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グループ： 九州大学 × 田川市 商工観光課 

期間 ： 2013年7月25日～ 

氏名 ：  本田真也 藤井達也 

所属 ： 九州大学 

題目 ： 商店街の振興 

謝辞 ： 友田渡(福岡県庁) 

  岡裕大(福岡県庁)  

  石上琢磨(田川市役所) 

  平塚幸雄(田川市役所)   (敬称略) 

はじめに 



銀杏並木 
（市の木：銀杏、金木犀） 

英彦山川 

福岡県の北東部．筑
豊地域の中核都市．
人口 49,516人(2013
年8月1日) 

田川市 
産業と文化の歴史薫る街 

香春岳（市東部，「青
春の門」の舞台） 

自
然 

歴
史 

1900年: 三井田川鉱業所・設立 
1943年: 田川市・市制施行 
1964年：三井田川鉱業所・閉山 

産
業 

松尾製菓株式会社（本社） 
石灰岩採掘 
セメント産業 など 

イ
ベ
ン
ト 

川渡り神幸祭（5月） 岩戸神
楽 

伊加利人形芝
居 

TAGAWAコールマイン・
フェスティバル(11月) 

名
所 

石炭記念公園 

他、田川市美術館、 

中村美術館、風治
八幡神社、春日神
社、丸山公園、 
成道寺公園など 炭坑節発祥の地の碑 田川市石炭・歴史博物館 



活動内容 
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 距離センサを使用した交通流の測定と解析 

 後藤寺商店街での測定 
 2013年11月27日 15時19分27秒 ～ 16時25分2秒 

 田川伊田駅での測定 
 2013年12月23日 12時34分10秒 ～ 16時8分53秒 

 

 地図データベース構造の作成 

 学内循環バスでの測定 
 2014年1月9日 18時17分47秒 ～ 18時42分48秒 

 2014年1月10日 16時27分28秒 ～ 16時53分2秒 

 2014年1月14日 16時27分5秒 ～ 16時55分23秒 

 2014年1月14日 18時15分42秒 ～ 18時43分54秒 

 

 



使用したセンサ 
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Google Nexus 7 

ASUS Xtion Pro Live 

センサ センサ 
(英語名) 

3軸加速度 acceleration 

コンパス magnetic_ 
field 

GPS gps 

RGBカメラ camera 

センサ センサ 
(英語名) 

RGBカメラ camera 

赤外線カメラ+
赤外線エミッタ 

depth 

3軸加速度 コンパス 

GPS RGBカメラ 

RGBカメラ 赤外線カメラ 



見つかった問題 
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 データの種類によって異なる処理方法が必要になる． 
 距離画像の測定と加速度やコンパスやGPSの測定では保存されて
いる形式が異なるため． 

 処理に時間がかかる． 
 Xtion Pro Liveによる測定では，1分間の測定で生成されるファイル
のサイズが約1.7GBと非常に大きいため． 

 

測定データの前処理を行って処理時間を短縮する． 

Android（加速度，コンパス，GPS，カメラ），Xtionの測定データを 
同じ形式でデータベースに入れる． 



データベース構造 
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T（機器番号，日時，センサ種類，単位，フィールド名1，フィールド名2，値） 

Xtion（日時，値1，値2，値3，値4，…） 

測定時の構造 

データベースの構造 

変換 

測定データ 

日時 機器番号 

値 単位 
フィールド
名 

センサ種
類 

T（id，time，type，unit，field1，field2，value） 

データベースの構造(英語名) 



センサデータ 
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(a)加速度データ 

015d490215040218,1391596741930,acceleration,m/s^2,0,,-1.9847932 
015d490215040218,1391596741930,acceleration,m/s^2,1,,5.9029045 
015d490215040218,1391596741930,acceleration,m/s^2,2,,8.41921 

T（機器番号，日時，センサ種類，単位，フィールド名1，フィールド名2，値） 

(b)コンパスデータ 

015d490215040218,1391596741931,magnetic_field,uT,0,,-0.5066749 
015d490215040218,1391596741931,magnetic_field,uT,1,,-12.054117 
015d490215040218,1391596741931,magnetic_field,uT,2,,-61.24034 

(c) GPSデータ 

015d490215040218,1391596758925,gps,,0,,33.59624049529095 
015d490215040218,1391596758925,gps,,1,,130.21869076566085 

0,1391564351817,camera,,0,0,10859956 
0,1391564351817,camera,,1,0,10991542 
0,1391564351817,camera,,2,0,10662841 

(d)カラー画像データ 

0,1391564413655,depth,m,290,180,5.933 
0,1391564413655,depth,m,291,180,5.832 
0,1391564413655,depth,m,292,180,5.832 

(e)距離画像データ 



Xtion Pro Liveで測定したデータの変換 
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-0.333863,-0.158697, 0.786000,c7a3a0 
-0.331520,-0.158293, 0.784000,c2a0a3 
-0.330869,-0.158697, 0.786000,bd9ea6 
-0.329371,-0.158697, 0.786000,be9da9 
-0.327874,-0.158697, 0.786000,bfa2a6 
-0.326377,-0.158697, 0.786000,c0a8a4 

ポイントクラウドの例(x,y,z,rgb) 

0,1391564351817,depth,m,10,5,1.067000 
0,1391564351817,depth,m,11,5,1.067000 
0,1391564351817,depth,m,12,5,1.070000 
0,1391564351817,depth,m,13,5,1.070000 
0,1391564351817,depth,m,14,5,1.077000 
0,1391564351817,depth,m,15,5,1.077000 

0,1391564351817,camera,,0,0,10859956 
0,1391564351817,camera,,1,0,10991542 
0,1391564351817,camera,,2,0,10662841 
0,1391564351817,camera,,3,0,10728634 
0,1391564351817,camera,,4,0,9939881 
0,1391564351817,camera,,5,0,10729397 

距離画像の例(id,time,type,unit,i,j,z) カラー画像の例(id,time,type,unit,i,j,rgb) 



人数カウントの試験（１） 
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 目的 
 人数カウントができることを確認する． 

 測定日時 
 2013年11月27日 15時19分27秒 ～ 16時25分2秒 

 測定内容 
 後藤寺商店街の近藤書店前にて，通りに向けてXtionセンサを設置
し，人通りを測定する． 

 使用したセンサ 
 距離センサ 

 カメラ 

 

 
 Xtion Pro Live ビデオカメラ 

商店街
の通り 



実験データのサンプル 
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 計測時間：1時間6分 

 計測フレーム数：11106 

 総ファイルサイズ：50.8ギガバイト 

CloudCompareを使用してポイント
クラウドをプレビューした画面 

カラー画像に変換 

距離画像に変換 



人数カウントの試験（２） 
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 目的 

 人数カウントができることを確認する． 

 測定日時 

 2013年12月23日 12時34分10秒 ～ 16時8分53秒 

 測定内容 

 田川伊田駅1階にて，出入口の扉に向けてXtionセンサを設置
し，人通りを測定する． 

 使用したセンサ 

 距離センサ 

 カメラ 

 

 

 

センサの設置方法 



実験データのサンプル 

13 

 計測時間：3時間34分 

 計測フレーム数：10023 

 総ファイルサイズ：45.8ギガバイト 

CloudCompareを使用してポイント
クラウドをプレビューした画面 

カラー画像に変換 

距離画像に変換 



カウントのプログラム（１） 
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1. 271<i<370，j=240の100点を選び，点を5個ずつの20区
間に分け，それぞれの区間で距離の最小値を記録す
る． 

 ノイズを減らすため 

 

2. 左側から順に距離の最小値を見ていき，以下のいず
れか場合となった時に1人いると数える． 

 人間→背景 
 人間→別の人間 

 

3. 複数フレームにわたって人間を数え，数えられた人間
が0人→x人→0人となったときに，xの最大値をファイル
に記録する． 
 



カウント結果 

15 

 通った人数 

 202人 

 カウントされた人数 

 158人 
正しい
人数 

カウントされた
人数 

回数 

1 0 3 

3 0 2 

2  1 18 

3  2 11 

4  2 1 

4  3 1 

5  2 2 

5  3 1 

10  4 1 

1  2 6 

1  3 1 

2  3 3 

カウント間違いの詳細 

UNIX Time 

距
離

 



カウントのプログラム（２） 
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1. 距離画像からj=170の点を抜き出す． 
 抜き出す点は目で見て良さそうなところを決める． 

 
 
 
 
 
 

2. それぞれのフレームで距離の平均値を調べる． 
 

3. 距離の平均値が前のフレームより0.07以上下がったフ
レームを数える． 

 人が入ってくるとその部分の距離の値が下がるため． 



カウント結果 
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 通った人数 

 202人 

 カウントされた人数 

 288人 

 



性能評価（１） 
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 目的 

 最も処理時間の短くなる前処理を見つける． 

 

 ソートを行う時間，Indexを作成する時間，距離画像中心
部の点を取り出す処理にかかる時間を測定した． 

 



各種処理時間 
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処理の流れ 処理時間 

データ取り出し 1分5秒 

Index作成 10分11秒 

データ取り出し 1秒未満 

ソート 1時間32分 

データ取り出し 1分8秒 

Index作成 4分20秒 

データ取り出し 1秒未満 

処理の流れ 処理時間 

ソート 33分4秒 

データ取り出し 1分5秒 

Index作成 8分12秒 

データ取り出し 1秒未満 

 処理内容 
 Indexの作成やソートを行いながらデータ取り出しを行い，処理時間を測定する． 

 使用したデータ 
 フレーム数 200 
 測定時間 1分5秒 

Indexを作成しないでソートしたほうが高速 



性能評価（２） 
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 目的 

 処理時間とフレーム数の関係を調べる． 

 

 50フレーム，100フレーム，150フレーム，200フレームの
データを使用して，各種処理時間を測定した． 

 ソート時間 

 Index作成時間 

 距離画像中心部の点を取り出す処理にかかる時間 



処理時間とフレーム数の関係 
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フレーム数 データ取り出し ソート Index作成 データ取り出し 

50 4秒 5分5秒 35秒 1秒未満 

100 21秒 22分25秒 1分34秒 1秒未満 

150 9秒 24分55秒 2分51秒 1秒未満 

200 1分5秒 33分4秒 4分56秒 1秒 



目的 

 

＜地図データベース構造を作成する目的＞ 

  今回の実験で測定した 

  交通量などの地理情報以外の情報も 

  扱うことのできる地図データベース構造の 

  作成を目的とした 
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地図データベースの構成物 

   

 

 節 ：道路や建物などを構成する点の位置を表すテーブル 

     nodes (nodeid, lat, lon, tag) 
      

 辺 ：節と節との連結関係を表すテーブル  

     edges (wayid, node1, node2) 
     

 節リスト：道路や建物の輪郭線、経路などを表すテーブル  

     ways (seq, wayid, ref, tag)  

   

 リンク：節リストを分割したテーブル 

     links (linkid, wayid, ref, tag) 
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<地図データベースを構成する4つのテーブル> 

道路、建物、バス路線、鉄道路線、橋、川、それらの名称 
道路の車線数、幅などによって構成される 

<構成物> 



地図データベースの構成物 
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<建物の輪郭線> 

<交差点> <曲がった道路> 

道路の中央部に代表となる節を取り、それらを 
接続する直線によって曲線を折れ線として近似する 

建物の角となる部分に 
節を置き、建物を囲うように 
節を順番に接続することで 
輪郭線を表す 

建物 

：節 

：辺 



地図データベースの構成物 
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伊都キャンパスマップの写真 

作成 

伊都キャンパスの地図データ 

作成方法 
 １．写真から節をいくつか作成 
 ２．節におおよその緯度経度の情報をつける （節テーブルの作成） 
 ３．接続関係を示すのテーブルを作成  （辺テーブルの作成） 
 ４．建物や道路、バス路線を示すテーブルを作成 （節リストテーブルの作成） 



地図データベースの構成物 

伊都キャンパスマップの写真 

作成 

伊都キャンパスの地図データ 

節 辺 節リスト 26 



センサによる測定実験 
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<実験方法> 

衣服にアンドロイド端末を装着している様子 

アンドロイド端末 加速度センサ GPSレシーバ コンパス 

1.衣服にアンドロイド端末を装着 
2.伊都キャンパス循環バスに乗車 
3.乗車中のセンサデータを端末に保存 
4.乗車中に各バス停に到着した時刻、 
  各バス停を発車した時刻を記録 
  

●アンドロイド端末を座席に設置した場合の測定実験 



センサによる測定実験 
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測定日 時刻表での出発時刻 測定時間 

2014年1月9日 18:15 18:17:47~18:42:48 

3014年1月10日 16:26 16:27:28~16:53:02 

2014年1月14日 16:26 16:27:05~16:55:23 

2014年1月14日 18:15 18:15:42~18:43:54 

<日程> 

<得られたセンサデータ> 

実験を実施した日程 

加速度センサのセンサデータ コンパスのセンサデータ GPSレシーバのセンサデータ 



センサによる測定実験 

 

1.伊都キャンパス循環バスに乗車 

2.アンドロイド端末を座席に設置 

3.乗車中のセンサデータを保存 

4.乗車中に各バス停に到着した時刻、 

  各バス停を発車した時刻を記録 

 

 

アンドロイド端末を設置した時の様子 

<実験方法> 

<日程> 

測定日 時刻表での出発時間 測定時間 

2014年1月21日 21:07 21:07:32~21:31:53 

2014年1月23日 08:42 18:43:13~19:07:38 

2014年1月24日 20:10 20:10:05~20:36:32 

2014年1月24日 20:37 20:36:04~21:04:12 

2014年1月24日 21:07 21:06:56~21:32:47 

実験を実施した日程 

●アンドロイド端末を座席に設置した場合の測定実験 
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センサによる測定実験 
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加速度センサのセンサデータ GPSレシーバのセンサデータ コンパスのセンサデータ 

<得られたセンサデータ> 



実験で得たデータの付加 
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<伊都キャンパスの地図データ作成> 

伊都キャンパスのキャンパスマップの写真 

作成 

伊都キャンパスの地図データ 

扱うデータは循環バスでのデータ 
 なのでバス路線の地図データを取り出した 

バス路線の節リストからバス停毎の区間で分割したリンクテーブルを作成 



実験で得たデータの付加 
<付加するデータの作成> 

  各バス停間においてGPS、加速度センサの値からバス停間の 

  平均速度、加速度の二乗平方和の分散を求めた 
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これらのデータを 
付加属性として 
リンクテーブルに追加 

linkid wayid ref value avespeed[m/s] var_acc 

10000 100 23 busline 2.351379 0.1530912 

10000 100 24 busline 2.351379 0.1530912 

10000 100 46 busline 2.351379 0.1530912 

10000 100 47 busline 2.351379 0.1530912 

10000 100 48 busline 2.351379 0.1530912 

10000 100 49 busline 2.351379 0.1530912 

10001 100 49 busline 3.361579 0.2241947 

10001 100 50 busline 3.361579 0.2241947 

10001 100 51 busline 3.361579 0.2241947 

10001 100 52 busline 3.361579 0.2241947 

付加属性を追加したリンクテーブル 



まとめ 
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 センサを商店街の通りに向けて測定することで，距離画
像を取得でき，そこからプログラムで人通りを数えること
が出来た． 

 精度はあまりよくない． 

 

 測定データからカウントを行うには測定時間以上の時間
がかかる． 



今後の課題 
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 センサを違う場所に置いても人数を数えることができる
か確かめる． 

 

 素早く人数のカウントを行えるように，データベース構造
を工夫する． 

 

 地理情報以外の情報も扱うことのできる地図データベー
ス構造を作成する． 

 


