され始めている

ため，加速度センサは少ないユーザの負担で利用可能なウェ

アラブルデバイスであり，さまざまな目的における実用的な

利用が期待されている 3) 15)．他にも様々なセンサの組み合

わせが考えられ，それぞれにメリットを持つが，この床セン

サと加速度センサは，環境に設置されたカメラでは実現しに

くい安定な人物追跡，カメラでは同定が困難な人物同定の両

者を可能とする，有望なセンサの組み合わせ方の一つである

（Table 1）．

このように異種センサの信号を相関関係に注目して対応づ

ける手法としては，カメラとマイクロホンを用いた音源の位

置同定を中心にして行なわれてきた 16) 17) 18)．しかし，床セ

ンサとウェアラブルセンサ間の関係は，従来のカメラとマイ

クロホン間の関係と異なることがわかった．そこで，本論文

では，床センサとウェアラブルセンサ間の関係を調べ，安定

に IDの対応づけを実現する統計的手法を提案する．本論文

で提案する異種のセンサの統合アルゴリズムは，床センサや

加速度センサのみでなく，相関のあるセンサ同士の統合に用

いることができるアルゴリズムである．

以下，2章では床センサとウェアラブルセンサ間の関係を

調べ，ID対応づけのための新たな統計的手法を提案する．3

章ではウェアラブルセンサとして加速度センサを用いて実装

したシステムを説明する．4 章で有効性を検証するため行っ

た実験を報告し，5章で考察を行い，6章でまとめを述べる．

2. 統計的検定に基づく床センサとウェアラブルセンサ

の統合

2. 1 床センサおよびウェアラブルセンサの特徴

本章ではウェアラブルセンサを用いて統計的手法により床

センサの情報に ID を対応づけ，環境内の複数の人の位置と

IDを求める手法を述べる．今回用いた床センサとウェアラブ

ルセンサは次のような特徴を持つことを仮定する．

床センサ 床面上の各領域ごとに，対象の存在の有無を返す

センサ．対象の IDは得られない．

ウェアラブルセンサ 対象が携帯し，対象の IDと動きの情報

を連続的に観測するセンサ．対象の位置情報は得られない．

床センサを利用した関連研究 7) 8) 9) 13)では床に圧力センサ

を設置しているのに対し，我々は接触センサを用いた．接触

センサの利点として，センサの構造が単純であることおよび

転送データ量が小さいことが挙げられる．このため広範囲に

設置することが容易であり，広い環境内で人を追跡する用途

への拡張性に富む利点がある．

2. 2 床センサとウェアラブルセンサの観測の相関関係を

利用した複数人間追跡

一般に対象の位置のみを観測するセンサを用いて複数の対

象を追跡するときには，観測がどの対象から得られたかを推

定する対応づけの問題と，対象の位置を推定する状態推定の

問題の両方を解くことが必要であり，複数対象追跡の問題と

して研究が行われてきた 19) 20) 21)．複数の対象が接近した場

合には対応づけに曖昧性が生じるため，可能な対応づけの仮

説を生成して，対象の移動モデルによる事後確率によって仮

説を評価し選択する手法が主流である．

複数の人が近づいた場合の床センサによる観測を一定時間
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Interpretation 2Interpretation 1

Observed signals

Fig. 1 The ambiguity of the association of floor sensor signals

when two people get close

t

floor
sensor
signal

Fig. 2 Exponential growth of the number of association hy-

potheses in the Multiple Hypothesis Tracker. A path

from the root node to a leaf node represents an asso-

ciation hypothesis.

重ね合わせたものを Fig. 1に示す．観測に IDを対応づける

方法には曖昧性が生じ，正しい対応づけを選択することは難

しい場合がある．床センサで時々刻々観測される位置情報を，

特定の人に対応づける可能性が増加する様子を Fig. 2 に示

す．Fig.2のノードは各時点での対応づけの１つを表し，ルー

トノードからリーフノードへの経路の１つは現在までの観測

を人に対応づける仮説の１つを表す．

この問題に対して，Mori et al. 14)は，床センサを備えた室

内の数カ所に RFID タグリーダを設置し，人が RFID タグ

を持つことで床センサによる位置情報に IDを対応づける手

法を提案した．この手法は RFIDタグにより粗い位置情報と

IDが得られることを利用し，人がリーダに近づいた時に床セ

ンサによる位置情報に IDを対応づける手法である．しかし，

１つのリーダで観測できる範囲を広くすると同一のリーダに

複数人が観測された場合に対応づけに曖昧性が生じる．これ

を避けるためにリーダを密に設置した場合には，リーダ同士

の干渉およびコストが高くなる問題がある．この問題は，位

置に基づいた対応づけを行うため，ウェアラブルセンサのみ

によって位置を求める必要があるところから生じていると考

えられる．

そこで本論文ではウェアラブルセンサを用いて IDおよび人

の動きの信号を連続的に取得し，床センサの信号との相関関

係に注目して統計的に IDを対応づける手法を提案する．ウェ

アラブルセンサを体にとりつけて歩行による動き情報を観測

すると，体の動きの信号の大きな変動は，床センサの観測と

t
t

floor
sensor
signal

wearable
sensor signal

t

timing of�
footsteps

correlation

pruned

wearable
sensor

floor sensor

2
1

Fig. 3 Evaluation and selection of association hypotheses us-

ing correlation between floor sensors and wearable sen-

sors

相関して現れる．この動きの相関関係に注目して正しい対応

づけの仮説を選択し，複数の人に IDを対応づけて追跡する

ことができる (Fig. 3)．ウェアラブルセンサによって位置を

求めず，時系列の統計的関係によって対応づけを行なう手法

であるため，多数のリーダを設置する必要がない利点がある．

2. 3 2 値信号の統計的検定に基づくセンサ間の相関関係

の評価

このように信号の相関関係に注目して異種のセンサの信号

の対応づけを行う手法は，画像と音の統合の分野で研究が進

められている 16) 17) 18)．しかし，今回用いた床センサの信号

は特定の場所に人がいるかどうかを表す 2値信号であるのに

対し，ウェアラブルセンサの信号は一般に連続値である．従

来手法の相関関係の評価方法は，信号の分布のモデルを仮定

し信号間の相関係数に帰着するものが多く 16)，連続値のセン

サの値の振れ幅の変化が評価に影響を与えることになる問題

があった．また分布のモデルを仮定せず相互情報量により評

価する手法 17)では多量のデータが必要なため，時々刻々対応

づけを判断する必要がある追跡のタスクに適用することが難

しい問題があった．

そこで，目的は複数のセンサで観測された信号のタイミン

グの一致を調べることであるため，両方のセンサの信号を動

きのタイミングを表す２値信号に変換し，その一致の程度に

注目した評価をすることが有効と考えられる．本論文では，

床センサとウェアラブルセンサの信号から動きのタイミング

を表す２値の信号を抽出し，統計的検定に基づいて２値信号

間の相関関係を評価する手法を提案する．

異種センサ信号間の対応づけの問題は，仮説検定として定

式化することができる 17)．時系列信号 x(t), y(t) が独立であ
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るかどうかは，x, y が独立であることを帰無仮説 H0， 独立

でないことを対立仮説 H1 として式 (1)の仮説検定を行うこ

とにより決定できる．

H0 : x(t), y(t) ∼ p(x)p(y)

H1 : x(t), y(t) ∼ p(x, y)
(1)

これは，信号間に相関関係がある場合には独立ではないため，

検定が棄却されると考えられるからである．検定が棄却され

ず独立と判断された仮説を削除することにより，相関関係の

ある仮説が残される．

統合対象の信号が両方とも離散的な信号である場合には，2

次元分割表を作成し適合度のカイ二乗検定により独立性の検

定を行うことができる 22)． 両方の信号が 2値の場合の 2次

元分割表を Table 2に示す．具体的には，H0 を仮定 (信号

が独立であると仮定)した時に，周辺度数 (z1., z0., z.1, z.0)

を固定したときの各セルの理論度数 ẑij は以下のように推定

される．

ẑij =
zi. z.j
z..

(2)

ここで添字の . は，その位置の添字についての和を表し，

z.j =
∑

i zij , zi. =
∑

j zij , z.. =
∑

i

∑
j zij である．

これに対して実際に観測された zij を観測度数として，帰

無仮説 H0 の下では観測度数と理論度数の差に基づく統計量

χ2 = ΣiΣj
(zij − ẑij)

2

ẑij
(3)

が自由度 ν = (nx − 1)(ny − 1) のカイ二乗分布に従うこと

を用いて検定する．ここで nx, ny はそれぞれ x, y の取りう

る値の種類であり，Table2 のように両方とも 2 値の場合は

ν = 1 となる．

提案したアルゴリズムを以下にまとめる．� �
床センサとウェアラブルセンサを統合した位置と IDの

推定アルゴリズム

（ 1） 新しく床センサの観測が得られた時に，観測に

IDを対応づける仮説の集合を生成する．

（ 2） 各仮説について，対応づけられた床センサの観

測およびウェアラブルセンサの信号を着地のタイミン

グを表す 2値信号に変換する．

（ 3） (2)で得られた信号に対し，適合度のカイ二乗

検定を行い独立性を検定する．

（ 4） 対応づけられた信号が独立と判断された仮説は

削除する．

（ 5） (1) に戻る．� �
3. 床センサと加速度センサを統合した人間追跡システム

ここではウェアラブルセンサとして加速度センサを用い，2

Table 2 Two-way contingency table

y=1 y=0 計
x=1 z11 z10 z1.
x=0 z01 z00 z0.

計 z.1 z.0 z..

The dot . represents that the sum is taken for all possible

values of the index at the dot. z.j =
∑

i zij , zi. =
∑

j zij ,

z.. =
∑

i

∑
j zij .

節で提案したアルゴリズムに従って複数の人の追跡を行うシ

ステムの実装について説明する．

3. 1 床センサによる対応づけの仮説生成

カルマンフィルタによる移動のモデル化

床センサを用いた追跡の問題点は，上体が連続的に移動し

ても離散的な着地位置しか観測できないことである．これに

対し，人の移動モデルを導入し，それぞれの人に対してカル

マンフィルタによる状態推定を行う．以下のように状態を位

置と速度で定義し，速度は連続的に変化し，位置は推定され

た速度に基づいて変化するモデルを導入した．これは一般に

人が移動する際には急に速度を変えることは少ないと仮定し

た移動モデルである．対象 iの時刻 tにおける人の状態を２

次元上の位置と速度を

Xi,t = [x, y, ẋ, ẏ]′ (4)

で表し，状態の変化を以下のように表現した．

Xi,t = FXi,t−1 + wt (5)

F =


1 0 ∆t 0

0 1 0 ∆t

0 0 1 0

0 0 0 1

 (6)

ここで ∆tは観測の間隔を表す．また，以下の観測モデルに

従い，位置のみが観測されるとした．

Zi,t = HXi,t + vt (7)

H =

[
1 0 0 0

0 1 0 0

]
(8)

ここで wt, vt は平均 0 の外乱ベクトルである．

断続的な観測に対応するため，観測が得られない時にはカ

ルマンフィルタの予測ステップのみを実行する．

対応づけの制約

観測から対象への対応づけの候補に関し，以下のように仮

定する．

（ 1） 床センサの連結する反応した領域はすべて同じ対象

に対応づける．また，次時刻の反応の連結領域と重なる場

合には，両方とも同じ対象に対応づける．

（ 2） 対象に対応づける観測は対象の推定位置からのマハ

ラノビス距離が一定値 (f md threshold) 以下のものに限定

する 21)．

仮定 (1)は，実験データ中には人が非常に接近し上体が接

触する場合でも，この仮定に反する例は一度も見られなかっ
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 2 0  5  10  15 0

f(t) (binarized)

time [sec]

Fig. 4 Extraction of the contact timings from floor sensor sig-

nals.

たことによる．これは床センサの解像度にも依存し (実験で

用いた床センサの解像度は 10cm)，ある程度以上解像度が細

かい場合には仮説数を減らすのに有効である．逆に解像度が

大きい場合には対応づけの総数が減少するため，この仮定の

必要性は無いと考えられる．仮定 (2)は，人の動きが連続的

であることを考慮し，予測位置から大きく離れた観測は除外

する処理である．

3. 2 着地タイミングの抽出処理

各センサの信号から，着地のタイミングを表す１次元の２

値信号系列を求める．

床センサ信号

各仮説について，床センサの信号より着地のタイミングを

表す 2値信号 f(t) を抽出する処理を行う．

f(t) =

{
1 |x(t)− x(t′)| > f step threshold,

0 otherwise
(9)

ここで，
x(t) 時刻 t の観測の領域中心

x(t′) 直前に f(t′) = 1 (t′ < t) となった観測の

領域中心
であり，f step threshold はしきい値とする．

しきい値の導入は，着地した足に重心が移動する過程で反

応する床センサの数が増え，領域の中心が移動する現象に対

応するためである．従ってしきい値はその移動量より大きい

値に設定する (実験では 20cm)．

この処理により，一定の距離以上離れた場所に観測が現れ

た際に 1 となる 2値信号が得られる．1人が歩いた場合の観

測に対する処理例を Fig. 4に示す．

加速度センサ信号

加速度センサを腰に取りつけた人が歩行したときに得られ

る加速度センサの信号例を Fig. 5(1)に示す．加速度センサ

の信号は着地に対応してピークが現れ，2値的な振る舞いを

している．この信号より，以下のように着地のタイミングを

表す 2値信号 a(t) を抽出する処理を行う．Fig.5に処理の過

程を示す．

（ 1） 加速度センサの観測信号．

（ 2） 長さ a diff length の区間内の信号の差分の最大値

を求める．

（ 3） 求めた信号を長さ a smooth length の窓関数 (ハニ

ング窓)を用いて平滑化する．

（ 4） 平滑化した信号のピーク抽出を行い 2値信号を求め

る．ただし長期間の平均 (長さ a localavg length)の値以

上のピークのみを抽出する．

 0  5  10  15  20
time [sec]

(1) original signal

(2) |max-min|
in a small window

(3) smoothed signal
and averaged signal
in a large window
(4) a(t) (binarized)

Fig. 5 Extraction of the contact timings from acceleration

sensor signals.

a(t) =


1 if there is a peak at t and it is

greater than the local average,

0 otherwise

(10)

3. 3 統計的検定に基づく仮説選択

各対応づけの仮説に対して，加速度センサの信号との独立

性を適合度のカイ二乗検定によって検定し，独立と見なされ

た仮説を削除する．

一般には加速度センサ，床センサから抽出した 2値信号の

観測周期が異なるため，ここでは周期が長い床センサに合わ

せて時間解像度を同じに揃える処理を行う．床センサの信号

１フレームの間に，加速度センサの信号が一度でも 1となれ

ば，そのフレームの値を 1 とする信号に変換した．

最近の correlation length フレーム分のデータを用い，

加速度センサおよび床センサから抽出した 2 値化信号の組

(a(t), f(t)) に対して 2 次元分割表を作成する (Table2)．表

の zij は，観測系列の中で (a, f) = (i, j) という観測の頻度

であり，a(t), f(t) が同じ人を観測した信号であれば，分割表

の対角上のセルの頻度が大きくなると考えられる．上記の分

割表を用い，以下の帰無仮説 H0，対立仮説 H1 に対して (3)

式の検定量を求める．

H0: (a, f) は独立

H1: (a, f) は独立ではない

ここで本研究での検定の目的は，信号の間に相関関係があり

独立でないと考えられる仮説のみを残すことである．したがっ

て H0 が棄却された仮説のみを残す処理を行う．

4. 実 験

床センサなどの位置のみを計測するセンサを用いた追跡が

困難な例として，今回は２人が一時的に接近する条件に注目

した．このような条件では床センサで計測された位置も非常

に接近するため，その前後で対応づけに曖昧性が生じ，床セ

ンサのみで正しい対応づけを保った追跡を行うことは難しい．

人数が増えた条件などにおいて観測される複雑な歩行につい

ても，接近の前後で正しい追跡を行なうことが本質的に重要

な課題であると考えられ，今回の実験はそれを確認するもの
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Specifications

Size of the detection unit 100mm × 100mm

Number of detection units 1400

Total area 14.0 m2

Data format binary (on/off)

Sampling frequency 8 Hz (*)

Interface RS-232C

(*) depends on the number of detection units

detection unit

Fig. 6 The floor sensor network used in the experiment

Specifications

Data format 16 bit integer

Sampling frequency 36Hz (*)

Interface RS-232C

(*) an actual measured value in the experiments

Acceleration
sensor

The direction of acceleration
used in the experiments

Fig. 7 The acceleration sensor

Table 3 Parameters in the experiments.

Parameters used in processing floor sensor signals

Variance of w (position) (eq. (5)) (0.1)2

Variance of w (velocity) (eq. (5)) (0.1)2

Variance of v (eq. (7)) (0.5)2

f md threshold 1.2

f step threshold 20

Parameters used in processing acceleration sensor signals

a diff wlen 3

a smooth wlen 16

a localavg wlen 48

Parameters used in the statistical test

level of significance (α) 0.05

correlation length 40

である．

4. 1 実験設定

床センサ

今回の実験に用いた床センサはヴィストン社製センサフロ

アシステム VS-SS-SF55 23)である (Fig. 6)． 図中の正方形

の領域１つが最小検出単位であり，検出単位毎に 2値の信号

が得られる．使用時にはセンサの上にカーペットを敷いて用

いた．

加速度センサ

加速度センサは，Analog Devices社製 ADXL202を用い

た (Fig. 7)．センサが計測する１軸がほぼ水平の左右方向

1

2

1

2

Type 1: cross Type 2: pass

Fig. 8 Two types of trajectories in the experiments.

となるよう，センサを腰に設置した．加速度センサの信号は

Bluetooth を用いて PCにデータを転送した．

実験に用いたパラメータ

今回の実験で用いたパラメータをTable 3にまとめる．床

センサによる追跡に用いたパラメータは，床センサのみを用

いた追跡が比較的正しく動作するものを経験的に選択した．

加速度センサの処理に用いたパラメータは，歩行が１秒に最

大２歩程度であることから，平滑化の窓関数の長さを約 0.5

秒程度に設定している．統計量を求める区間の長さは，今回

の実験で信号間の同期が十分に求められる長さに設定した．

実験用データの取得

加速度センサを携帯して歩く２人が接近して再び分かれる

ような 2種類の歩行データを取得し，手法の有効性を検討し

た (Fig. 8)．図の左 (cross)は２人が交差して歩き，右 (pass)

は２人は接近して交差せずに離れる．約 60 秒の歩行を行な

い，crossのデータを 7通り，passのデータを 6通り取得し

た．床センサによる誤った観測 (false alarm) は無かった．実

験の様子を Fig. 9に示す．歩行の様子をビデオカメラで撮影

して対応づけの正解を求め，評価時に用いた．

また，実験では加速度センサを取りつけた人だけが床セン

サの上を歩くと仮定した．

4. 2 実験結果

床センサのみを用いて追跡を行なう場合 (3. 1節)と，加速

度センサを提案手法に基づき統合した場合の結果を比較した．

床センサのみを用いる方法では，カルマンフィルタの事後確率

の大きさに基づいて仮説を評価し，N フレーム前に複数の仮

説がある場合には１つの仮説を選択する処理を各ステップで

行なった 24)．ここで N の値は Table3の correlation length

と同じ値を用いた．また，床センサのみでは IDを得られな

いことを考慮し，床センサ上に初めて現れた時に正しい ID

を初期値として与えた．

行なった実験の中で，床センサの観測に正しい ID を対応

づけた回数を Table 4 に示す．cross のデータに対しては，

床センサのみによる追跡で十分な結果が得られた．これは床

センサによる軌跡のモデル化を行う際に状態変数に速度を導

入することにより，直進するデータを正確に追跡できたため

と考えられる．一方 pass のデータに対しては，床センサの

みによる正答率は低い結果になった．これに対し加速度セン

サを統合することにより，正しい ID を対応づけて追跡を行

なうことができた．
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Fig. 9 Experimental environment.

Table 4 Experimental results. These figures show the times

that the alogorithm correctly associated floor sensor

data to each person.

Expermental data Number of correct associations

Type Number of data By floor sensor By integration

cross 7 7 7

pass 6 2 6

4. 3 統計量の変化

ここで床センサのみでは追跡に失敗し，加速度センサの統

合により成功した cross のデータの１つを解析する．式 (3)

の検定量の変化を Fig. 10に示す．上のグラフは床センサの

みによる軌跡の推定結果に対して，事後に加速度センサと対

応づけて計算した統計量を示す．下のグラフは加速度センサ

を統合した場合の結果を示す．矢印付近で 2人が出会った後

に，床センサのみによる結果 (上) は追跡が失敗したため値が

下降しているのに対し，統合した結果 (下)は値が上昇してい

ることがわかる．それぞれのグラフの上に，影で示した区間

に対して計算された 2次元分割表と，信号が独立な場合の理

論度数との差を示す．統合した結果 (下)の場合には理論度数

と大きな差が生じており，正しく対応づけられた信号は互い

に独立ではないことを示している．

5. 考 察

床センサの特性に関する考察

床センサの特性と提案手法の適用可能性について考察する．

床センサの主要な特性として，観測の時間分解能と対象の着

地を検出する空間分解能とが挙げられ，前者はセンサを読み

とるサンプリング周期で決定され，後者は検出の最小単位の

大きさで決定される．

サンプリング周期に関し，成人の平均的な歩行周波数は

1.75Hz 25) (周期は約 0.57秒)という報告があり，1人の歩行

のすべての着地を区別して検出するためには約 0.5秒以下の

サンプリング周期が必要となる．さらに，2人の歩行の着地を

互いに区別して検出するために必要なサンプリング周期につ

いて考察する．床センサのサンプリング周期を ∆ とし，歩行

の周期を簡単のため 2人とも δ と仮定する．2人の着地した

時刻のずれ dt が固定値の場合，∆ ≤ dtの場合には常に区別

することができるが，∆ > dtの場合は確率的になる．着地時

刻のずれ dt に対し，着地を互いに区別できる確率を Fig. 11

に示す．図より，dt が [0, δ] で一様分布すると仮定した場合

に，2人の着地の区別に成功する平均確率は 1−∆/δ である

Two people meet

a) The results using only floor sensors

b) The results using both types of sensors

 4    4       8
14  18    32
18  22    40

(1,1)  (1,0)  (1,*)
(0,1)  (0,0)  (0,*)
(*,1)  (*, 0)  (*, *)

Frequencies of (a,f) Observed�
frequencies

Difference between theoretical 
and observed frequencies

 8    0       8
 8  24     32
16  24    40

+4.8  -4.8    
-4.8  +4.8    

+0.4  -0.4    
-0.4  +0.4    

 0

 5

 10

 15

 20

 360  380  400  420  440  460  480  500 [frame]

 0

 5

 10

 15

 20

Fig. 10 The change in the statistic variable from Eq. (3).

The two-way contingency tables after two people

meet are also shown. The upper figure shows the

value computed for the tracking result using only

floor sensors. The lower figure shows the value when

the acceleration sensor is also used. In the latter

case, the hypothesis that signals are not independent

is selected, and the difference between the theoretical

and the observed frequency is larger.

0.0

1.0

dt
�¢ �Â�Â-�¢

Fig. 11 The probability that steps of two people are sepa-

rately observed when the time difference of the steps

is dt. ∆ represents the sampling period, and δ repre-

sents the period of walking steps. This figure shows

the case ∆ < δ/2.

ことが分かる．今回の実験では ∆ = 0.125 であり，δ = 0.57

の場合に，区別に成功する確率は 0.78 である．

実際には，次項に述べる観測の遅延などの影響があり，また

床センサの種類や設定によって観測誤りがある場合には，確

率はこれよりも低下する．今回行なった実験では，加速度セ

ンサで観測された着地を，床センサの観測で正しく同時に検

出できない場合が数秒に１回程度見られ，複数の人の着地を

互いに区別できる確率を低下させている．一方で，観測を 2

歩，3歩と複数回繰り返すことにより，確率は増加する．従っ

て，サンプリング周期に応じた適切な長さの観測に基づいて

統計的判断を行なうことにより，提案手法を適用することが

できると考えられる．ただし，長時間の観測に基づく判断は，

仮説数の増加等の計算コストの増加を伴う．今回の実験では，

約 5秒間の観測に基づく判断を行なった．

また，検出の最小単位に関し，異なる着地を互いに区別す

るために，幅約 100mmの足が並んだ場合を区別することを
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考慮すると，約 100mm以下の大きさが必要と考えられる．今

回用いたセンサの大きさは 100mmである．しかし実際には

足が接するほど近づくことはまれであり，今回の実験では足

が接触する例は見られなかった．仮に足同士の距離が 100mm

まで近づく可能性があると仮定すると，200mm 以下の大き

さが必要と考えられる．サンプリング周期と同様に，1歩の

観測で区別に失敗する場合でも，観測を 2歩，3歩と繰り返

すことにより区別できる可能性が高くなる．逆に検出の最小

単位が十分に小さい場合には，データ量が増加する問題があ

り，上記のサンプリング周期が大きくなる問題がある．

床センサの動作速度の改善や並列動作により，サンプリン

グ周期を向上させることは比較的容易である．床センサの特

性が異なる場合での比較を行なう必要があり，今後の課題で

ある．

信号の遅延に関する考察

環境の広さや通信の条件に依存して，加速度センサの信号

の送信に遅延が生じ，同期した観測を行うことが難しい場合

が考えられる．この問題に対し，(1) 環境内で遅延時間が一定

な場合には，あらかじめ遅延時間を測定することにより，補

正することが有効と考えられる．(2) 不規則に無視できない

長さの遅延が生じる場合には，信号を送信する前に，携帯デ

バイス内で時刻を取り込む工夫が必要となる．

今回の実験で用いた加速度センサの観測は，PCで受信し

た時点の時刻を利用しているため送信の遅延の影響を受ける．

実際，遅延時間が一定ではない場合に，同じ人の歩行の観測

に対しても両方のセンサの信号が同期しない例がまれに生じ

ている．同期性の決定を安定して行うため，現在は十分な時

間の観測に基づき統計的に判断している．

観測時刻の精度を高めることにより，より短時間で正しい

判断ができると考えられる．そのためには，携帯デバイス上

での観測時刻を取得するデバイスを用いることが有効と考え

られ，今後の課題である．また遅延のモデル化を行うなど，よ

り柔軟な同期の評価方法の検討が重要と考えられる．

計算量に関する考察

提案手法の計算量は，対応づけの可能性を表す仮説の数に

ほぼ比例する．複数の人が互いに離れて歩く場合には対応づ

けの曖昧性は生じないため，仮説は１つに収束する．互いに

接近する場合には仮説は分岐を繰り返し，接近している時間

が長くなるに従って仮説数が増大する．今回行った実験では，

仮説数が一定以上に増加した際には実時間で計算することが

難しいため，オフラインで計算を行なっている．

また人数が増加した場合には，計算量は基本的に人数に比

例する．しかし複数の人の着地が床センサの観測から同時と

判断される場合が増加すると，同期性の判断の精度が低下す

ると考えられ，その結果さらに仮説の数が増加する．

これらの問題に対しては，サンプリング周期の高い床セン

サを用いることにより，複数の人の着地時刻を高い精度で取

得し，同期性の判断精度を向上させることが効果的である．

短時間の統計で同期性の判断を行なうことが可能になり，仮

説の数を抑えることにより計算量を減らすことができる．

失敗からの回復に関する考察

複数の人の接近後に，誤った対応づけの評価が高くなる場

合が考えられる．提案手法では，接近して離れた後を含む期

間の観測に基づいて統計的判断を行なうため，ある程度は正

しい対応づけを回復できると考えられる．しかしその期間内

に正しい対応づけが得られない場合や，人が急に向きを変え

た場合など移動モデルからの逸脱が起こり，床センサによっ

て正しい軌跡の候補が出力されない場合には，正しい対応づ

けが回復されない問題がある．

この問題に対し，複数の人が十分に離れた段階で，再び対

応づけを推定することにより対応することができる．床セン

サで互いに十分区別できる距離まで離れた時点で，改めて対

応づけを推定しなおす処理を導入することにより，正しい対

応づけを回復することが可能と考えられる．

複数の加速度センサを利用する可能性に関する考察

今回は加速度センサを１つ携帯する条件で実験を行った．

これに対して，複数の加速度センサを靴や両足につけること

により，両足の移動による動きが正確に観測できると考えら

れ，通常の歩行だけでなく多様な動きをする場合に有効と考

えられる．ただし携帯するコストが増加する問題があるため，

目的に応じてセンサの数を増やすことのできるような柔軟な

統合手法の検討が課題である．

6. む す び

環境中に設置された床センサと加速度センサを備えるウェ

アラブルセンサの信号を統計的に統合し，環境内を歩く複数

の人の位置と IDを求める方法を提案した．床センサは人の

位置をロバストに検出できるが，人を特定する IDを得られ

ない問題があり，複数の人が観測される場合には位置情報に

正しく IDを対応づけられない問題があった．これに対して，

人が携帯した加速度センサで観測された動きの情報と床セン

サによる観測は相関関係があることに注目し，両者を統計的

に対応づける手法を提案した．また，信号の性質の異なる床

センサと加速度センサを統合するために，それぞれの信号か

ら着地のタイミングを表す２値信号を抽出し，信号間の相関

関係を統計的検定を用いて判断する手法を提案した．

提案手法の有効性を確認するため，環境内を歩く２人が接

近するときに歩行軌跡が交わる場合と交わらない場合の 2種

類のデータに対して実験を行った．床センサのみを用いた追

跡では，約３割の例で対応づけに失敗し正しく追跡を行なう

ことができなかった．これに対し加速度センサの情報を統合

することにより，すべての例で正しく追跡を行なうことがで

きた．

今後の課題は，環境内により多数の人がいる場合での検証，

通常の歩行以外の多様な行動をする場合への適用，および信

号の遅延の問題への対応が挙げられる．また，信号の相関性
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に注目した異種のセンサの信号処理の可能性を追求してゆき

たいと考えている．
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