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スマートフォンを活用した
屋内混雑センシングの実装と評価
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概要：スマートフォンの普及に伴い，歩行者向けのナビゲーションが広く利用されてるようになっている．
日常的に多くの人々が往来する地下街や商業ビルなどにおいて，各地点の混雑状況を把握することができ
れば，ユーザの状況に応じた移動支援などが可能になり，ナビゲーションシステムの利便性が大幅に向上
することが期待される．我々の研究グループでは，スマートフォンに内蔵されたマイクおよび加速度セン
サを用いて端末保持者の周囲の雑踏音およびユーザ自身の歩行動作をセンシングすることで，周辺の混雑
状況を推定する手法を提案してきた．しかし，これまでは音による混雑判定と加速度による混雑判定を独
立に実施していたため，例えば双方の判定に矛盾が生じた場合の対処法などを検討していなかった．本稿
では，それらの判定結果を融合させ，統合的な判定を行う方法に改善すると共に，新たに商業施設内での
フィールド実験を行った結果を報告する．

1. まえがき

て，監視カメラ等の映像を用いた人流推定手法がこれまで
数多く提案されている [2], [3]．こうした映像ベースのト

スマートフォンの普及に伴い，GPS や WiFi 測位等を用

ラッキング手法を応用すれば，各エリアにおける歩行者の

いた歩行者向けのナビゲーションサービスが広く利用され

密度の推定が可能になると考えられるが，監視範囲が限ら

るようになっている．目的地までの最短ルートを案内する

れていたり，死角の存在などの課題も多い．一方で，一定

従来のナビゲーションサービスに加えて，近年では，雨の日

数の協力者の存在を前提としたいわゆる参加型センシング

に地下街など屋根があるルートを優先的に提示したり，大

の仕組みを用いて，WiFi 測位等により得られる位置情報

きな荷物を運ぶユーザに対して階段をなるべく避けるルー

をモバイル端末から集約することで，群集の存在分布を推

トを案内するなど，地図情報を最大限に活用することで，

定することも考えられるが，推定精度は協力者数に大きく

ユーザの状況に応じた利便性の高いナビゲーションが実現

依存するほか，協力者の数と分布情報を収集するだけでは

されている [1] ．一方，主要駅周辺の地下街やイベント会

混雑の程度やそれにともなう歩きやすさなど，本研究が対

場など多くの人々が往来する場所では，目的地までの経路

象とするような混雑特徴の把握は困難である．また，近隣

の混み具合によって所要時間が大きく変化する．また，身

のモバイル端末間で Bluetooth による無線通信を行い，受

体的障害を抱える人々や，乳幼児を同伴し移動に負担が伴

信電波強度のばらつき等をもとに群衆の密度を推定する手

う人々に対しては，混雑したエリアを避けるルートを案内

法 [4] も提案されているが，同様に歩行流の速度や歩きや

するなど，より安全な移動方法を提示できることが望まし

すさなどを把握することは難しい．

い．車両向けのナビゲーションシステムにおいては，一般

これらに対し，我々はスマートフォンに内蔵されたマイ

に，VICS 等の路側機や車両プローブ情報から収集される

クおよび加速度センサを用いて混雑時の雑踏音及びユーザ

渋滞情報を考慮してルートが決定されているが，歩行者ナ

の歩行動作をセンシングすることで，地下街など日常的に

ビゲーションでは，こうした経路上の混雑状況がルート案

多くの人々が往来する環境において，エリアごとの混雑状

内に反映されていないのが現状である．

況をリアルタイムに推定する手法について研究してきてい

ショッピングモールや地下街といった公共空間における

る [5], [6]．一般に，多数の通行人で混雑した通路では，周

群衆の動きを高い精度でトラッキングすることを目標とし

囲の群衆の流れに合わせて移動を行う必要があるため，歩
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行時の 1 歩ごとの時間間隔 (ステップ間隔) が平時と比べ
て増大する傾向がある．また，通路の交差点など複数の人
の流れが交わる地点では，異なる方向へ向かう人との衝突
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を避けるため，歩行時のステップ間隔のばらつきが一時的

軽減に向けた都市計画の支援を目指している．Ear-phone

に大きくなる．さらに混雑時には，雑踏音や周囲の人の会

は，環境音の大きさを分析することで対象領域内の状況認

話音によって，環境音の低周波成分が増大する．これに対

識を行うという点で，提案手法との関連性があるが，提案

し我々は，Android 端末を用いた予備実験を通じ，混雑推

手法では音と加速度変化による混雑の推定を主題としてお

定に有効なセンサ特徴量を明らかにし，それに基づき加速

り目的が異なる．また，事前実験を通じて，混雑情報に応

度と音声の２つのセンサデータに対する混雑分類アルゴリ

じた特徴が表れやすい周波数帯を明らかにし，それに基づ

ズムを設計している．しかし，より多様な環境を考えた場

き推定アルゴリズムを設計するなど [8] とは全く異なるア

合，加速度および音のいずれかが誤判定を起こすことも少

プローチを採用している．

なからず考えられる．特に混雑時の動作検出については混

これらに対し，提案手法では，スマートフォン端末の複

雑特性をより詳細に把握することができる一方で，混雑を

数のセンサを用いて周辺の混雑状況に応じた人の動きの特

すり抜けて歩行する人については非混雑と判定してしまう

徴や環境をセンシングし，環境内の複数の端末から収集さ

などの可能性も考えられ，また行動センシングであること

れた情報をサーバー上で集約・統合することでエリアごと

から個人差も出やすい．また，音は個人差が少なく面的な

の混雑状況を判定する．環境内を歩行する人の動きを分析

センシングが可能である一方で，混雑特性を詳細に分類す

の対象とすることで，人の密度に加え，エリア内の歩きや

るには不向きである．そういった異なる特性を有する情報

すさや移動に要する時間といった詳細な状況の把握が可能

源からの判定を相補的に組み合わせることで精度向上につ

となる．また加速度情報やマイクといった端末に内蔵され

なげられる可能性がある．

たセンサのみを用いて混雑度を推定するため，文献 [4] の

そこで，本研究では加速度による判定と音声による判定

手法のように周囲の端末との通信を必要せず，サービスへ

を融合する方法について検討を行っている．それに基づ

の参加率が低い環境においても個々の端末上で周辺の混雑

き，大阪駅周辺の駅地下街および商業施設などの屋内空間

情報を推定することができる．インフラや歩行者によるレ

において，Android 端末を用いたフィールド実験を行った

ポートに依存せず，市販のモバイル端末から取得可能なセ

ので，その結果を報告する．その結果，各被験者の周辺の

ンサ情報のみを用いて群衆の密度および移動の振る舞いを

混雑状況を平均約 73 ％の正解率で認識できることを確認

認識する手法は，我々の知る限りではこれまでに提案され

している．

ていない．また，提案手法のアプリを導入した各携帯端末

2. 関連研究
監視カメラやセンサ機器といったインフラに依存せず，

によるセンシング結果をサーバ上へ集約し，複数クライア
ントの推定結果を多数決アルゴリズムに基づき統合するこ
とで，一部の端末による外れ値の影響を軽減し，さらなる

市販の携帯電話端末を用いて群衆の密度を低コストに推定

精度向上を実現している点も [4], [7] といった既存手法と

する手法も検討されている．文献 [4] では，近隣のモバイ

は異なる．

ル端末間で Bluetooth による無線アドホック通信を行い，
通信範囲内の端末数や受信電波強度のばらつきをもとに，

3. 混雑検出のアーキテクチャと混雑定義

ユーザ周辺の群衆の密度を推定しているが，端末単体での

本章では，まず提案手法で用いる混雑情報の定義につい

混雑情報の把握は難しい．文献 [7] では，携帯電話端末間

て述べ，その後システム全体のアーキテクチャおよび推定

で音声ビーコンによる通信を行うことにより，環境内に存

方法について説明する．

在する端末の数を高精度に推定する手法を提案しており，
端末数が多い環境でもロバストな推定を行うことができる

3.1 混雑情報の定義

が，移動に負担を伴う人々に対して歩きやすい経路を案内

群衆密度の低い空間では，ある方向に進む歩行者が，他

するハンディキャップナビゲーションや，目的地までの正

の歩行者の行動にほとんど影響されることなく，自分に

確な所要時間の予測を実現するためには，群衆の密度に加

合った速度や経路で移動することが出来る．しかし歩行者

えて，人の流れのスムーズさなど，群衆の動きの特性まで

の密度が高くなるにつれて，他の歩行者との干渉により速

把握できることが望ましい．既存の群衆密度推定手法は，

度や方向を変える機会が増え始め，最終的には群衆の一員

環境内の人の数や密度のみを推定の対象としており，上記

として周囲の歩行者と同じ速度で歩くようになる．文献 [9]

のような詳細な状況把握は難しい．

では，群衆密度の増加と歩行速度の関係が分析されており，

モバイル端末に内蔵されたマイクから取得される音声情

群衆密度が増加するに伴い，歩行者の歩行速度の自由度が

報を用いて，位置や環境の認識を行う試みも盛んに行われ

低下し，流れが一様になることが示されている．同文献よ

ている．Ear-phone [8] では，携帯電話端末を用いた参加

り，歩行者密度が 1.0 人/m2 未満の場合には，元の歩行速

型センシングによって都市部における騒音情報を収集し，

度の 75〜80%程度の歩行速度で移動が可能である．しか

その結果を地図上へマッピングすることで，騒音公害の

し，群衆密度がさらに増加すると，急激に歩行速度が低下
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(a) 群衆密度 (低)

(b) 群衆密度 (中)

(c) 群衆密度 (高/直線)

(d) 群衆密度 (高/交差)

図 1 群衆密度の分類

し，群衆密度が 2.5 人/m2 の場合には，元の速度の 20%程

よび群衆密度 (高) の 3 つのカテゴリを判別する．これら 2

度となる．歩行者密度が 2.5 人/m2 以上になると集団転倒

つのセンサによる判別結果を組み合わせることで，クライ

などの事故の危険性が高まる．

アント周辺の混雑状況の推定を，群衆密度 (低)，群衆密度

これらの知見に基づき，本論文では，単位面積当たりの
歩行者の数 (群衆密度) を基準として，クライアント周辺
の混雑状況を以下のカテゴリに分類する．
群衆密度 (低)

(中)，群衆密度 (高/直線)，群衆密度 (高/交差) の 4 つのカ
テゴリに分類する．
システムは，スマートフォン上で動作する１台以上のク
ライアントと，センシングされた混雑情報を集約するクラ

群衆密度が 1.0 人/m 未満 (図 1(a))
2

ウドサーバから構成される．クライアントは，加速度セン
サから 20 ミリ秒毎に計測値を取得し，過去一定期間の計

群衆密度 (中)
群衆密度が 1.0 人/m 〜2.5 人/m (図 1(b))
2

2

測値の履歴を端末上で分析を行い，またマイクから継続的
に周辺音を取集し，20 ミリ秒を 1 フレームとした周波数成

群衆密度 (高)
群衆密度が 2.5 人/m 以上 (図 1(c))
2

分解析を行うことで，クライアント周辺の混雑状況を分類

また文献 [10] では歩行者の流動の際，交差の有無によっ

する．加速度情報および音声情報をもとに混雑度および移

て生じる負荷について分析が行われており，複数の群衆が

動状況を推定するための特徴量とアルゴリズムについては

すれ違う際には小さな負荷が生じ，動線が交差する際には

4 章で説明する．

大きな負荷を生じることが指摘されている．そのため歩行

また，各クライアントは継続的に加速度をモニターして

者の動線が多く交差するような場所は，危険性が高く，歩

いるため，これを PDR にも用いることで，歩行軌跡情報

行時の快適性が低いといえる．このため，目的地までの所

が得られる [11]．WiFi などを用いた測位とこの PDR を併

要時間に基づく経路案内や，経路上の歩きやすさを考慮し

用することで，おおよその位置情報を得ることができるた

たハンディキャップナビゲーションにおいては，空間内の

め，提案アーキテクチャではそのような位置情報を前提と

人の密度に加えて，群衆の移動の振る舞いの把握が求めら

し，各クライアント i は，各時刻 t における位置情報と混

れる．この観点から，提案手法では，個々の歩行者の移動

雑推定結果の組 (pi,t ，ci,t ) を携帯電話網または WiFi ネッ

方向の差を基準として，歩行流の交差が起こりやすい群衆

トワークを通じて定期的にサーバへ送信する．

密度 (高) をさらに以下の 2 つのカテゴリに細分化する．

サーバ上では，クライアント群から収集したローカルな

ここで，エリア内の歩行者間の移動方向の差 Θi を小さい
K(K − 1)
順に並べたものを Θ1 ，Θ2 ，…，Θw (w =
)と
2

混雑推定結果を，位置情報をもとにエリアごとに集約する

する．このとき，⌈0.7w⌉ 番目の要素 Θs が 45°未満の時

する．エリアは，必要とされる混雑情報情報の粒度に応じ

群衆密度 (高/直線)，45°以上であるとき，群衆密度 (高/

て，各エリアのサービス提供者によって人為的に定義され

交差) と定義する．群衆が図 1(c) のようにほぼ一定の方向

るものとし，各エリアのサイズは端末の位置推定精度に比

へ向かって移動している群衆密度 (高/直線) に対して，同

べて十分に大きいものと仮定する．なお，通路の道幅が変

図 (d) のような群衆密度 (高/交差) では異なる方向へ向か

化する地点や，改札・階段等のある場所においては，混雑

う人々との衝突が発生する可能性が高いため，より歩きに

状況が局所的に大きく変化することが想定される．混雑情

くく，歩行に困難が伴う人々にとって危険度の高い状況で

報の推定精度を高めるためには，建物の構造を考慮し，同

あると考えられる．

一エリア内の混雑情報が可能な限り均一となるようにエリ

ことで，各エリアにおけるリアルタイムな混雑状況を推定

アを定義することが望ましい．それぞれのクライアントに

3.2 システムの概要

よる混雑推定結果には，端末の保持方法等に起因する加速

提案手法では，クライアントが取得した加速度情報を

度のノイズや人の動きの個人差によって誤差が生じる可能

用いて群衆密度 (低・中)，群衆密度 (高/直線)，群衆密度

性があるが，提案手法では，このようにサーバ上で多数の

(高/交差) の 3 つのカテゴリの判別を行う．一方，音声情

クライアントのセンシング結果を集約することで，個々の

報に基づく混雑推定では，群衆密度 (低)，群衆密度 (中) お

クライアントの誤差が最終的な混雑推定精度に与える影響
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の軽減を図る．複数のクライアントから収集した混雑推定
結果を統合し，エリアごとの混雑情報を推定するアルゴリ
ズムについては 4.6 節で述べる．
以上により推定したエリアごとの混雑情報情報を，目的
地までの移動時間の予測や歩行者ナビゲーション，対象領
域全体の混雑状況の可視化といったアプリケーションに応
用することを想定している．

4. 音声と加速度情報の併用による混雑判定
手法
4.1 加速度情報による特徴量の定義

(a) 密度 (低)

(b) 密度 (中)

(c) 密度 (高)

図 5 群衆密度別での環境音のスペクトログラム

方向加速度は，フィルタ前に見られた加速度の微小なばら
つきが軽減されていることが確認できる．
歩行時には，地面から足が離れる瞬間に鉛直方向上向き

モバイル端末を保持する歩行者の行動に応じたセンサ情

の加速度が最大になることが知られている．そこで提案手

報の特性を調べるため，加速度センサの計測値を収集する

法では，鉛直方向加速度のピーク値を発見することで歩行

Android アプリケーションを実装し，大阪市営地下鉄御

時のステップを検出する．

堂筋線梅田駅周辺の地下街エリアにおいて Android 端末

(Nexus S) を用いた予備実験を実施した． 1 名の被験者が

4.3 音声情報による特徴量の定義

実験用端末を体の前方に把持した状態で，各混雑状況にお

Android 端末を用いて，移動中の周囲の環境音を端末に

いて，それぞれ約 100 分間歩行し，移動中のセンサ計測値

内蔵されたマイクによって収集し，得られた音声データに

のログを 20 ミリ秒毎に収集した．

FFT を適用し，各周波数成分の振幅スペクトルを調べた．

それぞれの混雑状況におけるステップ間隔の時間変化を

3 通りの混雑状況における 1 分間の環境音のスペクトログ

図 2 に示す．群衆密度 (低・中) 時と群衆密度 (高/直線) 時

ラムを，図 5 に示す．同図では，横軸が時間，縦軸が周波

におけるステップ間隔に着目すると，いずれもステップ間

数，色調が各周波数成分の振幅を表している．なお，FFT

隔のばらつきが比較的小さいことが分かる．一方，群衆密

のフレームサイズは 20 ミリ秒とした．

度 (高/交差) 時にはステップ間隔が時間とともに大きくば

上記の結果より，群衆密度が高くなるにつれ，10kHz 以

らついている．これは，異なる方向に向かう人々との衝突

下の周波数帯において赤色の領域が増加し，大きな振幅ス

を避けるために，一時的に歩行速度を落としたり，立ち止

ペクトルが観測されていることが確認できる．また，4kHz

まったりする動作に起因している．また，群衆密度 (高/直

以下の周波数成分の振幅スペクトルの平均を図 4 に示す．

線) 時および群衆密度 (高/交差) 時には，群衆密度 (低・中)

群衆密度が高いほど，雑踏音や人の会話音といった環境ノ

時に比べてステップ間隔が平均的に長くなっている．この

イズが大きくなるため，各周波数成分において振幅スペク

ように，混雑時には，周囲の人の流れに合わせて歩行する

トルが増加している．特に 0[Hz] から 2000[Hz] の周波数帯

ため，歩行速度が平時と比べて低下する傾向がある．提案

では，群衆密度によって振幅スペクトルに大きな差が表れ

手法では，これらの知見に基づき，加速度情報から検出し

ている．提案手法では，これら知見に基づき，過去 1 分間

たステップ間の時間間隔を特徴量として混雑状況の分類を

の環境音から 0[Hz] から 2000[Hz] の周波数成分を抽出し，

行う．

これらの周波数帯における振幅スペクトルの総和を混雑推
定のための特徴量として利用する．

4.2 ステップ間隔の検出
提案手法では，はじめにセンサ計測値に対して移動平均

4.4 加速度情報による混雑度推定アルゴリズム

フィルタを適用することで，加速度データのノイズを軽減

ステップ検出アルゴリズムにより推定したステップ間隔

している．端末を手に把持して歩行した際の鉛直方向加速

を利用し，クライアント周辺の混雑状況を群衆密度 (低・

度の時間変化の移動平均前と後をプロットしたグラフを図

中)・群衆密度 (高/直線)・群衆密度 (高/交差) の 3 つのカ

3 に示す． 同図より，加速度センサから取得される計測値

テゴリに分類するため提案手法では，歩行速度と歩行リズ

には，端末の微小な振動等に起因する小さなノイズが含ま

ムの 2 つの特徴量に基づき，混雑状況を 3 つのカテゴリに

れていることが分かる．こうしたノイズに起因してステッ

分類する．ここで，予備実験の結果をもとに算出した群衆

プの誤検出や検出漏れが発生することを防ぐため，移動平

密度 (低・中), 群衆密度 (高/直線), および群衆密度 (高/交

均フィルタを適用し，加速度データのノイズを軽減する．

差) におけるステップ間隔の累積確率を図 6 に示す．

提案手法では，新しい加速度サンプルが取得されるたび，

群衆密度 (低・中) 時には 80 ％以上の割合でステップ間

過去 10 個の加速度サンプルを利用して移動平均を算出す

隔が 0.6 秒 以下となっているのに対し，群衆密度 (高/直

る．図 3 において，移動平均フィルタを適用した後の鉛直

線) 時および群衆密度 (高/交差) 時には，その割合が約 30
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図 2 混雑状況別のステップ間隔の遷移

図 3 歩行時の鉛直方向加速度

図 6 ステップ間隔の累積確率

図 7 音声特徴量の累積確率

歩行速度

表 1 混雑度推定ルール
歩行リズム
混雑状況

NORMAL

NORMAL

群衆密度 (低・中)

NORMAL

IRREGULAR

群衆密度 (低・中)

SLOW

NORMAL

群衆密度 (高/直線)

SLOW

IRREGULAR

群衆密度 (高/交差)

％程度となっており，混雑状況に応じて，ステップ間隔の
分布が大きく異なっている．そこで，歩行速度については，
過去 N 歩の歩行動作の中でステップ間隔が 0.6 秒未満と
なる割合が 80 ％ 以上であるとき NORMAL, それ以外の
とき SLOW とラベル付けする．また，群衆密度 (高/交差)
時には，群衆密度 (高/直線) 時に比べて，ステップ間隔が

0.8 秒以上 3.0 秒未満 となる頻度が高くなっている．これ
は，異なる方向に向かう人々との衝突を避けるため，一時
的に歩行速度を落としたり，立ち止まったりする動作に起
因している．そこで，歩行リズムについては，過去 N 歩
の歩行動作の中で，ステップ間隔が 0.8 秒以上 3.0 秒未満
となる割合が 20 ％ 未満であるとき NORMAL, それ以外
のとき IRREGULAR とラベル付けする．新たなステップ
が検出されるたびに過去 10 回 (N =10) のステップ間隔を
もとに歩行速度および歩行リズムをそれぞれ 2 つのカテゴ
リに分類し，表 1 の推定ルールに基づき，クライアント周
辺の混雑状況を推定する．

4.5 音声情報による混雑推定アルゴリズム
提案手法では，過去 1 分間の環境音データに対して FFT
を適用することで，周波数ごとの振幅スペクトルを求め，

0〜2kHz のスペクトル値の総和によって特徴量を定義す
る．ここで，予備実験で収集した 100 分間の音声データを

1 分ごとに分割することで 120 個の環境音データを生成し，
特徴量の累積分布を求めた結果を図 7 に示す．
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図 4 振幅スペクトルの平均値

図 8 フィールド実験の様子

群衆密度のカテゴリに応じて，特徴量の分布に大きな違
いが表れていることが分かる．そこで提案手法では，予備
実験で収集した環境音情報を学習データとして利用し，一
般的な機械学習アルゴリズムの 1 つである K 近傍法 [12]
を用いて，環境音の特徴量から混雑状況のカテゴリを判別
するための分類器を構成する．クライアント端末で観測さ
れた環境音データから前述の特徴量を抽出し，この分類器
に入力することで，クライアント周辺の混雑情報カテゴリ
を端末上でローカルに推定することが可能である．

4.6 エリア内の混雑推定結果の集約
クライアント上で得られた加速度/音声情報に基づく混
雑推定結果は，それぞれ，定期的にサーバへアップロード
される．サーバ上では，クライアント群から収集した過去

T 秒間の混雑推定結果の履歴をもとに，以下のような多
数決アルゴリズムによって，エリアごとの混雑情報を推定
する．ここで，過去 T 秒間にクライアント i によって出
力された，加速度または音声情報に基づく混雑推定結果の
集合を Ui = {(pi,1 , ci,1 ), (pi,2 , ci,2 ), . . . , (pi,n , ci,n )} とし，
これらのうちエリア Ak 内で観測されたものを Ui,k ⊆ Ui

とする．また，Ui,k ̸= φ となるような各エリア Ak におい

て，クライアント i によって最も多く観測された混雑情報
カテゴリを c̃i,k とする．提案手法では，過去 T 秒間にエ
リア内を通行したすべてクライアントによる混雑推定結果

{c̃i,k |Ui,k ̸= φ} を集約し，最も多くのクライアントで観測

された混雑情報カテゴリを，エリア Ak の最終的な混雑推
定結果とする．以上のような多数決アルゴリズムを適用す
ることで，各エリアにおいて，加速度情報に基づく混雑情
報カテゴリ (群衆密度 (低・中)，群衆密度 (高/直線)，群衆
密度 (高/交差)) および音声情報に基づく混雑情報カテゴ
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表 2 混雑推定結果の統合ルール
加速度による推定結果

表 3 加速度情報に基づく混雑推定精度
集約前 (%)

(低・中)

(高/直線)

(高/交差)

低

低

低

→集約後 (%)

推定結果

(低・中)

(高/直線)

(高/交差)

(低)

73.9 → 86.7

22.7 → 12.2

3.4 → 2.1
10.5 → 4.9

音声に

(低)

よる

(中)

中

中

中

実際の

(中)

69.2 → 85.1

20.3 → 10.0

推定結果

(高)

判定不能

高/直線

高/交差

状況

(高/直線)

15.4 → 10.3

72.8 → 81.4

11.8 → 8.3

(高/交差)

13.8 → 5.4

17.9 → 12.3

68.3 → 82.3

リ (群衆密度 (低)，群衆密度 (中)，群衆密度 (高)) をそれ

であり，右側が集約後の値である．なお，表の中の対角成

ぞれ求める．

分が，混雑推定結果の正解率に対応する．
まず群衆密度 (低)，(中)，(高/直線)，(高/交差) におけ

4.7 加速度/音声情報に基づく混雑推定結果の統合
最後に，加速度および音声情報による混雑推定結果を，

る，単一クライアントによる混雑推定精度はそれぞれ 74
％，69 ％，73 ％，68 ％となり，いずれの混雑状況におい

表 2 のルールに基づき統合することで，各エリアの混雑

てもクライアント周辺の混雑情報を高い精度で推定できる

推定結果を群衆密度 (低)，群衆密度 (中)，群衆密度 (高/直

ことが分かった．また，すべての混雑状況を考慮した平均

線)，群衆密度 (高/交差) の 4 つのカテゴリに分類する．な

混雑推定精度は 71 ％ となった． また 4.6 節のアルゴリズ

お，加速度情報に基づく混雑推定結果と音声情報に基づく

ムを用いて統合した後の結果は，各混雑密度別に，87 ％，

混雑推定結果の間に矛盾が生じた場合には，原則として，

85 ％，81 ％，82 ％となり，すべての混雑状況を考慮した

音声情報に基づく混雑推定結果を優先する．5 章で議論す

平均混雑推定精度は 83 ％ となった．上記の結果から各ク

るように，混雑状況に応じた歩行動作の変化の仕方は，個

ライアントで独立に混雑推定を行った場合と比べて平均約

人によって異なる可能性がある．こうした個人差の影響を

10 ％改善している．このことから，多数のクライアントに

受けにくい，音声情報に基づく推定結果をより信頼するこ

よる混雑推定結果を集約することによって，個人差等の影

とで，混雑推定のロバスト性の向上を図っている．ただし，

響により一部のクライアントで発生する混雑推定誤差の影

加速度に基づく推定結果が群衆密度 (低/中) となり，音声

響を軽減し，エリア内の混雑情報をよりロバストに推定す

に基づく推定結果が群衆密度 (高) となった場合には，前

ることが可能となっている

述の 4 つの混雑情報カテゴリへの分類が困難であることか
ら，判定不能とする．

5. フィールド実験

5.2 音声情報に基づく混雑推定
5.1 節と同様に，音声情報に基づく混雑推定結果の混同
行列を表 4 に示す．縦の列が実際の混雑状況，横の列が混

混雑推定の精度を検証するため，8 名の被験者がそれぞ

雑推定結果に対応し，セルの値がそれぞれの混雑状況にお

れ Android 端末 (Nexus S) を保持し，大阪市営地下鉄御

いて各クライアントが出力した混雑推定結果の割合 (%) を

堂筋線梅田駅改札前を起点とする通路，および屋内商業施

表しており，矢印の左側が 4.6 節のアルゴリズムを用いて

設の通路において，各混雑状況別に約 100m の経路を最低

集約する前の値であり，右側が集約後の値である．なお，

40 回以上歩行した．図 8 は実験中の様子である． 端末上

表の中の対角成分が，混雑推定結果の正解率に対応する．

では提案手法の混雑推定アルゴリズムを実装したアプリ

まず群衆密度 (低)，(中)，(高/直線)，(高/交差) におけ

ケーションを動作させ，加速度センサおよび音センサの計

る，単一クライアントによる混雑推定精度はそれぞれ 76

測値のログを収集した．このとき，各被験者は端末を手で

％，70 ％，75 ％，74 ％となり，いずれの混雑状況において

体の前方で保持するものとした． 以上の実験により得られ

もクライアント周辺の混雑情報を高い精度で推定できるこ

た各クライアントの混雑推定結果を 3.1 節で定義される実

とが分かった．また，すべての混雑状況を考慮した平均混

際の混雑状況と比較し，正解率を評価した．また，8 名の

雑推定精度は 74 ％ となった． また 4.6 節のアルゴリズム

被験者が常に同一のエリアにいると想定し，すべてのクラ

を用いて統合した後の結果は，各混雑密度別に，84 ％，77

イアントによる混雑推定結果を 4.6 節のアルゴリズムを用

％，81 ％，76 ％となり，すべての混雑状況を考慮した平

いて統合した場合の正解率についても評価を行った．

均混雑推定精度は 80 ％ となった．上記の結果から各クラ
イアントで独立に混雑推定を行った場合と比べて平均約 6

5.1 加速度情報に基づく混雑推定

％改善している．上記の結果から多数のクライアントによ

加速度情報に基づく混雑推定結果の混同行列を表 3 に示

る混雑推定結果を集約する場合，加速度情報に基づく混雑

す．縦の列が実際の混雑状況，横の列が混雑推定結果に対

推定に比べ，音声情報に基づく混雑推定では，複数のクラ

応し，セルの値がそれぞれの混雑状況において各クライア

イアントから収集した混雑推定結果を統合することによる

ントが出力した混雑推定結果の割合 (%) を表しており，矢

精度改善は見られなかった．これは，加速度情報に基づく

印の左側が 4.6 節のアルゴリズムを用いて集約する前の値

混雑推定とは異なり，近隣のクライアントによる混雑推定
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表 4 音声情報に基づく混雑推定の精度
集約前 (%)

推定結果

→集約後 (%)

(低)

(中)

(高)

(低)

75.6 → 84.1

16.3 → 11.3

8.1 → 4.6

実際の

(中)

15.8 → 12.7

69.9 → 76.7

14.3 → 10.6

状況

(高/直線)

11.9 → 5.3

15.7 → 13.3

75.4 → 81.4

(高/交差)

10.8 → 8.2

15.4 → 15.4

73.8 → 76.4

表 5 加速度および音声情報に基づく混雑推定の精度
推定結果

(低)

(中)

(高/直線)

(高/交差)

(不明)

(低)

84.1 ％

11.3 ％

0.5 ％

0.1 ％

4.0 ％

実際の

(中)

12.7 ％

76.7 ％

1.1 ％

0.5 ％

9.0 ％

状況

(高/直線)

5.3 ％

13.3 ％

66.3 ％

7.0 ％

8.1 ％

(高/交差)

8.2 ％

15.4 ％

8.7 ％

63.4 ％

4.4 ％

結果に差が生じにくいことがその理由として考えられる．

(a) 非収集時
(b) 音収集時
図 12 音収集による消費電力

ルの差を調査したところ，最大で 0.09[dB] 程度であった．

5.3 加速度および音声情報に基づく混雑推定結果の統合

これにより比較的影響は少ないと考えられるが，5.4.1 小節

加速度情報による推定結果および音声情報による推定結

の端末所持の場合よりは影響が大きい．ただし，推定結果

果を，4.7 節のアルゴリズムによって，統合した結果を表 5

から群衆密度による振幅スペクトルの違いは，大きさに違

示す．加速度および音声による混雑推定結果を統合するこ

いはあるものの，変化の傾向は同じである．そのため，端

とにより，各混雑状況をそれぞれ 84%，77%，66%，63%の

末に合わせたモデルを作ることで精度を上昇させることが

精度で判別できていることが分かる．また，すべての混雑

できると考えられる．

状況を考慮した平均混雑推定精度は 73 ％ となり高精度な

5.4.3 消費電力に関する調査

推定を確認できた．

提案手法では，各端末は加速度センサと音センサを用い
てデータの収集を行い，そのデータをサーバ上へ送信して

5.4 現実環境における性能影響要因

いる．精度向上のためには多くのセンサデータを必要とし，

5.4.1 端末姿勢の差異の影響

多くのセンサデータを得るためには，出来る限り常に本研

今回のフィールド実験では，図 9 のように端末を手で持

究のアプリケーションを起動していることが望ましい．そ

ちながら混雑センシングを行った．しかしながら実際に利

のために，消費電力の大きさは，長時間の利用に関して大

用することを想定した場合，例えばポケットやカバンの中

きな課題となる．また，本研究のアプリケーションは，現

など，手に保持していない場合も多いと考えられる．その

在屋内位置推定で一般によく利用されている Wi-Fi 測位手

場合，マイクによる音情報の取得に影響があることが考え

法や PDR との併用を考えているため，新たに利用するも

られるため，手で持つ場合とポケットに入れる場合で，音

のとして，音センサによる環境情報の収集がある．そこで，

情報の取得にどの程度影響が生じるか調査を行った．

本稿では，音センサによる情報収集を行った場合の消費電

図 10 は，実環境の２つの群衆密度において，手で持った
端末とポケットに入れた端末の両方で同時に音データを取

力についての調査を行った．
今回消費電力の調査に Android アプリケーションである

得し，周波数ごとの振幅スペクトルを示したものである．

PowerTutor を使用した．図 12 は，音情報収集時と非収集

各群衆密度において，手で持つ場合とポケットで持つ場合

時の消費電力について調査した時の結果である．音情報の

の振幅スペクトルの差を調査したところ，最大で 0.05[dB]

収集を行っていない場合と行っている場合において，５分

程度であった．これにより比較的影響は少ないと考えら

間の消費電力を調べたところ，音情報の収集時は非収集時

れる．そのため，そのままでも十分に利用できると考えて

に比べ 27[mW] 程度の増加が確認できた．この結果から，

いる．

音情報の収集時の消費電力に関しては，それほど大きくな

5.4.2 端末の種類

く，十分に利用できるものだと考えられる．

本研究では，フィールド実験に利用した NexusS の他に，

HTC の端末を使い，音情報の取得にどの程度影響が生じ
るか調査を行った．

6. あとがき
本研究では，スマートフォンを活用した屋内環境におけ

図 11 は，実環境の２つの群衆密度において，Android

る混雑センシング手法を提案した．群衆密度に応じた人間

NexusS と HTC Sensation の２つの端末で同時に音データ

の歩行動作と周囲の環境音の特徴を事前実験に基づきモデ

を取得し，周波数ごとの振幅スペクトルを示したものであ

ル化することで，スマートフォンに内蔵された加速度セン

る．各群衆密度において，端末の違いによる振幅スペクト

サおよびマイクから得られる測定情報をもとに，クライア
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図 9 フィールド実験における端末保持方法

図 10 保持姿勢の違いによる
振幅スペクトルの差

ント周辺の混雑状況を推定する手法のフィールド実験を紹
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