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研究開発の背景及び目的 

センサネットという考え方が浸透し、すでに様々なセンサが開発され利用されている。次世

代のセンサ利用のあり方として、より多くの情報を同時に扱えるように複数のセンサをネットワ

ーク化することは、新しい技術を生み出すうえで有効だろう。しかし、それを実現するためには、

高度なデータ処理技術をセンサネットと組み合わせる必要がある。本研究は、従来定量的記

述が困難だった人間や動物の行動を対象として、複数センサ由来の時系列情報をデータマイ

ニング[1]手法の一つであるニューラルネットワークを用いて解析することにより、身体の動き

や行動パターンの検知と判別を可能とするシステムを開発することを目的としている。 

具体的には、今日存在している多種多様なセンサの中から、どのような原理で作動するセ

ンサを選んで組み合わせればよいのか、また、どのような種類のパラメータをデータとして用

いて分析すればよいのか、を明らかにすることを目的としている。それらが明らかになれば、

北海道であれば畜産業界・競走馬生産で問題となっている病気の予防や早期発見の技術に

活用が可能である。人間であれば特定の行動パターンを検知することで、福祉系アプリケー

ションへの活用やセキュリティ系のアプリケーションの活用など、様々な活用フィールドが考え

ることが可能になる。 

開発されたシステムは北海道・日本での活用は当然であるが、様々な生物が示す事象へ

の応用が可能であることから、日本以外でも利用の可能性は大きい。そのような背景からも、

いち早く取り組みを行い技術シーズや知見といった知財を確立していくことが重要と考えてい

る。 

 

研究内容 

本研究では、主に以下の2つのパートに分けて研究を行うことによって、センサデータ＋デー

タマイニングにより行動パターンの識別を試みる。 

・ データ収集パート：様々な行動、パラメータ、センサを用いてフィールド実験を行う。 

・ データ解析パート：計算機を用いて、センサデータより行動パターン解析を行う 
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[データ収集パート] 

 センサを室内に配置して、人間が行動する際のデータを収集する。収集する際には、様々な

パラメータ(センサデータ、室内環境パラメータ(例:温度、湿度など)、を取得しておくことが重要で

ある。その状態における行動パターンがセンサデータ群に出現する可能性があり、その部分を

分析することにより、行動パターンを識別できるものと考える。 

取得するパラメータは多岐にわたるが、効率的に行うために、後述するデータ解析パートに

よる結果のフィードバックを行い、取得すべきパラメータに反映させる。 

実験風景は、ビデオカメラで録画し、センサデータとの照らし合わせができるようにし、センサ

データはデータベースに蓄える様にし、デジタルデータとして各種解析が行いやすい構成にす

る。 

２００５年７月より、札幌国際大学の学生を被験者として人間行動に関連するデータ蓄積を行

った。実験は、札幌国際大学内の運動用の施設を使って合計１０人の被験者によるデータ取得

を行った。 

 

今回の実験の主なテーマとして人間行動とセンサ情報の関連性の調査とそのセンサデータ

の特異点を抽出することで、行動をある種パターン化することにあった。そこで、実験被験者に

は、今回利用した防犯用の３ｃｈ赤外線センサを用いて、あらかじめ規定された行動をセンサに

対して行い。アングルと距離と行動の種類の３つの条件を組み合わせデータの取得を行った。 

 

以下の表１に実験で行った条件一覧を示す。 

 

表１． 条件一覧 

行動の種類 センサからの距離 センサへのアングル 

歩行からの立ち止まり 

歩行からの椅子への座り 

歩行からのうつぶせ寝 

 

１ｍ 

３m 

６ｍ 

９ｍ 

１２ｍ 

直行  ２種類 

水平  ２種類 

対角線 ２種類 
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今回の実験には下図のように、赤外線パッシブセンサをアナログ出力できるようにカスタマイズ

したものを活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１． システム構成 

 

 
写真１． 札幌国際大学に設置したセンサシステムと実験スペース 

 

センサの特性上、温度や湿度変化について考慮する必要がある。そこで、温度や湿度の変

化によって、行動パターンの波形の変化の検証を行ったところ、目視の上で、波形パターンに

カスタマイズ済み
パッシブセンサ 

センサ設置高さは
2.5m 程度 

＜システム構成＞ 
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はほとんど影響しないことを確認し、その前提で実験を行った。 

上記写真は実際に実験を行った体育施設のものである。温度や湿度の変化に注意を払い、

全ての行動を３台のビデオカメラで記録を行った（センサは床から２．５ｍの位置に調整）。 

 

 

＜実験測定に関して＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２． 実験フィールド 

実験準備） 

① センサを中心として、左右 10m を計測して、目印をつける 

② ラインから垂直に 12m・9m・6m・3m・1m に目印をつける 

③ それぞれのポイントを左右 10m のラインを引く 

（青ライン：実験の際にはライン上で行動する） 

④ 左右 10m に引いたラインより、垂直にラインを引く、青ラインとの交点に目印をつける 

（赤ライン：実験の際には、青ラインとの交点にて指定のアクションをしてもらう） 

→ アクションポイントと呼ぶこととする 

⑤ アクションポイントにおくための椅子を一脚用意する 

（アクションに座るがある場合には設置を行う） 

 

左右 10m

上から見た図 

12m 

9m 

6m 

3m 

1m 

左 5m 右 5m

LED は正面に来
るように設置 

スタート位置 
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写真２．×印のアクションポイントの設置 

実験手順） 

実験は一人づつ行うものとする。図２の青ラインを基準とし、左側をスタート地点として長さ20 mの

青ライン上を歩行する。 

実験の際には、被験者以外がセンサの検知エリア内に入らないように注意をする。 

 

１． 左側：スタートポイントから青ライン上にしたがって歩行を行う 

２． 左側：第１のアクションポイントにて、規定行動を行う（静止５秒程度） 

３． 右側：第２のアクションポイントにて、規定行動を行う（静止５秒程度） 

４． 左側から 20 m 地点の青ラインの終点を終了地点とする（終了後５秒程度静止） 

 

※左側を 1 番目・右側を 2 番目のアクションポイントとする。以下のアクションを行ってもらう（「静

止」は 5 秒程度。「座る」は、用意した椅子に座り、「寝る」はうつぶせ寝とする）。 

 

アクションポイントで行う規定行動は、以下の組み合わせとする。 

① 立ち止まる・座る 

② 立ち止まる・寝る 

③ 座る・寝る 

④ 座る・立ち止まる 

⑤ 寝る・立ち止まる 

⑥ 寝る・座る 
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回数は、各人 3 セットの 6 種類の行動となり、18 回の 5 つの各距離（1m・3m・6m・9m･12m）で測

定するため、合計する回数としては、90 回の行動をサンプリングする。実験一回ごとに終了後に 5

秒程度のインターバルをとる。 

 

留意点としては、サンプリングする人間の規定行動（歩行・座る・寝る）のスピードに関しては通

常時に行う速度として、なるべく一定の速度を保ちながら繰り返し実験を行うものとする。 

 

以上の手順を３セットを１０人の被験者のデータを取得を行った。その際には、個人のパラメー

タとして、服装の素材・身長・体重・体温（平熱）・当日の服装の写真を記録を行いデータ化しておく。

環境のパラメータをしては、気温・湿度・時刻・日付を取得した。 

 

 

さらに以下の２つの実験を追加して行った。 

 

A：歩行速度変化 

 歩行動作を早足、小走りの 2 種類での動作取得を行うものとする 

 距離に関しては、6m・9m の水平方向・対角線での実験を行う 

 

B：疑似歩行動作 

今回は擬似的に、歩行状態と思われる振幅の大きい周期的な波形パターンをもつ動作

を取得して、歩行動作とその動作に関しての波形パターン比較を行う。 

 
ここでいう擬似歩行とは場所を移動することなしに、腕振りのみを行う、足踏みのみを行う、ある

いは、腕振りと足踏みを同時に行うことである。 

これは歩行という人間が行う行動のなかで一番基本的な動作であり、すでに取得しているセン

サデータと擬似的な動作と行動の速度によって、どの程度の違いがあるかといった点に関して検

証を行うためである。 
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写真３．人間行動のセンサデータを取得システム 

 

データ収集に必要な環境構築も非常に重要で、センサからつねに出力されるアナログの電

圧値を収集するシステムの構築をあわせて行った。センサより出力される３ｃｈのデータを同時

に取得するソフトウェアの開発であり、１００ms間隔でデータを蓄積してファイル出力するシステ

ムである。この出力されたデータを用いて、データ解析パートによってモデル化を行うものであ

る。 

 

[データ解析パート] 

 得られたセンサデータ・パラメータを基に、行動パターン認識の変化の検討を行う。その後、他

のパラメータ群においても検討を行うために収集パートに収集すべきパラメータのフィードバック

を行う。 

 実際に取得できるセンサから得られるデータは以下の表のような電圧値の数値であり、１０

msec毎に蓄積をされている。 

 

例)30msec まで取得したときのデータ情報(時間、ch1 電圧値、ch2 電圧値、ch3 電圧値の順) 

表２．30msec まで取得したときのデータ情報 

10msec 3.229980469 0.002441406 2.219238281 

20msec 3.234863281 0.002441406 3.232421875 

30msec 2.446289063 0.180664063 3.168945313 
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 この単純な数値データをみるだけで行動を読み取ることはできない。時系列解析を前処理し

たセンサデータをデータマイニング手法を使ってマイニングモデルを作成することで行動のパタ

ーン化を行った。使用したデータマイニング解析手法としては、ニューラルネットワークを用いた。

ニューラルネットワークは、データ群よりニューラルネットワークは学習を行うことにより、ある傾

向が現れた数式、いわゆるモデルを構築することができる。そのモデルに、他の同じパラメータ

から構成されるデータを入力すると、そのデータに対する結果が過去の学習データから傾向を

捉えたモデルにより、結果が予測される。今回の研究に関して、人間・動物の行動パターン認

識においては、変化は線形ではなく、非線形になることが必至であることから、学習を行い、非

線形の傾向を捉えやすいニューラルネットワークを選定した。データ加工（時系列処理）のため

のコンバータを新たに作成し、膨大なデータ群の中からマイニングモデルに学習に適したデータ

を抽出して、より汎用性が高いモデルの作成を目指した。 

結果・成果 

歩行する、椅子に座る、寝るという 3 種類の行動の違いが、センサ波形としても明らかに異な

っていることが目視で確認できた（図３）。センサからの距離・角度の違いにより、同じ種類の行

動であっても波形データに差が生じる。しかし、その波形データの差は行動の種類による差を

超えるものではなかった。可能性が指摘されていた室内の温度環境による影響や被験者によ

る個人差も確かにあるものの、行動の種類による差と比較するとわずかであった。また、歩行

速度の違いは、センサ波形の上下変動の周期の差として反映されることが確認できた。予想通

り、速度が速いほうが周期が短くなった。場所の移動を伴わない擬似歩行は、歩行とは明らか

に異なるセンサ波形となることが確認できた（図３）。 

こうして、個人差を考慮したうえで、行動の種類の違いを波形データの違いとして目視で判別

可能であることが確認できた。そこで、本研究チームは、こうした行動の違いに対応した波形デ

ータの違いをパターンの違いとして認識すること、本研究チームはこの違いをパターンの違いと

して認識することと、ニューラルネットワークを活用することで、今までの手法だけでは越えられ

なかった、特定の個人ではなく、種における行動自体を判別することができることに行き着いた。

さらその波形の中でも特徴的なパターンの箇所を重点的にマイニングモデルに学習させること

で、行動の判別が可能なマイニングモデル作成することができた。 

このマイニングモデルを使って、リアルタイムで行動を判別するソフトウェアのプロトタイプを

あわせて開発を行った。波形出力機能・複数の判別モデルの同時判別といった機能を既に実

装している。この成果であるソフトウェアを活用して今回の研究で行われた動作をリアルタイム

で検証を行った結果、実験の被験者以外でも８０％程度の判別率を達成することに成功した。 
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図３．行動から得られた波形 

(a)約５秒間にわたり歩行。センサからの距離６ｍ。  

(b)歩行途中にイス座り。センサからの距離３ｍ。  

（ｃ）歩行途中に床に寝る。センサからの距離３ｍ。  

(d)擬似歩行。センサからの距離６ｍ。) 
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図４．判別システム(PC バージョン；開発中) 

 

さらに今回の最大の成果であるセンサデータを用いて、人間行動を判別するといった手法の基

本特許の出願を行うことができた。 

 

特許：特願 2006-69964 時系列パターン解析を伴うニューラルネットワーク(出願中) 

本提案における基礎となる、センサデータを時系列解析とデータマイニングのひとつであるニ

ューラルネットによる行動パターン解析手法の特許として出願済みである。この手法をもとに、

今後の研究開発・製品化を進めていく予定である。 

 

今後の展望 

防犯用の赤外線人感センサから出力された 3 つの波形を入力時に時系列解析技術を施し、ニ

ューラルネットワークを活用することで波形における特徴量を取り出すことが可能になる。その特

徴量のモデル化を行い、センサをこのモデルを通すことで様々な行動をセンシングデータのみでリ

アルタイムでの判別を行うことができる革新的な手法である。この手法からなるモデルをセンサに

搭載することで、今までにない機能を付加したセンサを産み出すことができることがわかった。 
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図５．カメラによるモニタリングとの差異 

 本研究成果であるセンサシステム用いることで、人間の行動といった今までは目で見るしか判

断することができなかった事象を判別することができることで、様々なフィールドでの活用が考えら

れる。このセンサシステムによるセンシング対象を大きく変えることで、今後ますます活性化される

ことが期待されるセンサネットワークシステムにおいて、新しいセンシングシステムの価値を創造

することとなり、非常に大きな影響を与える技術になるであろう。 

本研究チームはこのシーズをさらなる研究開発につなげていくことを計画中である。 現在は福

祉介護施設と共同で研究を既に開始しており、施設での危険行動をいち早く検出することで質の

高い介護やケアを実現する行動検出システムの製品化を目標として、２００６年４月より基礎開発

を行っており、本年度中にサンプルシステムを作成して、協力施設での実証試験を予定している。 
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図６．本成果技術の適応可能フィールド 
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