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Abstract : In this paper, we propose a method of human activity recognition with high throughput from raw

accelerometer data applying a deep recurrent neural network (DRNN), and investigate various architectures

and its combination to find the best parameter values. We investigated various parameters and architectures

of the DRNN by using the training dataset of 432 trials with 6 activity classes from 7 people.

1 . はじめに
人間行動を把握することは，健康管理や病気予防，高

齢者の見守りなど様々な応用に重要なタスクである．ま
た，近年スマートフォンなどの端末が急速に普及したこ
とで，センシングのコストが大幅に減少した．そのよう
な背景もあり，行動認識関連の研究が盛んに行われてい
る．従来の行動認識では，時間窓から統計量やフーリエ
変換により信号から特徴量を抽出した後で，決定木，サ
ポートベクターマシン (SVM)，ランダムフォレストな
どの機械学習を用いて認識する手法が多い [1]．
リカレントニューラルネットワーク（RNN）とは，内

部の有向閉路によって時系列信号の特徴を捉えるNNで，
深層学習手法のひとつである．深層学習では，特徴量で
なく，計測データを直接入力する．これにより，学習や
推定時の特徴量計算を省くことができ，特に推定時の高
速化が期待できる．また，特徴量に相当する情報を機械
的に学習することで，高精度の推定が期待できる．近年
では深層学習を用いた行動認識も多く研究されており，
畳み込みニューラルネットワーク (CNN)を用いた手法
により，高い精度が出ることが確認されている [6]．ただ
し，CNNも従来手法と同様に時間窓を必要とする．一
方で RNNは，逐次処理が可能かつ，CNNよりも構造
がシンプルなのでリアルタイム性に優れている．特に，
モバイル行動認識では，組み込み型の計算環境でも，高
速な推定速度 (スループット)を保証するために，構造
がシンプルということは重要である．本研究では，多層
RNN（DRNN）を用いて人間行動の状態推定を行うこ
とを目的とし，携帯端末に搭載された加速度センサデー
タから行動を高精度かつ高スループットに推定する手法
を提案し，いくつかのパラメータを探索し評価する．

2 . DRNN

2.1 ネットワーク

2.1.1 順伝搬

Fig.1に示すような，層数が LのDRNNを構成する．
中間層は同一階層で時刻方向に全結合している．ここで，
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は時刻 kにおける l層の出力ベクトルである．入出力ベ
クトルの各要素のペアをユニットと呼び，jは l層の任意
のユニット番号，J は総ユニット数である．ここで，入
力層において xk = z(1),k，出力層において vk = u(L),k

および yk = z(L),k であり，入力層では，出力ベクト
ルの要素のみでユニットとする．また，l − 1層目の任
意のユニット番号を i，総ユニット数を I とそれぞれ表
現する．更に，l − 1 層から l 層への入力伝播重みは，
W (l)(∈ RJ×I)，リカレント重みは R(l)(∈ RJ×J )と表
現する．ただし， j′ は前時刻の任意のユニット番号を
表す．このとき，u(l),k の成分は次式で与えられる．
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また，l層の出力のベクトルの要素は，
z
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と表される．ここで f (l)(·)は活性化関数である．ベク
トル表記を用いてまとめると l層での出力は

z(l),k = f (l)(W (l)z(l−1),k +R(l)z(l),k−1) (1)

となり，出力層の出力は
yk = f (L)(vk) = f (L)(W (L)z(L−1),k) (2)

となる．多クラス分類を行うには出力層の活性化関数に
ソフトマックス関数を用いる．このとき，クラス C1,…
, Ch,…, CH とすれば，出力層の h番目のユニットの出
力は次のようになる．

yh ≡ z
(L)
h =

exp(uh)∑H
q=1 exp(uq)

(3)

個々のユニットの出力 yhはChに属する確率を意味する．

2.1.2 学習

正解に対応する要素のみ 1の値を持つベクトル dnを
正解ラベルとして，交差エントロピー関数を用いて，誤
差関数を次のように定義する．
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Fig. 1 Structure of the DRNN

E(w) = −
N∑

n=1

H∑
h=1

dnh log yh(xn;w) (4)

学習は，式 (4)の値を減少させるように重みを更新して
いくことで進める．誤差関数の最小化には，ミニバッチ
確率的勾配降下法を用いる．誤差関数の重み勾配を∇E
とすると t回目の重み更新は次式のように行われる．

wt+1 = wt − ϵ∇E (5)

ここで，学習率 ϵの最適化には Adam[3]を用いた．
RNNでは，各層での重み勾配の算出に，誤差逆伝搬法

を時刻方向に拡張した Backpropagation through time

（BPTT）法を用いる．また，すべての時刻を遡って勾
配を計算する通常の BPTTでは計算量が膨大になり実
用性にかけるため，本研究では遡る時刻を適当な定数に
設定するTruncated BPTT法 [5]を採用した．この定数
を以下では，truncated timeと呼ぶ．

2.2 RNNにおける諸問題とその解決法

RNNにおける入出力重み衝突問題や勾配消失問題は
Longshort-term memory（LSTM）によって解決する．
また，勾配爆発問題に対しては，勾配クリッピング法を
適用し，勾配の L2ノルムが閾値を超えないように補正
する [4]．具体的には∇E が閾値 cを超えたとき，勾配
を次のように修正する．

∇E ← c

∥∇E∥
∇E (6)

3 . 実験
3.1 データセット

HASCコーパスは，HASC（Human Activity Sensing

Consortium）によって収集・配布されている機械学習

Table 1 Details of HASC dataset
Segmented data Sequence data

Signal in one
measurement

time [s], X-axis [G],
Y-axis[G],Z-axis[G]

time [s], X-axis[G],
Y-axis[G],Z-axis[G]

Frequency 100 [Hz] 100 [Hz]
Targeted activity “stay”,“walk”,“jog”

“skip” “stair up”,
“stair down”

“stay”,“walk”,“jog”
“skip” “stair up”,
“stair down”

Measurement time 20 [s] 120 [s]
Type of Activity in
one measurement

1 6

Number of person 7 7
Number of trials 540 18

Type Single activity Multiple activity

向けのデータセットで，携帯端末の加速度センサで人間
の行動を計測したデータで構成される [2]．本研究では，
HASC sampleというミニセットを用いた．このデータ
セットは，単一行動のみのセグメンテッドデータと，複
数行動を連続で行ったシーケンスデータから成る．これ
ら二つのデータの詳細を Table 1に示す．セグメンテッ
ドデータはラベルが付けやすいので訓練用データに用
い，シーケンスデータは，より実用的な評価値を出すた
めに利用した．

3.1.1 バリデーション

手法の評価においては，セグメンテッドデータを，各
行動クラスのサンプル数が偏らないように留意して，432
試行の訓練データと 108試行のテストデータに分けた上
で，訓練正解率（訓練データで訓練し，訓練データで推
定），テスト正解率（訓練データで訓練し，テストデー
タで推定），シーケンス正解率（訓練データで訓練し，
シーケンスデータで推定）の精度を評価した．正解率は
全体の時刻数に対する正解時刻数の割合を意味する．

3.2 DRNNによる行動認識の流れ

三軸加速度信号を入力とし，各時刻毎に高スループッ
トな行動認識を行うために，各時刻の三軸加速度デー
タを三次元の入力層，六つの行動クラスを六次元の出力
層に対応させた DRNNを構築した．中間層の数，中間
層内のユニット数，truncated time，最大勾配 cおよび
ドロップアウト確率 p を可変にして，実験によりそれ
らの最適な値を探索した．この DRNNの詳細について
Table 2にまとめる．なお，このネットワークは，ある
入力ベクトルが入力されて得られた出力ベクトルの要素
のうち，一番大きな値を持つ要素に対応する行動クラス
を，推定結果として出力する．
訓練と評価の処理の流れを以下に述べる．

(0) 訓練データの全試行をシャッフルして，20サンプル
ごとのミニバッチの集合に分ける．

(1) 一番目のミニバッチについて，

1. ランダムに時刻 kを取る．

2. truncated timeを任意の T に決め，truncated
BPTTのための時間範囲を [k, k+T −1], [k+

T, k + 2T − 1], · · · , [k +K ′ − T, k +K ′] のよ
うに分ける．(K ′ は時間範囲の最終値)．

Table 2 Details of DRNN

Setting items Detail
Activation function of output layer Softmax

Error function Cross entropy
Type of internal layer unit LSTM

Mini-batch size 20
No. of time stamps in a mini-batch K′=1200

Initial Weights random [−0.1, 0.1) 　
Initial bias None

Learning rate adjustment Adam
Input dimension 3
Output dimension 6



3. 各時間範囲について，入力と出力から誤差関
数を求め，誤差逆伝搬を行う事によって重み
を更新する．

(2) 次のミニバッチに移って (1)と同様の処理を行う．
(すべてのミニバッチに対して処理を終えるまでを，
1エポックと呼ぶ.)

(3) テスト正解率を求め，汎化性能を評価する．

(4) (1)から (3)までを繰り返し，十分なエポック数で
学習を打ち切る．この後，学習済みモデルの順伝搬
計算のみを用いてシーケンス正解率の算出を行う．

実験環境を Table 3に示す．なお，学習時はGPUを
利用した並列演算により計算時間を短縮したが，スルー
プット計測時には CPUのみを使った．これは，ひとつ
の大規模なマシンを用いて学習を行い，多くの普及型の
端末で推定するというシステム構成を想定したもので
ある．

3.3 比較対照手法

比較対照手法として，決定木，SVM, ランダムフォレ
ストを用いた．比較対象手法においては，センサの生
データを入力するのではなく，時間窓を設定して特徴量
を算出する必要がある．そこで，5 秒の時間窓をとり，
2.5秒づつずらしながら特徴量抽出を行った．

3.4 スループットの算出について

スループットは，全シーケンスデータの推定にかかる
時間を，シーケンスデータの時刻数で除して，一時刻あ
たりの平均値を算出している．比較対象手法については，
一時間窓の特徴量の計算時間と，一時間窓の特徴量から
行動を推定する時間，およびそれらの和を算出した．

3.5 実験結果

3.5.1 最良モデル

最良モデルは，シーケンスデータに対して最も良い推
定結果を示したモデルである．最良モデルで選択された
パラメータを Table 4に示す．また，Fig.2に各エポッ
クでの正解率の推移を示した．Fig.2からエポックが進

Table 3 Computing environment
OS Ubuntu14.04LTS (64-bit)
CPU Intel Corei5-4590 3.3 GHz
RAM DDR3-1600 24 GB
GPU NVIDIA Quadro K2200
FW Chainer 1.5.1

Python Ver. 2.7.6
CUDA Ver. 7.0

Table 4 Best model parameters
Parameters Best value

Number of internal layers 3
Number of units in one layer 60

Truncated time T = 30
Gradient clipping parameter c = 5

Dropout rate p = 0.5
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Fig. 2 Accuracy transition of the best model

むごとに正解率が上がっていく様子がわかる．この図か
らエポック 80 で学習を打ちきるべきであると判断し，
以降の評価ではエポック 71～80間の平均正解率を比較
する．
3.5.2 既存手法との比較

既存手法との精度の比較を Fig.3 に示す．DRNN の
値はエポック 71～80間の平均認識率である．また，ス
ループットについて Table 5にまとめた．

3.5.3 パラメータ探索

3.2節で可変としたパラメータを，変動させて行った
実験結果を Fig.4および Fig.5に示す．上部の細い線は
標準偏差である．なお，それぞれの実験において可変で
ないパラメータ以外はTable 4に示してあるものである．

3.6 考察
3.6.1 最良モデルによる行動認識

最良モデルでは，既存手法よりも高い精度が得られた．
特にテスト正解率は最大で 95.42%の精度であった．一
方で，シーケンス正解率については最大で 83.43%と精
度が落ちた．これについて検証するために，シーケンス
データに対する推定例を Fig.6に示す．横軸は時刻数で
1時刻あたり 10 [ms]，縦軸は加速度で単位は重力加速
度 [G]である．“ True”と表示したカラーチャートが正
解ラベル，その下に“Es”と表示したカラーチャートが
推定ラベルである．
図を見ると，概ね推定できているが，時刻 6000−7000

では似通った行動について誤認識が生じている．また，
時刻 7800 付近では認識に遅延が生じている．これは，
行動の移行時の，どの行動にも分類できない未学習の信
号が入力されることで生じたと考えられる．

Fig. 3 Accuracy of comparative methods and
best model

Table 5 Evaluation of throughput
Feature [ms] Recognition [ms] total [ms]

Decision Tree 11.027 0.004 11.031
SVM 11.027 0.123 11.150

Random Forest 11.027 0.056 11.083
RNN - 1.347 1.347
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3.6.2 層の数やユニット数について

NNは層数が増えるほど，訓練データに対する適合度
が増す．本実験でも，Fig.4から，三層までは中間層を
増やすごとに訓練正解率が向上しているのがわかる．し
かし，四層モデルでは正解率が低下している．これは層
を増やすことで計算が複雑になり学習難易度が上がった
めだと考えられる．また，汎化性能は，モデルの自由度
が上がり過ぎると過学習により低下しやすくなることが
知られている．これは，Fig.4のテストデータとシーケ
ンスデータの結果から見ることができる．以上より，モ
デル設計において層をいたずらに増やすことは汎化性能
を下げるため行うべきではない．また，中間層が増える
と計算時間やメモリ使用量が増加することにも注意が必
要である．本研究では精度を元に最良モデルを選択した
が，精度を犠牲にしても高スループットを求めたい場合
は，層を少なくして計算を簡略化することが考えられる．
ユニット数においても層の数に関する考察とほぼ同様

の考察ができる．Fig.5からわかるように，高い汎化性
能を得るにはユニット数を増やしすぎてはいけない．そ
して，ユニット数を増やすと，計算時間とメモリの使用
量が増えるため，トレードオフになる場合は調整が必要
である．

3.6.3 スループット

スループットは，既存手法に対して，8.19倍の高速化
となる 1.347[ms]となった．これは，現在 100Hzでデー

タを取得していることを考えると，十分にリアルタイム
処理が可能である．また，RNNは推定時には基本的に
はRとW の次元の回数だけ積和演算を行っているだけ
なので，将来的にスマートフォンなどの非力な端末で実
装が可能だと考えられる．
DRNNを用いれば，高い精度を保ちながらも，推定

時は CPUのみで速い応答が得られることがわかった．
これは，DRNNのモデルが非常にコンパクトであるこ
とが寄与している．

4 . まとめ
本研究では，時系列を直接処理できる DRNNを用い

て人間行動の状態推定を行うことを目的とし，携帯端末
に搭載された加速度センサデータから行動を高精度かつ
高スループットに推定する手法を提案した．
テストデータにおいて最大 95.42% の精度，複数行動

のデータにおいて最大 83.43% の精度を達成し従来型を
上回った．また，スループットは 1.347[ms]で従来型の
8.19倍高速であった．
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