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あらまし 人間が様々な感覚器を組み合わせて対象を観測するように，工学的な知覚においても多種類のセン
サを組み合わせることにより，多面的でロバストな知覚の実現につながると考えられる．複数のセンサを組み合
わせて対象を表現するためには，各センサで個別に対象を観測した結果を結び付ける必要がある．従来はこの結
び付けの手がかりとして，各センサで対象の位置を求め，位置の近い観測結果を結び付ける手法が主流だった．
しかし対象の位置の相関性に基づく手法は，単独では位置を測定できないセンサへの適用が難しい問題がある．
本論文では，対象の動きの相関性に基づく新しい結び付け手法に注目し，様々な種類のセンサの特性を考慮した
方法に拡張することにより，異種センサの結び付けの一般的な方法を提案する．提案した方法を角速度センサと
LRF（レーザレンジファインダ），加速度センサとカメラの２組のセンサの結び付けの問題に適用し，有効性を
検証した．
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1. ま え が き

人間は様々な種類の感覚器を組み合わせて対象を観

測している．一方で，観測された情報は脳の異なる

領域に分かれて処理されていることが知られている．

従って，一度分かれた観測を互いに結びつける処理が

必要となる．同じ対象から得られた観測を結び付ける

脳内の仕組みは解明されておらず，知覚的結び付け問

題 (perceptual binding problem) と呼ばれている [1]．

複数の種類のセンサを用いた工学的な観測において

も，様々なセンサによる対象の情報を結び付けること

により，一種類のセンサの限界を超えた知覚が実現で

きる．例えばカメラとマイクロホンで観測された１つ

の音源は，それぞれのセンサで個別に色や音の情報に

変換される．それらを結び付けることにより，特定の

色や音を持つ対象のマルチモーダルな表現を作り出す
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ことができる．複数の対象を様々なセンサで観測した

時に，同じ対象から得られる観測を結び付けて対象の

表現を作り出すためには，複数の可能性の中から正し

い結び付けを選択する必要がある．これは工学的な観

測における結び付け問題と考えられる．

この問題に対して従来は，観測された位置と時間が

相関する情報を結び付ける方法が主流であった．例え

ばカメラとマイクロホンで個別に音源の位置を求め，

同じ位置で同時刻に得られた観測を結び付ける方法で

ある．しかしこの位置の相関に基づく結び付け方法は，

対象の位置を単独では求められないセンサに適用する

ことが難しく，利用できるセンサの種類が限られる問

題がある．また，ウェアラブルセンサなど，一般には

他のセンサとの座標系の共有が難しいセンサへの適用

にも課題が残されていた．これに対し近年，カメラと

マイクロホンの結び付けの分野で，計測された対象の

位置の相関によらず動きの相関に着目し，観測された

信号に相関する動きが見られた場合に対象を結びつけ

る方法が提案された．

また，加速度センサを身につけた人を画像上で特定
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することを目的として，加速度信号と画像を結びつけ

る研究も進められてきた．しかしこの手法を一般に

様々な種類のセンサの結び付けに用いるためには，い

くつかの課題が残されている．具体的には，1) 状況に

よって観測の信頼性が下がるセンサへの対処，2) 観測

が多次元量のセンサを柔軟に結び付ける必要性などが

挙げられる．

本論文では，信号の動きに基づく結び付け手法を

様々な種類のセンサに適用するために，上記の２つの

課題を解決した手法に拡張する必要があることを指摘

し，解決方法を議論する．次に様々な異種センサの結

び付けの例を示しながら，提案する結び付け手法の有

効性を示す．特に，位置を単独では求めることが難し

い加速度センサや角速度センサを用いた結び付けの例

を示す．

2. 対象の動きの相関性に基づく異種セン
サの結び付け

2. 1 工学的な計測の結び付け問題

工学的な知覚システムの実現において，複数のセン

サを統合する方法は盛んに研究されてきた [2] [3]．異

なるセンサで観測された対象の情報は，個別に各セン

サによって表現されるため，それぞれの対象のマルチ

モーダルな表現を得るためには観測結果を結び付ける

必要がある．一般に複数の対象を観測したときに，各

センサで表現された対象を再び１つに結び付ける方法

には，複数の可能性がある．この中から正しい解を見

つける問題は，工学的な知覚システムにおける結び付

け問題であると言える．

従来はこの問題に対し，位置の相関に基づく結び付

けが行われてきた．各センサで個別に対象の位置を求

め，同時に同じ位置で得られた観測は同一の対象を表

現していると仮定して結び付ける方法である．この

方式は物体検出や追跡に広く用いられ，車載のカメ

ラとミリ波レーダ [4]，カメラと LRF（レーザレンジ

ファインダ）[5]，LRFと IDタグ [6]，床センサと ID

タグ [7]，カメラと複数のマイクロホン [8] [9]など様々

な種類のセンサの結び付けに用いられてきた．しかし，

位置の相関に基づく結び付け方法は，利用できるセン

サの種類が限定される点が問題である．例えば慣性セ

ンサは，位置を求めるためには信号を積分する必要が

あり，累積誤算の影響により単独では正確に位置を求

めることが難しい [10]．

これに対して，カメラとマイクロホンを用いた音源

位置同定の分野で，位置の相関によらず，信号の動き

の相関に注目した結び付けの方法が提案された．音

と画像の時系列変化の相関関係に注目した手法であ

り，観測信号から単一のセンサを用いて位置を求める

必要が無い利点がある．Hershey et al. [11] は，音声

と画像の各画素の時系列の相互情報量を求め，高い値

を示した画素を選択することによって話者の位置を画

像上で推定できることを示した．この方式はその後に

拡張され，Slaney & Covell [12] は顔画像と音の信号

の相関を最大化する線形変換を求めた．Fisher III et

al. [13] [14]は信号のモデルを仮定せずに信号間の相互

情報量を求める手法に拡張した．Kidron et al. [15]は

データが少ない場合でもロバストに結び付けを推定す

る方法を提案した．池田ら [16]は音源が移動する場合

への拡張を行った．しかし [11]の手法は，多様な種類

のセンサの性質に応じた結び付けに限界があり，主と

してカメラとマイクロホンによる音源位置推定の分野

で用いられてきた．

また，加速度センサを身につけた人を画像上で特定

することを目的として，加速度信号と画像を結びつけ

る研究も進められてきた．Kawai et al. [17]は，カメ

ラと加速度センサを用いて独立に人物の移動軌跡を

求め，位置の相関関係に基づいて結びつけを行った．

Martin et al. [18] は，それぞれのセンサから求められ

る人の動きの運動学的エネルギーに注目して結びつけ

を行う手法を提案した．Stein and McKenna [19] は

忘却定数を用いた類似性指標に基づく結びつけを提案

し，正規化相関を用いる手法よりも高い位置推定精度

を実現した．しかしこれらの結びつけ手法では，状況

によって変化する観測の信頼性を考慮しておらず，ま

た観測量が多次元の場合に利用できない問題がある．

Shigeta et al. [20] はそれぞれのセンサで対象の加速

度ベクトル長を求め，両者の正規化相関によって類似

性を評価し，センサ間の時間シフト量を推定した．こ

の手法は対象を限定しない画像特徴の追跡に基づく手

法 Maki et al. [21] に拡張されている．推定された時

間シフト量の分散を評価することにより，安定した相

関関係が得られない場合を考慮した手法であるが，セ

ンサの固有の特性により観測の信頼性が下がる場合を

考慮した結びつけを行っていない．また多次元の加速

度ベクトルの長さを求めることにより多次元の観測を

結びつける手法であるが，加速度ベクトルを求めるた

めには，画像上の対象を正確に追跡することが必要に

なる．
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図 1 信号変化の相関性に注目した観測の結び付け
Fig. 1 Concept of perceptual binding based on signal

motion correlation.

信号の動きの相関に基づく結び付け方法は，位置を

単独では求めることが難しいセンサにも適用可能であ

る利点や，計測する物理量が異なるセンサを結び付け

られる利点があり，様々な種類のセンサに適用できる

可能性を持つ．例として図１は２人の行動の様子を，

身につけた加速度センサと環境中に設置したカメラを

用いて計測する様子を示す．それぞれの人が持つ加速

度センサで計測された体の動きと，画像の輝度値の変

化の相関性に注目して，加速度センサと画像上の領域

を結び付けている．この結果，特定の加速度センサを

持った人の位置が画像内で同定される．

このように信号の動きの相関に基づく結び付け手法

を様々な種類のセンサに適用するためには，センサの

特性や設置条件を考慮した拡張が必要になる．本論文

では，1) 状況によって観測の信頼性が下がるセンサへ

の対処，2) 観測が多次元量のセンサを柔軟に結びつけ

る必要性の２点の拡張を考慮した手法への拡張を提案

する．

2. 2 信号の動きの相関に基づく様々なセンサの結

び付け

本論文では，信号の動きの相関に基づく結び付け手

法 [11]を，センサの特性や設置条件を考慮することに

より，次のように解決する手法を提案する．

1) 観測の信頼性の評価．特に異なる種類のセンサ

では，計測値の分散や正確さの変動が異なるため，結

び付けを行う際にそれぞれのセンサの観測の信頼性

を評価することが重要である．センサの観測の信頼性

は，観測対象や周囲の状況に依存して時々刻々変化す

るため，信頼性を時刻の関数として評価し，結び付け

の評価に導入することが有効である．３節では LRF

とユーザが携帯する角速度センサの結び付けの例にお

いて，LRF による計測の信頼性の変動を評価し，結

び付けを行う手法を示す．

2) 多次元の観測の柔軟な結び付け．対象の動きをセ

ンサを用いて計測する際に，観測の次元が異なる種類

のセンサを結び付けることが有効な場合がある．例と

して，3軸の加速度センサを用いて対象の 3次元方向

の動きを観測し，観測がスカラ量の別のセンサと結び

付けることを考える．対象が様々な方向に動く場合に

は，特定の方向の加速度は，もう一方のセンサの観測

との間に安定した相関関係を示さない場合がある．こ

の問題に対して，加速度ベクトルの方向成分の中で，

他のセンサの動きと最も相関関係の高い方向を求め，

その方向での動きの相関性を評価する手法を提案する．

これは，両方のセンサで共通して計測される対象の動

きの方向を推定することに相当し，状況に応じて相関

関係の高い方向を柔軟に選択して結び付けを行う手法

である．４節では，身につけた加速度センサとカメラ

の画素の結び付けの例で，ある視点から計測するカメ

ラの各画素の時系列に対して，最も相関が高い加速度

の方向を逐次推定し，推定された方向での動きの相関

性に基づく結び付けの例を示す．

以降では LRFと角速度センサや加速度センサの結

び付けの問題に適用し，提案手法の有効性を確認する．

3. LRFと角速度センサの結び付け

異なる種類のセンサの観測を結び付ける際には，計

測の分散や正確さがセンサの種類に応じて異なるため，

正確な結び付けを行うためにはそれぞれのセンサの観

測の信頼性を評価することが重要である．３節では，

環境に設置した LRFと人が持ち歩く角速度センサの

結び付けを例にして，状況によって変化する観測の信

頼性を評価する手法の効果を示す．観測された移動軌

跡にそれぞれの人が持ち歩くデバイスを結び付けるこ

とができれば，個人や位置に応じたサービス提供など

の応用につながる．

具体的には，環境中の LRFを用いて求めた移動軌
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図 2 環境中のセンサと携帯するセンサの信号を対応づけ，
特定のセンサを持った人の位置を求める問題

Fig. 2 Locate a person carrying a specific gyroscope

by computing correlation between wearable

and environmental sensors.

跡をから体の回転角速度を推定する．同時に身につけ

た角速度センサを用いて人の体の回転角速度を求める．

両方の計測の変化の相関性に注目して結び付けを行い，

特定の角速度センサを身につけた人の位置を推定する．

この問題設定を図 2に示す．

ここで人の移動の状態に依存して，LRF を用いて

求められた回転角速度の信頼性が下がり，結び付けが

正しく行われない場合が生じる．この問題に対処する

ため，LRF による観測の信頼性を評価して結び付け

の評価に反映する手法を提案する．

3. 1 LRFを用いた移動軌跡と角速度の推定

複数の LRFを用いて，環境内の人の水平面内での

位置を求める．Glas et al. [22]の手法に基づき，検出

されたそれぞれの人の位置をパーティクルフィルタで

推定する．さらに，パーティクルフィルタによって推

定された位置に基づき角速度を推定する．

v(t) = (x̃(t)− x̃(t− 1))/∆

θ(t) = arg(v(t))

ωL(t) = (θ(t)− θ(t− 1))/∆

ここで x̃(t) は平滑化された位置ベクトル，v(t)は速

度ベクトル，∆ はサンプリング周期，arg(v) はベク

トル vの方向を返す関数，θ(t), ωL(t)はそれぞれ移動

方向，角速度を表す．ω の添字の L は，LRF を用い

た推定値であることを示す．

3. 2 角速度センサを用いた水平面内の回転角速度

の推定

次に人が身につけた 3 軸の角速度センサを用いて，

人の移動に伴う水平面内での体の回転角速度を求める．

3 軸の角速度ベクトルを Ω，鉛直下向き方向を ez と

すると，鉛直方向周りの回転角速度 ωG は次のように

求められる．添字のGは角速度センサを用いた推定値

であることを示す．

ωG = Ω · ez

ここで鉛直方向を求めるためには，センサの姿勢を求

める必要がある．一般に３軸の角速度センサを用いて

角速度を積分することにより，初期姿勢からのセンサ

の姿勢の変化を推定することができる [23]．ここでは

近似的な方法として，加速度センサを用いて鉛直方法

の推定を行う．加速度と角速度の両方のセンサを身に

つけることを仮定し，加速度ベクトル a(t)の平均に基

づいて推定値を求める．

êz(t) = − 1

Lg

t∑
τ=t−L+1

a(τ)

g は重力加速度の大きさ，Lは平均を求める時間の長

さであり，実験では Lを８秒間に相当するサンプル数

に設定した．さらに求められた角速度の時系列の平滑

化を行う．

3. 3 角速度の相関性の評価に基づく個人同定追跡

複数の人が角速度センサを身につけて歩く場合に，j

番目の角速度センサから得られる体の動きの情報とし

て，回転角速度 ω
(j)
G が得られる．一方，環境に設置し

た LRF で計測した i 番目の人の動きから，回転角速

度 ω
(i)
L が求められる．同一の人を計測した (i, j)を結

び付けることにより，特定のセンサを身につけた人の

位置を知ることができる．一般にはセンサのサンプリ

ング周期は異なるため，サンプリング周期の短いセン

サの信号を平均し，周期の長いセンサにそろえる処理

を行う．ここでは角速度センサの信号を平均し，LRF

から得られた ω
(i)
L (t) にサンプリング周期をそろえた

ものを ω
(j)
G (t)と記す．

同一の人を計測した信号を結び付けるために，両者

の時系列間の距離を式 (1)のコスト関数で評価する．

f1(i, j) =
1

T

T∑
t=1

|ω(j)
G (t)− ω

(i)
L (t)| (1)

ここで T は平均する時間の長さであり，実験では約 5

秒間に相当するサンプル数を用いた．センサ j を身に

つけた人の位置は，式（1）のコスト関数を最小化す

る i∗ の移動軌跡より求められる．

i∗ = argmin
i

(f1(i, j))

ただし，いずれかのセンサの観測が得られないときは，
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右辺の差分絶対値の代わりに小さな正の定数とする．

各 j に対して，移動軌跡 i を結び付けることにより，

センサ j を身につけた人の位置を知ることができる．

3. 4 角速度推定の信頼度に基づく結び付け

3. 4. 1 位置に基づいて角速度を推定する際の問

題点

対象の移動に伴う回転角速度を位置の時系列から求

めるため，位置ベクトルの２階差分を行っている．こ

のとき位置が一定の精度で観測されると仮定した場合，

対象の移動速度が小さい時には角速度の推定精度が低

下する問題がある．位置の１階差分により速度を求め

る際の典型的な様子を図 3に示す．図 3の円は位置計

測の誤差の標準偏差を表す．図 3 a) は速度が大きい

場合を表し，観測された位置に基づいて推定される移

動方向の誤差は一定以下に抑えられ，方向の標準偏差

も小さくなっている．これに対し図 3 b) は速度が小

さい場合を表し，位置が同じ精度で求められても方向

の標準偏差が比較的大きくなっている．移動速度が 0

に近づくにつれて位置計測の誤差がさらに大きくなり，

移動方向や回転角速度を精度良く推定することは困難

になる．

人がゆっくり歩く場合に，２種類のセンサで角速度

を推定した例を図 4に示す．位置の計測に基づく角速

度の推定値が後半に大きく変化し，角速度センサで計

測した角速度の値と大きく異なっていることが分かる．

3. 4. 2 角速度推定の信頼度を考慮した対応づけ

位置に基づいて角速度を推定する際の信頼性低下の

問題に対処するため，LRF より求められた角速度の

精度を評価し，式 (1)のコスト関数に対象の速度に応

じた重みを導入することを提案する．

f2(i, j) =
1

T

T∑
t=1

1

w(v)
|ω(i)

G (t)− ω
(j)
L (t)| (2)

ここで v は LRF で計測された対象の速度の大きさ，

w(v)は速度が vの時に LRFによって推定された角速

度の誤差の大きさを表しており，w(v) が大きいほど

観測の信頼性が低い．式 (2)では，両方のセンサで求

めた角速度の差分絶対値と，LRF の角速度推定の誤

差の比を表している．角速度の差が大きい場合でも，

LRFの角速度推定の誤差が大きい場合には w(v)が大

きくなり，角速度の差は結びつけに大きな影響を与え

ない．角速度の差分を評価する方法としては２乗誤差

も考えられるが，瞬間的に非常に大きな誤差が現れる

x(t)

Average velocity vector 

Standard deviation of 
relative position

x(t+1) x(t+1)
a) higher velocity b) lower velocity

Standard deviation of  the angle

x(t)

図 3 対象の位置から推定される対象の相対位置ベクトル
と角速度の推定標準偏差の関係．x(t) を固定した時
の速度ベクトルの誤差を示す．

Fig. 3 Relationship between standard deviation of

the estimated angular velocity and the relative

position that are estimated from observed po-

sitions. Error of relative velocity vector with

fixed x(t) is shown.

a) Trajectory. White circle represents current position of

the person.

-PI

0

+PI

 0  10

[ra
d/

s]

[sec]

Angular velocity
LRF
Gyro

b) Angular velocity

図 4 人がゆっくり歩く場合に計測された a) 移動軌跡お
よび b) 角速度の例．b) は LRF および身につけた
角速度センサを用いて推定された 10 秒間の角速度
の系列を示す．後半に一時立ち止まる時点があり，
LRF に基づく推定結果に大きな誤差が生じている．

Fig. 4 Example of signals produced for a low walk-

ing speed. a) Trajectory. The person stopped

once and changed direction. b) Estimated

angular velocity signals differed significantly

when the person stopped.

場合の影響を低減するため，差分絶対値を用いる．w

として以下の関数を用いた．

w(v) = sin−1 σL

v
(3)

σL は LRFによる位置推定の誤差の標準偏差を表す定

数である．式 (3)は位置の推定誤差および速度ベクト

ルの大きさと，角度の推定誤差との関係を表している

（図 5）．
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x(t)

Lv(t)
σ

standard deviation of θ

図 5 観測における標準偏差の関係．
Fig. 5 Estimation of standard deviation of direction

based on observed position

3. 5 実 験

ショッピングモール環境で提案手法の有効性を検証

した．環境内に現れるすべての人を LRFを用いて追

跡し，その中の２人が角速度および加速度センサを身

につけた．両者の信号を結び付けることにより，環境

内に現れた人の中で特定のセンサを身につけた人の位

置を推定できるかを検証した．

LRFは SICK製 LMS200を用い，人が身につける

角速度センサとして ATR-Promotions 製WAA-006

を用いた．WAA-006は３軸の角速度センサと３軸の

加速度センサの両方を内蔵している．センサは体の正

面の腰部に固定して計測を行なった．実験前に携帯デ

バイス中の時計をホスト PCに同期させる処理を行っ

た．その際には時刻設定コマンドを Bluetooth経由で

携帯デバイスに送る事により時刻を設定し，直後に設

定された時刻を読み取り，その誤差が 100msec 以下

になることを確認した．計測された角速度に対して，

実験前に静止時の値を計測して求めたゼロ点オフセッ

ト誤差を用いて補正を行った．スケール誤差について

は補正を行っていない．スケール誤差の影響について

は，５節で検証する．また，実験環境と設置した LRF

の配置を図 6に示す．図 6に設置した LRFの位置を

示す．

LRFと角速度センサを用いて推定された角速度

1人の人が歩く様子を LRFと身につけた角速度セン

サで計測し，両者で角速度を推定した結果を図 7に示

す．図 7 a) の実線が角速度センサによって推定された

角速度，点線が LRFによって推定された角速度を表

す．ほぼ相関した変化をする一方で，時々両者が大き

く異なる場合があることが分かる (t =60～70, 100～

110 など)．図 7 b) は同じ時間の速度の変化を表し，

特に速度の小さい区間を円で示した．図 7 b) で速度

が小さい区間では，図 7 a) で角速度の推定誤差が大

きいことが分かる．

買い物客が通り過ぎる中でセンサを身につけた人を

LRFs

図 6 実験環境．ショッピングモール内に配置した LRFの
位置を図中に示す．

Fig. 6 Experimental environment. The circles in the

photograph show the locations of LRFs.

-PI

0

+PI

 0  20  40  60  80  100  120  140

[ra
d/

s]

[second]

Angular velocity (LRF)
Angular velocity (Gyro)

a) Angular velocity computed using LRFs (dashed line)

and a gyroscope (solid line).

 0.0

 1.0

 2.0

 0  20  40  60  80  100  120  140

[m
/s]

Speed (LRF)

[second]

b) Walking speed using LRFs. When the person walks

slowly (dashed circles), the angular velocity estimates

differed significantly.

図 7 推定された角速度．上の図の実線が角速度センサに
よって推定された角速度，点線が LRF によって推
定された角速度を示す．

Fig. 7 Estimated angular velocities and velocities of

a user walking in the environment.
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Target person

LRFst=8 t=11

a) Observed trajectories using LRFs at t=8,11 [sec].

White circles represent current positions of pedestrians.

 0

 10

 0  10  20

c
o

s
t 
fu

n
c
ti
o

n

[sec]

target person

b) Computed matching cost functions (Eq.(2)) for all

people in the environment.

-PI

0

+PI

 0  10  20

[r
a

d
/s

]

[sec]

Angular velocity (LRF)
Angular velocity (Gyro)

c) Observed angular velocities of a person using both

LRFs and a gyroscope

図 8 (a) の矢印で示される人が身につけた加速度センサ
に対し，現れたすべての人の移動軌跡に対して式 (2)

のコストを求めた結果 (b)．センサを身につけた人
の軌跡に対するコストが最も小さい値を示している．

Fig. 8 Results for locating a person indicated by the

arrow in (a) who carries a wearable sensor.

The cost function is computed for all pedes-

trian and the solid line is the lowest value,

which means the person is clearly located.

識別

一般の買い物客が通り過ぎる中で，センサを身につ

けた人を識別した結果を図 8に示す．図は数人が環境

内を通り過ぎている約 20 秒間の部分を示した．図 8

b) は，ある人が身につけた加速度センサに対し，環境

内に現れた全ての人の移動軌跡について式 (2)のコス

ト関数を求めた結果であり，値が小さいほど相関が高

いことを示す．図中の実線は加速度センサを身につけ

た人に対する値を表し，点線はそれ以外の人の値を表

している．ほとんどの区間で実線が最も小さい値を示

しており，式 (2)の最小化の基準で正しい結び付けが

行われることが分かる．図 8 c) はその人物を観測し

た角速度を２種類のセンサで推定した結果を示す．両

者の変化はほぼ一致している．

信頼性を評価する重みを導入することの効果

 0

 10

 0  20  40  60  80  100  120  140

c
o

s
t 
fu

n
c
ti
o

n

[sec]

target person

a) Computed cost functions without weight term (Eq.(1)).

 0

 10

 0  20  40  60  80  100  120  140

c
o

s
t 
fu

n
c
ti
o

n

[sec]

target person

b) Computed cost functions with proposed weight term

(Eq.(2)).

図 9 速度に依存する角速度の観測の信頼性を考慮し，重
みを導入することの効果．a) 分散を平均値に固定し
た結果，b) 提案する速度に応じた評価を用いた結
果．提案手法では正しい対応づけ（実線）と他の候
補 (点線）との差が十分に開いている．

Fig. 9 Effect of introducing the weight term into the

cost function. When the cost function was

computed using the weight term (b), the per-

son could be distinguished from other people

very clearly.

移動速度に依存する角速度の信頼性を考慮すること

により，識別性が向上する様子を図 9に示す．図 9 a)

に式 (2)の重みを平均値に固定した結果を示し，図 9

b) に速度に応じた重みを用いた結果を示す．図中の実

線が正しい対応づけを行ったコストを表しており，角

速度の信頼性を考慮するコスト関数の導入により，他

の候補との差が全体的に大きくなり識別性が向上して

いる．図 9 a) ではセンサを身につけた人や他の人に

対するコスト関数が同じ値になっている場合が見られ，

識別が不安定になっている．これに対して図 9 b) で

は，余裕を持って正確な識別が行われることが分かる．

4. カメラとウェアラブル加速度センサの結
び付け

結び付けるセンサの観測がベクトル量の場合には，

他のセンサと最も相関関係の高い観測ベクトルの方向

成分を推定し，その方向での動きの相関性を評価する

ことが有効である．４節では，画像と人が身につけた

加速度センサの結び付けを例として，加速度ベクトル

の方向成分の中で両者の相関関係を最大化する方向を

推定し，結び付けを行う．具体的には，環境中のカメ

ラで観測された人の動きと人が身につけた３軸の加速

7
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 acceleration

video

correlationcorrelation

accelerometer

図 10 カメラとウェアラブルセンサの結び付け．身につ
けた加速度センサで計測された加速度と画素の輝
度値の変化の相関係数の絶対値を，画像上の色の
濃さで示した．

　 Fig. 10 Association of wearable sensor and video.

Computed absolute value of correlation func-

tion between acceleration from wearable ac-

celerometer and change of inensity of each

pixel in video.

度センサを結び付け，特定の加速度センサを持つ人の

画像領域を抽出する．人の体が動く方向やカメラによ

る観測の向き等の状況に応じて，正準相関分析を用い

て柔軟に加速度ベクトルの方向を選択して結び付けを

行う手法を示す．

4. 1 次元の異なる観測の結び付け

２人の人の動作をカメラと身につけた加速度センサ

で計測した様子を図 10 に示す．画像から人を検出す

る処理を行わずに各画素を独立なセンサと見なし，各

画素のフレーム間差分の時系列に対し，体の前後方向

の加速度成分の相関係数の絶対値を求めた．図 10 下

の左右の画像は，それぞれの人が持つ加速度センサに

対して求めた結果を表しており，画像上でセンサを身

につけた人の領域で顕著に高くなる結果が得られる．

しかし画素の輝度値は１次元の時系列であるのに対

し，３軸の加速度センサは３次元のベクトルを観測す

る．図 10 の例では前後方向の加速度成分のみを用い

たが，加速度センサの各軸を独立のセンサと見なして

結び付けを行う際には，相関関係が安定しない場合が

あり，人の動作方向の変化によっては結び付けが正し

く行われない問題がある．

一般には，人とカメラの位置関係や人の動きの向き

に依存して，最も効果的に計測できる加速度の方向が

存在すると考えられる．この方向を逐次推定すること

により，安定した結び付けが可能である．正準相関分

析を用いて結び付けに用いる加速度方向を推定する手

法を述べる．

4. 2 正準相関分析に基づくカメラによる観測と加

速度センサの結び付け

一般に p次元と q次元の観測がそれぞれ N個得ら

れているときの正準相関分析について述べる．データ

行列を次のように定義する．

X = [x1,x2, . . .xp]
T

Y = [y1,y2, . . .yq]
T

ここで X,Yの各行 xT
i (1 <= i <= p),yT

j (1 <= j <= q)は

N個のデータを並べたベクトルである．各行から N個

のデータの平均を引いたものを X̃, Ỹ とすると，X̃, Ỹ

に対する線形変換 a,bの中で，aT X̃ と bT Ỹ の相関

関係を最大化する変換を求めることが目的である．こ

れは正準相関分析により，正準相関係数

r(a,b) =
aTSXY b√

aTSXXa
√
bTSY Y b

(4)

を最大にする線形変換 a,bを求めることにより得られ

る．ここで

SXX =
1

N
X̃X̃T (5)

SY Y =
1

N
Ỹ Ỹ T

SXY =
1

N
X̃Ỹ T

であり，a,b の解を唯一にするため，以下の条件を

課す．

aT
i SXXai = 1 (6)

bT
i SY Y bi = 1

以上の条件を満たす a,bは特異値分解を用いて求め

られる．

S−1
XXSXY S−1

Y Y = AΛBT (7)

行列A,Bは直交行列，Λは対角行列である．A,Bの

１列目より正準相関ベクトル a,bが得られる．

正準相関分析を画像中の各画素の輝度値と３軸の加

速度ベクトルに適用し，最も相関関係の高い加速度方

向を求める．長さ N の画像系列が計測された各時点

での加速度センサの信号を以下のように記す．

X = [ax,ay,az]
T

8
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ここで ax は時刻 1 · · ·N の加速度の x 方向成分で

ある．

ax = [ax(1), · · · , ax(N)]T

(ax(t), ay(t), az(t)) は時刻 t に計測された加速度信

号を表す．輝度値の時系列は，Ix,y(t)を時刻 tの画素

(x,y)の輝度値とするとき，

Y = [Ix,y(1), · · · , Ix,y(N)]

と表される．Nを数秒間分のフレーム数に設定し，式

（7）により求められる変換によって，３軸の加速度セ

ンサと輝度値との相関関係を求める．これを逐次推定

し，両者の相関関係を最大化する方向での相関関係

（式（4））に基づく結び付けを行う．

各画素と加速度センサの正準相関係数の絶対値を求

め，しきい値以下の値の画素に対して係数を 0とする．

さらに収縮・膨張処理を行いノイズを除去する．領域

内の係数の平均値が最大となる領域に，加速度センサ

を結びつける処理を行う．

4. 3 実 験

4. 3. 1 画像領域と加速度センサの結びつけ

２人の動きをそれぞれ手に持った加速度センサで計

測し，同時に２台のカメラで撮影した（図 1と同様の

構成であり，カメラ２台を用いた）．加速度センサは

Analog Devices 社製 ADXL330 を用い，3 軸の加速

度を 70kHzで計測して Bluetoothを用いてサーバに

送信し，ビデオフレーム毎に平均を求めた．加速度セ

ンサの計測時のサンプリングレートは，カメラと同等

の 30 フレーム毎秒以上であれば十分である．カメラ

を用いて 30 フレーム毎秒で計測し，得られた画像系

列を 360× 240画素に縮小して各画素の輝度値の時間

差分を求めた．ここで高速なサンプリングレートを

相関を求める時間の長さ N は約 4 秒 (120 ビデオ

フレーム)とした．カメラ１で撮影した画像の例を図

11a) に示す．画像上の右側に人物１，左側に人物２

が写り，姿勢はそのままでそれぞれが加速度センサを

持って手を動かす様子を計測した．加速度センサは自

由な周期で振動させながら，動かす方向を変化させた．

振動の周期は毎秒１～３回の動きが見られた．

それぞれの人物に対して，観測した加速度ベクトル

の x, y, z 各方向の信号と画像の相関関係を求めた結果

を図 11b)に示す．図 11b)の上段は人物１の持つ加速

度センサに対する結果を示し，センサの x方向の変動

が，画像上の人物１の領域内の画素の変動と高い相関

関係を示した．一方で下段の人物２の持つセンサに対

する結果では，y, z 方向の変動が人物２の領域で高い

値を示した．図 11c)に提案手法に基づく結果を示す．

人物１，２いずれに対しても，加速度ベクトルの方向

が適切に選択され，対応する人物の領域で高い値を示

した．加速度センサの変動に対して，高い相関関係を

示す画像領域を求めることにより，特定のセンサを身

につけた人物と画像領域を結び付けることができる．

別の時点での様子に対して，加速度センサとカメラ

２の結びつけを行った結果を図 12 に示す．この時点

では人物の動きが図 11と異なるため，人物１は z 方

向，人物２が相対的には x方向の加速度が，対応する

画像領域内で高い相関関係を示した (図 12b)．従って

図中の人物１，２の画像領域と加速度センサを正しく

結び付けるためには，状況に応じて異なる加速度ベク

トルの方向を選択する必要がある．一方で，提案手法

では体の動きに応じて適切な加速度ベクトルの方向が

選択されるため，安定した相関関係が得られ，正しく

結び付けを行うことができる (図 12c)．

4. 3. 2 加速度ベクトル長を用いる手法との比較

提案手法を先行研究 [20] [21]で用いられている加速

度ベクトル長との正規化相関に基づく手法と比較を

行った．前節と同じ条件で計測を行い，2人が姿勢は

そのままで加速度センサを手に持って自由に振動させ

たり回したりして動かし，毎秒１～３回の様々な周期

的な動きが見られた．先行研究では加速度ベクトルを

画像上で推定するため，加速度センサを画像マーカに

取付けて camshift法によりセンサの位置を追跡した．

追跡の失敗が検出された場合にはその時点から再度追

跡を開始し，センサの画像上での位置を求めた．提案

手法では，最も高い相関を持つ画素が正しい結びつけ

を示す人の領域上にある場合を正解とした．その結果，

約 4 秒（120 ビデオフレーム）毎に結びつけを行い，

先行研究は 88%(15/17)，提案手法は 94% (16/17)の

正答率を得た．

先行研究の失敗した場合を調べたところ，センサを

動かす方向の急な変化などにより，マーカの追跡の失

敗を含む区間であった．画像上での対象の追跡に基づ

く手法では，画像特徴の追跡が失敗した場合には，結

びつけが失敗する問題があるが，提案手法は対象の追

跡に基づかない利点がある．一方で提案手法の失敗し

た場合は，両方の人の領域に高い相関を持つ画素があ

る場合であった．提案手法ではしきい値に基づく処理
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person 2 person 1

a) video data from camera 1

person1-x person1-y person1-z

Person1

person2-x person2-y person2-z

Person2

b) Binding camera 1 and each axis of acceleration vector.

person1-prposed person2-proposed

c) Binding camera 1 and acceleration vector based on the

proposed method.

図 11 手に持った加速度センサとカメラ１で撮影した動
画との結び付け．a) 画像上の人物１（右）および
人物２（左）．b) 上段: 人物１の持つ加速度センサ
の各方向成分の変動と，各画素の変動の相関関係．
x方向の変動は人物１の領域で高い値を示し，両者
は結び付けられる．下段: 人物２に対しては，y, z

方向の変動が高い値を示す. c) 提案手法に基づく
結果では，選択された加速度ベクトルの方向成分
と対応する画像領域は高い相関関係を示している．

Fig. 11 Binding wearable accelerometer of each per-

son and pixels in video (camera 1).

を行っており，しきい値の設定によって結果が影響さ

れる．

5. 考 察

信号の動きに基づく結び付け手法を様々な種類のセ

ンサに適用するため，3節および 4節では，1) 観測の

信頼性の評価，2) 多次元のセンサの柔軟な結び付けの

拡張を行い，有効性を確認した．

動きの同時性に基づく結び付け手法の問題点として，

完全に同じ動きをする対象を複数観測する場合には，

原理的に結び付けが曖昧になることが挙げられる．し

かし，例えば２人の動きを計測する場合に，数秒程度

の短時間に同じ動きをする事例は見られるが，長時間

に渡って完全に同じ動きをする事例は一般の条件でほ

ぼ見られない．従って，同じ動きをする対象の結び付

person 2 person 1

a) video data from camera 2

person1-x person1-y person1-z

person2-x person2-y person2-z

b) Binding camera 2 and each axis of acceleration vector.

person1-proposed person2-proposed

c) Binding camera 2 and acceleration vector based on the

proposed method.

図 12 別の時点でのカメラ２に対する結び付け結果．b)

人物の動きが図 11 と異なるため，加速度の異なる
方向成分が高い相関関係を示す．人物１は z 方向
が，人物２は相対的に x 方向が高い値を示す．c)

提案手法では，選択された加速度ベクトルの方向
成分と対応する画像領域はは安定して高い相関関
係を示し，この情報から加速度センサと対応する
画像領域を結び付けることができる．

Fig. 12 Binding wearable accelerometer of each per-

son and pixels in video (camera 2).

けの問題は原理的には問題となり得るが，実質上は計

測時間を長くすることにより解くことができる．

また３節では観測結果の信頼性が異なるセンサの結

び付けを行うために，観測の信頼性評価を導入した結

び付け手法の効果を検証した．LRF で求めた人物の

移動軌跡と身につけた角速度センサの結びつけの際

に，LRF を用いた角速度の観測の信頼性が下がるた

め，LRF による観測の信頼性を評価した結び付けを

行った．一般に異なるセンサの結び付けを行う場合に

は，状況に依存して急に計測値の分散が大きくなるセ

ンサなど，様々なセンサの特性を考慮する必要がある．

観測の信頼性を評価することにより，様々なセンサを

ロバストに結び付けられると考えられる．

多次元の観測ベクトルの柔軟な結び付けに関しては，

観測された対象の動きに応じて観測ベクトルの適切な

方向を逐次選択して相関関係を求めることにより，柔

10
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軟な結び付けを実現した．４節では加速度ベクトルの

方向成分を推定して結び付ける例を示したが，一般に

多次元の観測から相関関係の高い成分を求め，その成

分に注目した結び付けを行うことができる手法である．

4節の手法では，同一の画素で対象の動きが繰り返

し計測される場合に有効である一方で，対象が画像上

を一方向に移動してゆく場合には，対象の位置を推定

する手法との組み合わせが必要になる．また，正準相

関分析は相関関係を最大化する方向を１つ求める手法

のため，対象の動きが様々な方向に及ぶ場合には，多

数の方向の相関関係を抽出する手法への拡張を行う必

要があり，今後の課題である．

４節では人物の動きを複数のカメラで計測し，人物

が身につけたセンサと画像上の領域を結び付けた．こ

の結果より異なるカメラ上の人物をウェアラブルセン

サを介して結び付けることができる．多数のセンサで

観測された同一の対象を次々に結び付けることは，環

境中のセンサを用いた状況理解の基礎になると考えら

れる．

信号の同期

提案手法を適用する際には，複数のセンサの観測が

同期して得られることが重要である．特にウェアラブ

ルセンサや異なるネットワーク上のセンサを結び付け

る際に，伝送遅延が発生して時刻同期の問題が顕在化

する．今回の実験では，ウェアラブルデバイス上の時

計を LRFやカメラの観測を処理する PC上の時計と

事前に同期させた．伝送後のデータ到着の時刻では

なく，センサによる観測時に付加された時刻を用いる

ことにより，同期性を保って相関関係を求める処理を

行った．

複数のセンサの観測に時間シフトがあることを前提

として，特定の動きをすることにより時シフト量のキャ

リブレーションを行う手法 [24]や，結びつけと同時に

時間シフト量を求める手法が提案されており [20] [21]，

今後は厳密な同期性を仮定しない手法に拡張すること

は，実用性を高める上で重要な課題である．

同期誤差の影響の検証のため，３節のデータに対し

てウェアラブルデバイスの時刻にに+400～-400msec

の誤差を加え，各フレームでの結びつけの正答率の低

下を調べた．最も正答率が低下した場合には，式 (1)

に基づく手法では 91.0% から 84.8 % に低下した一方

で，式 (2)を用いた提案手法では 96.7% から 95.0%へ

の低下にとどまり，正しい結びつけが維持された．今

回は最大で９人同時に歩く条件での検証を行ったが，

さらに環境中を歩く人数が増えた場合に，影響を調べ

てゆく必要がある．

鉛直方向の推定誤差・角速度の計測誤差に関する考察

３節で提案した手法では，鉛直方向の近似的な推

定方法を用いた．また角速度センサの校正について

は，ゼロ値オフセット誤差の校正のみを行った．これ

らの近似的な手法による誤差の影響について考察す

る．はじめに鉛直方向の推定誤差の影響の検証のた

め，３節のデータに対して，推定された鉛直方向に対

して+30～-30 度の誤差を加え，各フレームでの結び

つけの正答率の低下を調べた．最も正答率が低下した

場合には，式 (1)に基づく手法では 91.0% から 89.5

% に変化した一方で，式 (2) を用いた提案手法では

96.7% から低下は見られず，正しい結びつけが維持さ

れた．次に角速度センサのスケール誤差の影響の検証

のため，同じデータに対して角速度の各軸に人為的に

スケール誤差を 0.8～1.2に設定し，同様に結びつけの

正答率の低下を調べた．最も正答率が低下した場合に

は，式 (1) に基づく手法では 91.0% から 89.2 % に

変化した一方で，式 (2)を用いた提案手法では 96.7%

から 0.1%の低下にとどまり，比較的大きなスケール

誤差を加えた場合でも，正しい結びつけが維持された．

結びつける対象が観測されない場合

今回の実験では，観測される人物のいずれかが加

速度センサを持っていると仮定し，観測の結びつけを

行った．計測期間内にセンサを身につけた人物が LRF

で計測されない場合等には，結びつけを行わない判断

を行う必要がある．基準として，どの人物に対しても

コスト関数が一定のしきい値以下にならない時には結

びつけを行わない方法が考えられる．その場合にはし

きい値の決定方法が問題となり，しきい値の変化に対

して結果が変わらないロバストな手法であることが重

要となる．そのためには，時間シフトの推定などによ

り正確な同期を得たり，歩行による体の振動の検出な

ど他の相関関係にも注目して組み合わせることなどが

有効と考えられ，今後の課題である．

6. お わ り に

本論文では，様々な異なる種類のセンサによる観測

を結び付けるための方法を提案した．様々な種類のセ

ンサで個別に計測された信号を互いに結び付け，それ

ぞれの対象のマルチモーダルな表現を作り出すことは，
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工学的な知覚システムにおける基本的な問題である．

この問題に対し，従来は対象の位置の相関に基づく結

び付け手法が主流であったのに対し，対象の動きの相

関に基づく手法を拡張し，これまでに結び付けること

が難しかった様々な種類のセンサの結び付けを行う手

法を提案した．特に本論文では，環境中に多数のセン

サを設置するセンサのネットワークと，人物が携帯す

るウェアラブルデバイスに搭載されたセンサの複数の

例で，提案手法の有効性を確認した．単独では位置を

求めることが難しい慣性センサを，提案する手法に基

づいて結び付けた結果を示した．

Albus [25]の提唱するように，人間の様々なモダリ

ティの入出力は情報処理の様々な階層で相互作用して

いると考えられる．今後は，異種や同種のセンサが多

様な階層で結び付けられ対象の表現を作り出すような，

柔軟な知覚システムの設計を目指してゆきたい．
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Abstract For artificial perceptual systems that make use of different kinds of sensors, it is necessary to

associate observations of from each target correctly to understand the situation. However, location-based

methods in previous studies are difficult to apply to sensors that do not measure locations directly. In this

paper, we focused on a new motion-based method that associates observations based on motion correlation

and propose general sensor association method to cover various kinds of sensors. We applied the proposed

method to two combinations of sensors including wearable sensors and confirmed the method robustly

associates many kinds of sensors.

Key words Accelerometer, Laser range finder, People Tracking, Perceptual binding problem, Sensor

fusion, Signal correlation


