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あらまし ユーザのライフスタイルや行動特性を表すユーザの移動手段や移動状況を記述した移動情報タグを，写真

などのコンテンツに自動的に付与する移動情報タグ生成システムを提案してきた．しかしながら，移動手段や移動状

況を推定するため，携帯端末上のGPSを用いた常時測位を行うと，消費電力が大きく携帯端末では測位できる時間が

限られてしまうという問題があった．そこで，本研究では携帯端末上の GPS より消費電力が少ない加速度センサを

用いて常時測位を行い移動状態を推定する．推定した移動状態の変化に合わせて GPS で測位を行うことにより，携

帯端末上での電力消費を削減することを目指す．本手法では，SURFを用いて加減速の推定を行った．携帯端末によ

り取得した実データを対象とした実験により，本手法は 84%の精度で加減速を推定できることを示した．
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Abstract We proposed a system to annotate photos on moving objects that are defined as user’s transportation

mode and scene. In our system, to estimate those status, mobile devices constantly obtain the user’s coordinates

using GPS. However, we may have to consider the issues that those devices that need high power consumption

have a limitation of availability. Therefore, we propose a method to estimate the user’s transportation mode and

scene using the acceleration sensors which require less power consumption than the GPS on a mobile device. To

reduce power consumption on mobile devices, we perform recalculating the GPS positioning according to user’s

transportation mode.
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1. は じ め に

近年，携帯電話等の位置情報を取得する GPS機能を持つモ

バイル機器が普及している．自分の位置を簡単に取得すること

が可能な機器の普及により，個人の位置情報を記録することが

容易になった．それに伴い，位置情報を用いた様々なサービス

やコンテンツが普及している．Webサービスや GPSの普及に

よって位置情報が付与されたコンテンツも増加している．例え

ば，Flickrのような位置情報付きの写真投稿サイトや位置情報

のついた Twitterのツイート，Google Latitude といった位置

情報共有サービス，Google MapsといったWeb地図サービス，

Life-X などのライフログがあげられる．タグがメタデータとし

て付与されたコンテンツの例のひとつとして，写真があげられ

る．Flickrには，2011年 8月時点で 60億枚以上の写真がアッ

プロードされている．しかし，写真などのコンテンツに対して，

ユーザの行動などの詳細な情報や写真撮影時のユーザの状態を

ユーザが手動で付与することはユーザにとって負担である．こ

の課題に対して，我々はユーザの移動の軌跡を GPSで観測し

たデータを用いることで，鉄道上におけるユーザの移動手段や

移動状況を記述したタグを自動的に生成し，写真にそのタグを

付与する移動情報タグ生成システムを提案してきた [1]．

自動的にコンテンツに移動手段などを含んだタグを付与する

ことで，移動手段ごとにコンテンツを集めることが可能となる．

特定の移動手段のタグが付与されたコンテンツを分析すること

で，移動手段の特性の分析が可能となる．また，ユーザが作成

したコンテンツからタグを分析することでユーザのライフス

タイルの分析をすることが可能となる．しかし，携帯端末上の

GPSを用いた常時測位が必要なシステムでは，GPS測位にお

ける消費電力が大きいという課題がある．GPS 測位における

消費電力が大きいという課題は，一般的な GPSによる常時測

位を必要とするシステム [9]において重要な課題である．

そこで，本論文では，移動情報タグ生成システムにおける携

帯端末上での GPSの測位回数を削減することによって消費電

力を削減する手法を提案する．本手法では，減速時にのみGPS

を起動することによってGPSの測位回数を削減する．また，減

速の推定には GPSよりも消費電力が小さい 3軸加速度センサ

を用いる．

3軸加速度センサを用いて減速を推定するための課題として，

ユーザの携帯端末の保持姿勢は，時間と共に変化することが

あげられる．携帯端末の 3軸加速度センサは XYZ軸毎に加速

度を計測する．XYZ軸は携帯端末の向きによって決定される．

携帯端末の保持姿勢が異なることによって，3軸加速度センサ

から計測されるそれぞれの軸毎の加速度の値が異なり，これら

は姿勢により値の意味するところが異なる．電車の移動中に測

定される主な加速度とは進行方向と同じ軸に計測される加速減

速に伴う加速度，鉛直方向軸に計測される重力加速度である．

重力加速度は携帯端末の向きによって XYZ軸のいずれかの軸

で計測することができるが，携帯端末の向きが変化することに

よって重力加速度が計測される軸が変化する．加減速に伴う加

速度も重力加速度と同様に，携帯端末の向きが変化することに

よって計測される軸が変化する．そのため，本手法では端末の

保持姿勢の変更を加速度センサデータから推定し，保持姿勢が

変化していない状態のデータを加減速の推定に使用する．

また，3軸加速度センサは携帯端末に作用している加速度を

XYZ 軸に分解して計測する．加減速を検出するため，携帯端

末の向きが異なる加速度データを数値の大きさで比較すること

は困難である．そのため，本手法では加減速を推定するために，

3軸加速度センサの値に対して SURF [10]を適用する．SURF

の特徴として，回転とスケールの変化に対してロバストな特徴

量を得ることができる．そのため，これらにロバストな特徴量

を加速度データから得ることができ，携帯端末の向きが異なる

データに対しても比較を行うことが可能となる．過去に測定し

ておいた電車の加減速時の加速度センサデータの SURF 特徴

量と常時測位によって計測された加速度センサデータの SURF

特徴量の類似度を計算することで加減速の判定を行う．

2. 移動情報タグ生成システム

我々はコンテンツにひもつけるタグとして位置情報タグ，移

動情報タグ，行動情報タグの 3種類のタグ，および移動情報タ

グを自動的に生成しコンテンツに対して付与するシステムを提

案した [3]．我々の提案してきたシステムで生成される移動情報

タグは，対象とする事象が起きた時のユーザの詳細な移動手段

や，詳細な移動経路，移動状態，移動時間情報を表すタグであ

る．移動中の移動手段，例えば，鉄道やバスといった移動手段

や，より詳細な路線名や道路名，移動方向，通過地点，停止時

間，移動時間，移動経路などといったものが移動情報タグに記

述される．

しかし，移動情報タグ生成システムの課題として，携帯端末

上の GPSを用いた常時測位に必要な消費電力が大きく，携帯

端末では測位できる時間が限られてしまうという課題がある．

携帯端末上での GPS測位における消費電力が大きいという課

題は移動情報タグ生成システム固有の課題ではなく，携帯端末

上で GPSを用いて常時測位を行うサービスやアプリケーショ

ンの問題となっており，GPS測位における消費電力を削減する

研究が行われている [2] [8] [7]．本論文では加速度センサを用い

て電車の減速の検知に伴い，GPSの測位を開始することで減速

時以外での GPSの測位回数を削減するための手法を提案する．

3. 提 案 手 法

本手法は，電車が駅に停車する際に減速するという特徴から，

加速度センサを用いて電車が減速したことを検出する．そして，

減速の検出に伴い，GPS での測位を開始し移動情報タグの生

成を行う．電車が減速していない状態では加速度センサでの常

時測位を行う．本手法の流れを図 1に示す．本手法では，最初

に加速度センサの値がユーザの携帯端末の保持姿勢によって変

化するため保持姿勢変更の検知を行う．保持姿勢変更の検知に

よって，この後の進行方向軸推定において加速度センサの保持

姿勢が安定した状態の加速度センサデータを使用することを保

証する．次に現在の加速度センサデータに対して SURF を適

用し，過去の加減速時の加速度データと SURF 特徴量の比較



図 1 提案手法の流れ

図 2 保持姿勢変更時の加速度のグラフ

を行うことで加減速の推定を行う．最後に減速と判定された場

合には GPSデータの取得を開始する．

3. 1 保持姿勢維持検知

ユーザの所持する携帯端末は保持姿勢が固定されていないた

めセンサの方向が移動中に変更される可能性がある．携帯端末

に搭載されている 3軸加速度センサは，携帯端末の向きに依存

しているために携帯端末の向きによって加速度センサが計測す

る値が変化する．そのため，本手法では携帯端末の保持姿勢が

変更されていないことを検出し，加減速の推定を行う．

電車に乗車しているユーザの携帯端末の保持姿勢の変更は，

姿勢の変更や，鞄などへの携帯端末の出し入れであると考えら

れる．これらの保持姿勢の変更の際に，加速度の値の変化が大

きくなるなど，加速度センサの値は特徴的な値となる．

図 2 に保持姿勢変更時の加速度センサ値の例を示す．図 2で

は 2400ms 付近で保持姿勢の変更を行なっている．そのため，

2400ms 前後で Z 軸の値が非常に大きく変化している．また，

X軸や Y軸の値も同時に大きく変化している．この例では，手

で持っていた端末をポケットにしまうという行動によって保持

姿勢が変更されている．このように，非常に短い時間で大きな

加速度の変化が起きることが保持姿勢変更の特徴である．

本手法では，池谷らの研究 [5] で利用されていた重力ベクト

ルの推定手法を適用し，重力ベクトルを求める．そして，過去

に計測していた加速度センサの重力ベクトルと現在の重力ベク

トルとの差がしきい値を超えた場合に，保持姿勢が変更された

と判定を行う．重力ベクトルは，加速度センサに常に 1Gの重

力がかかることを利用し，一定時間幅での XYZ軸の平均ベク

トルと推定する．重力ベクトルは以下の式から算出される．

VG(t) =

t∑
i=t−WG

V (i)

WG
(1)

式中のWG は一定時間の幅を表す．VG(t)は時刻 tでの重力

ベクトルを表す．V (t)は 3軸加速度ベクトルを表す．本手法で

は，短時間での加速度の変化を計測するために時間幅を 2秒と

して重力ベクトルの推定を行なっている．(WG = 2)

3. 2 SURFを用いた加減速推定

本研究では，一定のウィンドウサイズ内の加速度センサデー

タに基づいて，電車に乗車しているユーザの加減速を判定する．

加減速の推定を行うために，本手法では加速度センサデータに

対して SURFを適用する．SURFを適用するため，3軸加速度

センサを 3次元データ (X 軸，Y 軸，Z 軸)とし，さらに 2次元

の画像に変換する．2次元の画像 In は In(x座標，y 座標，輝

度)の 3次元のデータからなる．本手法では，画像 I の 3次元

データとして，I0(X 軸，Y 軸，Z 軸)，I1(Y 軸，Z 軸，X 軸)，

および I2(Z 軸，X 軸，Y 軸)の 3つの画像を生成する．ここで，

I0(X 軸，Y 軸，Z 軸)の画像は，回転させることにより (Y 軸

，X 軸，Z 軸)の画像と同じになるため，そのような画像は生成

していない．また，それらの画像において加速度センサデータ

の取得時刻が隣り合うものを直線で結ぶ．図 3に作成した 2次

元配列データを画像として出力したものを示す．輝度は加速度

センサデータの値を 0～255の値に正規化したものを使用する．

生成する画像のサイズは 512× 512のグレースケール画像であ

る．また，点と点の間に引かれる直線の輝度は 2つの点の輝度

の平均とする．SURFの特徴としてスケールに対しても不変な

特徴量を算出できるために正規化した座標を用いる．

次に，SURF を適用した加速度センサデータと複数の正解

データの SURF特徴量と比較をおこなう．正解データとは，加

減速の正解が判明している加速度データである．加速度センサ

データと正解データの類似度を SURF特徴量を用いて計算し，

類似度が高い，正解データの加減速を加速度センサデータの加

減速の推定結果とする．

3. 3 GPSデータの取得

SURFを用いた減速の検知に伴い，GPS での常時測位を開

始する．これは，駅付近でのユーザの移動軌跡に基づいて移動

情報タグを生成するため，ユーザが駅に到着する前から GPS

の測位を開始する必要があるためである．電車の減速が行われ

た場合，駅への停車や通過が行われる可能性が高い．減速を検

知した際にGPSの測位を開始することによって，常時GPSで

測位を行うよりも測位回数を減らし，携帯端末上での GPS測

位による消費電力を削減する．



図 3 加速度データから生成された画像

4. 実 験

SURFを用いた加速度センサデータに対する加減速推定の推

定精度を評価するための実験を行った．

本実験では，加減速が判明しているデータ群の中から一つの

加速度センサデータを抜き出す．そのデータから一定のウィン

ドウサイズ分だけ切り出したデータをウィンドウ位置をずらし

ながら生成する．それらを実験対象データとする．残りのデー

タ群を正解データとする．実験対象データそれぞれに対して本

手法を適用し，正解データと SURF 特徴量を比較し，推定を

行う．これらの手順をデータ群内のすべてのデータが実験対象

データとなるまで繰り返す．そして，推定結果と正解データの

加減速を比較し，正解データと一致する割合を推定精度とする．

実験には，携帯端末（Xperia SO-01B，AndroidOS 2.1-

update1）に搭載された加速度センサを用いた．携帯端末に

搭載された加速度センサの値を端末上で動作する記録用のアプ

リケーションで数値データを保存した．

実験データを取得するため，ズボンのポケットに入れた状態

で携帯端末を保持し，実際に浜松，掛川間を走行する電車に複

数回乗車し，普通電車に合計 1時間乗車して記録された加速度

センサデータの中の加減速時のデータを使用する．実験データ

は電車の加速時の 10個のデータと減速時の 10個のデータを使

用する．本実験では，手法の推定精度を評価するため，正確な

データを取得可能なように，データを取得する際は携帯端末の

表 1 SURF を用いた加減速推定の推定精度

windowsize(秒) 加減速一致数 加減速不一致数 推定精度

10 378 203 0.65

20 294 99 0.75

30 196 45 0.81

40 104 22 0.84

保持姿勢は固定しておく．

本実験では，加減速が判明しているデータ群の中から一つの

加速度センサデータを抜き出す．そのデータから一定のウィン

ドウサイズ分だけ切り出したデータをウィンドウ位置をずらし

ながら生成する．それらを実験対象データとする．残りのデー

タ群を正解データとする．実験対象データそれぞれに対して本

手法を適用し，正解データと SURF 特徴量を比較し，推定を

行う．これらの手順をデータ群内のすべてのデータが実験対象

データとなるまで繰り返す．そして，推定結果と正解データの

加減速を比較し，正解データと一致する割合を推定精度とする．

4. 1 実験結果と考察

電車加減速時の SURF を用いた加減速推定精度の実験結果

を表 1に示す．表 1の windowsizeとは実験対象データから切

り出すデータの幅である．windowsize の単位は秒である．加

減速一致数とは，正解データの加減速と推定結果の加減速が一

致していた総数である．加減速不一致数とは，正解データの加

減速と推定結果の加減速が一致していなかった総数である．ま



図 4 時刻が大きく異なるが値が近い場合の画像

た，表 1の推定精度とは，加減速一致数と加減速不一致数の割

合である．推定精度はウィンドウサイズが 40秒の時に 84%と

なっている．推定精度はウィンドウサイズが 20 秒と 30 秒と

の間では，約 6%の差がある．しかし，30秒と 40秒の間では

推定精度の差が約 3%と 20秒と 30秒の精度の差よりも小さく

なっている．SURFを用いる際に使用するデータの量を増加さ

せることによって推定精度が向上していくという傾向が見られ

る．このような傾向が見られる原因として，3次元の加速度セ

ンサデータを 2次元のデータに変換していることが考えられる．

ウィンドウ毎の加速度センサデータを 2次元画像に変換する際

に，ウィンドウサイズを広くすることで多くのデータを用いて

画像を作成することができる．多くのデータを使用し画像を作

成することによって，作成した画像上にプロットされる点の数

が増加し，多くの SURFの特徴点を得ることができる．また，

ウィンドウサイズを広くとることによってウィンドウサイズが

狭い場合に比べてウィンドウ内の加速度データの分散が大きく

なり，輝度の濃淡の変化する座標が多くなり，得られる特徴点

の数が増加する．このようにウィンドウサイズを広くすること

で，多くの SURFの特徴点を得ることが可能となり，推定に使

用する特徴量がより実験対象データの波形を表すものとなる．

推定に失敗した加速度センサデータの例として，駅近くの電

車のレーン変更時の加速度センサデータがある．電車のレーン

の変更時は進行方向と異なる横方向への大きな横揺れが加速

度センサデータに計測されてしまう．レーンの変更を伴わない

加減速時の加速度センサデータでは，主に重力加速度と加減速

時の加速度を加速度センサが計測したものである．そのため，

レーンの変更を伴わない加減速時の加速度センサデータでは横

方向への揺れの加速度は小さい．しかし，電車のレーンの変更

時の加速度センサデータは横方向への横揺れの加速度は大きく

なる．加速度センサデータがこのようにレーンの変更時とレー

ンの変更を伴わないデータで異なっているために正しく推定で

きない．

本手法の課題として，加速度センサデータの時刻の情報を 2

次元画像上に表現できていないことがあげられる．本手法では，

時間情報を画像上の点と点をつなぐ線分として表現している．

しかし，加速度センサデータ同士の取得時間が大きく離れてい

るデータについて加速度の値が近い場合，画像上でそれらの

データが距離的に近くに配置されてしまう．これは，加速度セ

ンサデータ内にデータの数値が他のデータと大きく異なるデー

タが少数存在する場合に発生する．これを解決する方法として

は，加速度センサデータの軸の値を RGBとし，軸を時刻とし

た画像データを生成する方法が考えられる．別の解決策として

は，時刻毎に現在の手法で画像を生成し，それらの特徴量の変

化をとることで時刻を表現する手法が考えられる．

4. 2 加減速推定を用いた場合のGPSの消費電力

加減速推定の実験結果を用いて，携帯端末上の GPS取得に

必要となる消費電力の削減の評価を行う．消費電力の削減は，

１秒間隔でGPSの取得を行った場合と本手法を用いてGPSの

取得を行った場合の GPS取得回数によって評価する．加減速

推定の実験結果は，4.1節の実験において最も推定精度が高い

とされたウィンドウサイズ 40秒の結果を利用する．本手法で

は，減速と判定された時刻から電車が停止するまで，１秒間隔

で GPSの取得を行うものとする．実験データは，加減速推定

実験に用いたものを使用する．実験の結果，1 秒間隔で GPS

を取得した場合と比較して，本手法は約 70.4%取得回数を削減

できた．よって，本手法は移動情報タグ生成システムにおいて

GPS取得に必要となる電力を削減できることが示された．

5. 関 連 研 究

加速度センサを用いて GPSの常時測位を必要とするアプリ

ケーションやサービスの消費電力を削減する研究として肥田ら

の研究 [2] がある．肥田らの研究では，携帯電話に搭載された

GPS と地磁気センサ，加速度センサを用いて歩行者の位置測

位を行なっている．歩行者の進行方向を GPSを用いて検出し，

歩行者が直進している間は加速度センサと歩数計によって現在

位置を推定する．歩行者の進行方向の変化は地磁気センサの磁

束密度を用いて検出を行う．歩行者の進行方向が変化した場合

には，再度 GPSを用いて進行方向の検出を行い，進行方向と

歩数計によって相対位置の推定を行う．また，GPSの測位誤差

に対しては，測位誤差を弾性ばねの変位として扱うばねモデル

を適用することで進行方位誤差を補正している．肥田らの実験

の結果，GPSでの消費電力を 80%削減できた．

肥田らの研究と本手法とは，対象となるユーザが異なる．肥

田らの研究では歩行者を対象としているが，我々の提案手法で

は電車に乗車しているユーザを対象としている．また，使用す

るセンサも異なり，我々の提案手法では，加速度センサとGPS

のみを使用している．

加速度センサのみを用いて歩行者の位置を推定する研究とし

て村松らの研究 [4] がある．村松らの研究では，屋内等の GPS

の利用が困難なエリアでの測位を目的として GPSを用いない

歩行者測位手法の提案を行なっている．使用するセンサとして



は，携帯電話上に搭載された加速度センサと地磁気センサを利

用する．村松らの研究では，センサを体に固定することなく歩

行者の相対位置を推定している．歩行の特性から観測される加

速度は進行方向と鉛直方向を含む平面上に分布すると仮定し，

その平面と磁北との角度を求めることで進行方向を求めている．

進行方向と歩数計，一般的な歩幅から相対位置を求めている．

実験の結果，被験者 16人の移動軌跡のうち 14人の被験者の軌

跡で平均 0.5（rad）を超える進行方向の誤差が見られた．また，

重力ベクトルの推定誤りによる誤差の傾向が確認されている．

我々の提案手法では，GPSで測位を行わず加速度センサのみ

で測位を行なっている時間が存在する．村松らの手法を利用す

ることで，GPS で測位を行なっていない状態でも詳細な位置

情報を取得することが可能になると予想される．我々のシステ

ムにおいて，GPS を使用せずに詳細な位置情報を取得するこ

とで GPSの消費電力をさらに削減することが期待できる．

GPSの測位間隔を変更することによってシステムの消費電力

を削減する研究としてKjaergaardらの研究 [6] がある．Kjaer-

gaardらの研究では，携帯端末を追跡するシステムにおける携

帯端末に搭載された GPSの測位間隔を変更することによって

携帯端末の消費電力を削減する手法を提案している．携帯端末

で GPSを測位した際に，携帯端末に搭載された加速度センサ

を用いて端末が移動しているか判定を行う．携帯端末が移動し

ていると判定された際には GPSで取得した緯度経度の値をシ

ステムのサーバに送信する．携帯端末が移動していないと判定

された際には，次に携帯端末の移動が検知されるまで緯度経度

のサーバに送信せず，GPS の測位も行わない．携帯端末から

サーバに緯度経度の値を送信する際には，スケジュール機能に

よって最適なスケジュールの決定を行う．最適なスケジュール

は，GPSの誤差範囲，携帯端末の移動速度，端末モデルによっ

て決定される．端末のモデルは携帯端末における GPS受信に

かかる通信の遅延と GPSの電源をオフにするまでにかかる時

間を計測することによって作成する．端末に最適なスケジュー

ルを作ることによって GPSの測位の回数を減らすことで携帯

端末の消費電力の削減を行なっている．

Kjaergaard らの研究はユーザが移動していないことを利用

して，GPSの測位による消費電力を削減しているが，本手法で

は，電車に乗車しているユーザが対象であるため，ユーザが常

に移動しているような状況でも消費電力の削減が可能である．

6. まとめと今後の課題

本論文では，移動情報タグ生成システムにおける携帯端末上

での GPSの測位を削減することによって消費電力を削減する

手法を提案した．SURFを用いた加減速推定の評価実験を行い

推定精度が約 84%であった．また，ウィンドウサイズを広げる

とともに精度が高くなる傾向が見られた．加減速推定の実験結

果を用いることによって，本手法は１秒ごとに GPSを取得す

るよりも消費電力を約 70%削減可能であることが示された．

今後の課題としては，電車以外の移動手段への本手法の適用

や 3次元データからの特徴量の取得方法の改良，本手法の高速

化があげられる．加速度センサデータから生成される画像は，

加速度センサデータの時間情報を 2次元画像上に表現すること

は難しい．そのため，加速度センサデータ同士の取得時刻が大

きく離れているデータがあったとしても加速度の値が近い場合

には，画像上で距離的に近くに配置されてしまう．このことか

ら時刻情報をより考慮した画像を生成する手法や，時刻情報を

類似度の計算に取り込む必要がある．本研究では，移動情報タ

グをリアルタイムに生成することを目指すため，高速な加減速

の判定手法が必要となる．しかし，本手法は，SURFを利用し

ているため，加減速を判定するための処理時間が長いため，本

手法を移動情報タグ生成システムに適用するためにはより高速

に判定を行えるように本手法をより高速化する必要がある．こ

れを実現するため理想的な加減速時の加速度データを，大量の

加減速時の加速度データから抽出することで判定に使用する正

解データの数や，生成された画像の SURFの特徴点を削減し、

特徴量の比較を高速に行う手法や，ノイズとなる画像の排除を

することで加減速判定に使用する画像を削減することが上げら

れる．１つの加速度センサデータに対して 3枚の画像が生成さ

れるが，3枚の中にはノイズとなってしまう画像が含まれる．3

軸加速度センサの軸の中で重力加速度と同じ軸のデータは，ほ

とんど加速度が変化しないために，その軸を座標にした場合に

は大きな変化がない画像が生成される．このように，生成され

たすべての画像を使用するよりも，その画像の中からより加速

度センサデータを表す画像を選択することが必要となる．
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