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赤外光の再帰性反射を用いた
デバイスフリー屋内位置推定のための
単眼カメラによる複数人物追跡
山藤 浩明1

前川 卓也1,2,3

松下 康之1

概要：屋内位置推定技術は，独居高齢者の見守りやホームオートメーションといったアプリケーションに
活用されることが期待される．こうしたユーザの位置を常に補足し続けるアプリケーションにおいては，
ユーザの負担や抵抗感を低減するために，(1) ユーザがスマートフォン等のデバイスを身に付ける必要がな
く（デバイスフリー），(2) プライバシに配慮した屋内位置推定手法が求められている．筆者らはそのよう
な屋内位置推定手法として，環境内に複数配置した再帰性反射材からなるマーカを赤外線 LED を搭載し
た赤外線カメラで撮影し，マーカの遮蔽情報から人物の位置情報を推定する手法を提案してきた．この手
法では赤外線カメラを用いることでプライバシを保護しつつデバイスフリーの屋内位置推定を実現する．
しかしこれまでの手法では環境に 2 台のデバイスを設置する必要があり，さらに環境内には 1 人の人物の
みが存在する状況を想定している．本稿では既存手法を改良することで，1 台のデバイスのみを用い，環
境に複数の人物がいる状況においても適用可能な屋内位置推定手法を提案する．

1. はじめに

の見守りなどのアプリケーションへの適用は困難である．
また，スマートフォンの普及に伴って，Wi-Fi などの電

近年，センサ技術の発展に伴い，様々なセンサを用いた

波を用いた手法の研究も多く行われている．これらの手法

屋内位置推定に関する研究が盛んに行われている．屋内位

は，アクセスポイントから発せられる電波が距離に応じて

置推定技術は，商業施設等での動線分析や独居高齢者の見

減衰する原理を用いて位置推定を行う．Wi-Fi の他に，超

守り，ホームオートメーション，ライフロギングなどに活

音波や Ultra Wide Band （UWB） 等の電波を用いた手法

用されることが期待されている．

も存在するが，これらの手法に共通した問題点として，位

一般的な屋内位置推定手法としては，人感センサやカメ

置推定対象のユーザにスマートフォン等の受信機を添付す

ラ，Laser Range Finder （LRF） を用いたものが挙げら

る必要があることが挙げられる．このような手法はデバイ

れる．しかし，人感センサを用いた手法では，建屋内に設

スバウンド （device-bound） 屋内位置推定と呼ばれてお

置する多数のセンサごとに電源を確保しなければならず，

り，高齢者の見守りや，ホームオートメーションなどの常

設置コストが高いという問題がある．カメラを用いた手法

にユーザの位置を補足し続けるアプリケーションにおいて

では，1 台のカメラで広範囲を監視することが可能である

ユーザに与える負担が大きい．

ため設置台数が少なくて済むという利点があるが，カメラ

近年，この負担を軽減する手法として，ユーザに受信機

によって屋内環境を画像として記録することはプライバシ

を持たせる必要のない，デバイスフリー （device-free） 屋

の観点で問題がある. LRF を用いた手法は，1 台で広範囲

内位置推定の研究が注目されている．Wi-Fi 電波を用いた

を観測可能で，検出範囲内に存在する物体までの距離情報

デバイスフリー屋内位置推定手法では，アクセスポイント

のみを出力するセンサであるためプライバシの問題も少な

と Wi-Fi 電波受信機間を人が通過するとき，人体によって

いが，センサ自体が高価であるという問題があり，高齢者

電波が反射吸収される現象を用いて位置推定を行う．しか
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し，この手法を用いてロバストで高精度な位置推定を行う
には多数の受信機を設置する必要があり，受信機には電源
を確保しなければならないことから設置コストが高い．
ここで，既存の屋内位置推定手法の問題点をまとめると，
プライバシ，センサ自体の価格，デバイスを環境に設置す
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る [11]．Fleuret らは，目線程度の高さに設置した複数台
遮蔽された
マーカ

マーカA
赤外線LED

交点

赤外線カメラ

Y

物の位置を推定し，存在確率マップを用いて 3 次元軌跡を
推定する手法を提案している [3]．Fod らは，LRF を腰の

Z

再帰性反射材

図 1

マーカの
推定された座標

のカメラで撮影した画像から，背景差分を用いることで人

高さに設置し，カルマンフィルタとパーティクルフィルタ
X

B

A

を用いて人物を追跡する手法を提案している [4]．これら

赤外線カメラデバイス

デバイスとマーカの設置例
図 2

幾何的な位置推定 [14]

るコスト，ユーザがデバイスを身につける負担の 4 点が挙
げられる．筆者らはこれらの問題を解決する手法として，
赤外線カメラデバイスと再帰性反射材を組み合わせたデバ
イスフリー屋内位置推定手法を提案してきた [13], [14]．こ
こで，赤外線カメラデバイスとは，赤外線カメラと赤外線

LED からなる装置であり，赤外線 LED が照射する方向を
赤外線カメラで撮影する．再帰性反射材とは，入射光を入
射した方向と同じ方向に反射する素材であり，光源と同じ
位置に設置したカメラで光源の発した光の反射光をとらえ
ることができる．この手法では，環境内の壁などに複数添
付した再帰性反射材からなるマーカを赤外線カメラデバイ
スで撮影し，デバイスとマーカの間を人が通過したことを
マーカのオクルージョンを利用して検知する（図 1）
．図で
はマーカ A とカメラの間に人が存在するため，カメラは
マーカ A のみを捉えることができない．これにより，人が
カメラとマーカ A の間に存在することが分かる．
これまでの研究では，環境に 2 台のデバイスを設置し，
環境内をランダムに歩行する 1 人の人物の 2 次元座標を推
定する実験を行い，およそ 0.3 m という推定精度を実現し
ている．本稿ではカメラデバイスの設置コストを低減する
ため，1 台のデバイスのみを用いた位置推定手法を提案す
る．環境に密にマーカが添付されている場合，人物によっ
て遮蔽されたマーカの個数の情報を用いることで，1 視点
から撮影した画像のみを用いてデバイスから人物までの距
離を推定することができる．また，既存手法を改良して環
境内の複数の人物を追跡する．具体的には，1 人の人物が
環境を歩行して収集したトレーニングデータから擬似的に
複数の人物が歩行した際のトレーにニングデータを生成す
ることで複数人物の座標を推定する．

2. 関連研究
2.1 屋内位置推定技術
屋内位置推定は，人感センサ [1] やカメラ [3]，LRF [4] を
用いた手法の他に，Wi-Fi [7]，Bluetooth [12]，超音波 [10]，

UWB [5] 等の電波を用いた手法が一般的である．
Aslam らは，人の接近または離脱を検知する 2 種類の人
感センサを環境内に複数配置することで人の移動の検知お
よび移動方向の推定を行うモデルを提案している [1]．ま
た Shrivastava らは，注目する領域内の物体の有無を検出
するセンサを用いて位置推定を行う際の，センサの検出範
囲及びセンサの設置密度と推定誤差との関係を考察してい
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の手法は，いずれもデバイスフリーの屋内値推定手法であ
るが，(1) 多数のセンサを設置するコストの問題 [1], [11]，

(2) プライバシの問題 [3]，(3) デバイスが高価であるとい
う問題 [4] などがある．
また近年，スマートフォンの普及に伴って，Wi-Fi 等の
電波を用いた屋内位置推定手法も多く提案されている．複
数の電波発信機が設置された環境において，受信機が受信
する各発信機からの電波強度は受信機の位置によって異な
る．そのため，この受信電波強度のセットは，人物の各位
置におけるフィンガープリント （固有情報） となる．こ
のようなフィンガープリントを用いて人物の位置を推定
する手法をフィンガープリンティング位置推定と呼ぶ [7]．
フィンガープリンティング位置推定は，オフラインで行わ
れる学習フェーズとオンラインで行われる推定フェーズに
分けられる．学習フェーズでは，環境内の座標が既知であ
る複数の参照点において，アクセスポイントからの Wi-Fi
の受信電波強度情報 （フィンガープリント） を収集する．
推定フェーズでは，座標が未知のテストポイントにおける
受信電波強度情報を，各参照点において収集したフィン
ガープリントと比較することでテストポイントの座標を推
定する．

2.2 電波を用いたデバイスフリー屋内位置推定技術
Wi-Fi 等の電波を用いた一般的な屋内位置推定ではユー
ザが常に受信機を持ち歩く必要があるため，独居高齢者の
見守りのような常にユーザの位置を捕捉し続けるようなア
プリケーションには向いていない．そのため，近年，デバ
イスフリー屋内位置推定の研究が注目されている．

Youssef らは，Wi-Fi 電波の送受信機が複数設置された
環境において，Wi-Fi の受信電波強度を用いてデバイス
フリー屋内位置推定を行う手法を提案している [6]．学習
フェーズにおいて各参照点に人が居る際の電波強度を環
境内に固定された複数の受信機によって収集する．推定
フェーズでは，ある電波強度のベクトル s が与えられたと
P (l)

きにベイズの定理 P (l | s) = P (s | l) P (s) を用いて条件付
確率 P (l | s) が最大となるように人の位置 l を推定する．
最新の研究においては，受信電波強度情報をそのまま用
いる代わりに受信電波強度の分散値を用いることで環境の
変化に対応する手法が提案されている [9]．この研究では，

9 台のアクセスポイントと 1 台のハブを設置した 4 部屋か
らなる環境を 7 つのエリアに分割し，その中からユーザの
いるエリアを推定する実験を行った結果，90%以上の精度
でエリアの推定が可能なことを示した．また，Ohara らは，
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分散値を用いた屋内位置推定の学習フェーズにおいて，環

学習フェーズ

境ごとに受信電波強度情報を収集する負担を軽減するため

観測画像

推定フェーズ

観測

観測画像
人物の座標

に，他環境で収集した受信電波強度情報を用いて推定を行
う手法を提案しており [8]，およそ 10 m 四方の 1 から 3 部
屋からなる 4 環境において実験を行い，平均誤差 1.63 m の

特徴ベクトル
マーカの
遮蔽判定
特徴ベクトル : [ 1, 1, 1, 1, 0, 1 ]

位置推定器
位置推定器

人物の座標

精度でユーザの位置が推定可能なことを示した．

2.3 赤外光の再帰性反射を用いたデバイスフリー屋内位
置推定
筆者らは，既存の屋内位置推定手法の持つプライバシ，
センサ自体の価格，デバイスを環境に設置するコスト，ユー
ザがデバイスを身につける負担という 4 つの課題を解決す
る手法として，赤外光の再帰性反射を利用したデバイスフ
リー屋内位置推定手法を提案してきた [13], [14]．この手法
では，再帰性反射材からなるマーカと，安価な web カメラ
を改造して製作した赤外線カメラに赤外線 LED を固定し
た赤外線カメラデバイスを用いる．
文献 [13] では，環境に 2 台の赤外線カメラデバイスを設
置し，フィンガープリンティングにより人物の位置を推定

図 3 フィンガープリンティングによる手法の概要

がある．そこで本稿では既存手法の改良を行い，これらの
問題を解決する手法を提案する．

3. 提案手法
本稿では，再帰性反射材からなるマーカと 2 台の赤外線
カメラデバイスを用いた既存手法 [13], [14] を改良するこ
とで，環境に 1 台のデバイスのみを設置し，複数人物の位
置を推定する手法を提案する．以降では，まず 1 台の赤外
線カメラデバイスのみを用いて 1 人の人物の位置を推定す
る手法について説明した後，複数の人物の位置を推定する
手法について説明する．

スによって撮影した画像から，環境の壁などに複数添付し

3.1 1 台のデバイスを用いた手法
ここでは，既存研究 [13], [14] におけるフィンガープリ

た再帰性反射材からなるマーカがそれぞれ遮蔽されている

ンティングによる手法とマーカ添付位置校正による幾何的

否かを判定し，各マーカが遮蔽されているか否かを {0,1}

な手法の 2 つの手法についてそれぞれ 1 台のデバイスのみ

で表した特徴ベクトルを生成する．この特徴ベクトルは人

を用いて推定可能な手法への改良について述べる．

物の位置に対して固有なフィンガープリントになるため，

3.1.1 フィンガープリンティングによる手法

する手法を提案した．この手法では，赤外線カメラデバイ

人物座標とその座標に人物が存在したときに観測される特

図 3 に，学習フェーズと推定フェーズからなるフィン

徴ベクトルを組にしたデータ（トレーニングデータ）を事

ガープリンティングによる手法の概要を示す．既存のフィ

前に多数収集することで，ある特徴ベクトルが観測された

ンガープリンティングによる手法では，図 4 に示すような

とき，トレーニングデータ内の特徴ベクトルと比較するこ

赤外線 LED と web カメラを改造して製作した赤外線カメ

とで人物座標を推定することができる．

ラを組み合わせた赤外線カメラデバイスを環境に 2 台設置

また文献 [14] では，フィンガープリンティングによる手

する．2 台のデバイスで撮影された画像について，各マー

法において課題であったトレーニングデータの収集コス

カが遮蔽されているか否かを {0,1} で表現する特徴ベクト

トを低減するために，トレーニングデータを必要としない

ルをそれぞれ計算し，それらを連結してひとつの特徴ベク

幾何的な手法を提案した．この手法は大きくキャリブレー

トルを生成する．

ションフェーズと推定フェーズに分かれる．まず，キャリ

既存手法と同様の方法を用いて 1 台のデバイスのみで人

ブレーションフェーズでは環境に設置した 2 台の赤外線

物の位置を推定できる．すなわち，赤外線カメラデバイス

カメラデバイスを用いて，ステレオマッチングの原理によ

を環境に 1 台のみ設置し，撮影された 1 枚の画像からのみ

り環境に添付した各マーカの空間座標を推定する．推定

特徴ベクトルを生成する．人物がマーカを遮蔽する部位の

フェーズでは，まずフィンガープリンティングによる手法

幅はほぼ一定であると仮定すると，マーカを密に添付した

と同様に画像から遮蔽されたマーカーを検出し，各カメラ

場合遮蔽されたマーカの個数の情報を用いてデバイスから

デバイスとそのカメラデバイスから遮蔽されたマーカとを

人物までの距離を推定することができると考えられる．ま

結ぶ直線の交点を計算する（図 2）
．この各交点には遮蔽物

ず学習フェーズとして，人物の座標と，人物がその座標に

が存在したと推定できるため，この交点から人物座標を推

いたときに観測される特徴ベクトルをセットにしたデータ

定する．この研究では，環境をランダムに歩行する 1 人の

(トレーニングデータ) を事前に多数収集し，位置推定器を

人物の位置を推定する評価実験を行い，平均絶対誤差がお

学習する．推定フェーズでは，観測した特徴ベクトルと学

よそ 0.3 m という精度で推定可能なことを示した．

習した位置推定器を用いて人物の推定座標を計算する．

しかし，これらの手法には，(1) 環境に 2 台の赤外線カメ

3.1.2 マーカ添付位置校正による幾何的な手法

ラデバイスを設置しなければならないという問題，(2) 環

既存の 2 台のデバイスを用いた手法では，2 視点から環

境に複数の人物が存在する状況に対応できないという問題

境を観測し，人物までの距離に応じて視差が生まれること
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赤外線LED

赤外線カメラデバイス
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サンプリング

重み計算

重み:0

重み付き平均
遮蔽された
マーカ

パーティクル

重み:1

移動

赤外線カメラ

図 4

既存手法で用いた赤外線

a)上位置

図 5

カメラデバイス [14]

b)下位置

改良した赤外線カメラ
デバイス

を利用して人物の位置を推定した．1 台のデバイスを用い
た手法では，人体の形状に関するモデルを仮定してカメラ
と人物との距離を求めることで，人物の座標を推定する．
まずキャリブレーションフェーズでは，環境の壁などに
複数添付したマーカの 3 次元座標をステレオマッチングの
原理を用いて推定する．推定フェーズでは，各マーカの 3
次元座標及び人物により遮蔽されているマーカの情報を用
いて人物の推定座標を推定する．以下では各手順について
説明する．
キャリブレーションフェーズ
既存手法では，図 4 に示すデバイスを 2 台設置し，その
視差からステレオマッチングの原理を用いて各マーカの 3

図 6

1 台のデバイスを用いた位置推定フェーズの概要

討した結果，直径 400 mm の真円を人体モデルとして用い
る．まず，パーティクルの座標に人物がいた場合に遮蔽さ
れるであろうマーカを計算する．これにより，カメラから
の距離に応じて遮蔽するであろうマーカを求められる．そ
してその結果と実際の観測結果を比較し，遮蔽されてい
るマーカが一致するパーティクルの重みを 1，一致しない
パーティクルの重みを 0 とする．各時刻において，全パー
ティクルの座標の重み付き平均をその時刻における推定座
標とする．

3.2 複数人物の位置推定手法
ここでは前節で述べた 1 台のデバイスを用いた手法を改
良することで環境に複数の人物が同時に存在する状況にお
いても位置推定可能な手法について述べる．

次元座標を計算する．提案手法では図 5 に示す改良した赤

以降では，フィンガープリンティングによる手法とマー

外線カメラデバイスを用いる．このデバイスは図に示すよ

カ添付位置校正による幾何的な手法の 2 つの手法について

うに，搭載する赤外線カメラ及び赤外線 LED を上下にス

それぞれ説明する．

ライドできるような構造になっている．上にスライドした

3.2.1 フィンガープリンティングによる手法

状態で撮影した画像と，下にスライドした状態で撮影した

フィンガープリンティング位置推定では，事前に収集し

画像を用いることで，2 台のデバイスを用いる場合と同様

たトレーニングデータの中から，観測した特徴ベクトルに

にステレオマッチングの原理を用いて各マーカの座標を計

最も近いデータを探索し推定座標を求める．そのため，複

算できる．なお改良したデバイスは，上下に 100 mm スラ

数人物の位置を推定するためには，複数の人物座標と特徴

イドできる構造になっている．

ベクトルをセットにしたトレーニングデータを収集する必

推定フェーズ

要がある．しかし，複数のユーザが実際に環境内を歩行し

図 6 にパーティクルフィルタを用いた位置推定フェーズ

トレーニングデータを収集することは，導入コストが高い

の概要を示す．パーティクルフィルタ [2] のアルゴリズム

と言える．そこで提案手法では，環境内を 1 人のユーザが

は，サンプリング，重み計算，リサンプリングの 3 つのス

歩行して収集したトレーニングデータ (収集データ) のみを

テップによって構成される．サンプリングでは前時刻 t − 1

用いて複数の人物座標を推定する．

におけるパーティクルから新しいパーティクルを生成し，

提案手法では，収集データから複数の人物が環境にいた

移動モデルに基づいて移動させる．生成されたパーティク

場合に観測される特徴ベクトルを計算し，疑似トレーニン

ルはそれぞれが時刻 t における推定座標を表す．重み計算

グデータを生成する．その手順について図 7 に示す．ここ

では時刻 t における観測に基づき，各パーティクルの重み

で，特徴ベクトルはマーカが遮蔽されている場合を 0，遮

を計算する．リサンプリングでは重みが大きなパーティ

蔽されていない場合を 1 と表現し，環境内の 1 人の人物に

クルを優先的に再サンプリングする．提案手法では，サン

よって遮蔽され 0 が連続する部分を遮蔽部分と呼ぶことと

プリングにおいて新しいパーティクルを生成する際に，1

する．提案手法では，環境を光学的に観測するため，オク

つのパーティクルから 5 つの新たなパーティクルを生成

ルージョンが発生しない限り，環境内にいる各人物の遮蔽

する．また，リサンプリングにおいてはその時刻における

部分は互いに影響しないと考えられる．そこで，収集デー

パーティクルから 250 個のパーティクルを再サンプリング

タからランダムに複数の特徴ベクトルを組み合わせ，論理

し，残りのパーティクルを削除する．

積を取ることで複数の地点に人物が存在したときに観測さ

各パーティクルの重みの決定には人体モデルを用いる．

れる特徴ベクトルを計算する．ここで，環境内に存在しう

ここで人体モデルとは，人体を俯瞰した際の形状を指す．

るユーザ数は事前に既知であることを仮定し，そのユーザ

提案手法では楕円，真円など複数のモデルを実験的に検

数分の特徴ベクトルを組み合わせて疑似トレーニングデー
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1 m になるように設置した．

収集データ
遮蔽部分

ランダムサンプリング

疑似トレーニングデータ

特徴ベクトル : [ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]
人物座標 : ( 300, 150 )
合成
特徴ベクトル : [ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 ]
人物座標 : ( 650, 210 )

図 7

特徴ベクトル : [ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ]
人物座標 : ( 300, 150 ) ，( 650, 210 )

疑似トレーニングデータの生成

図 9 に示す実験環境で，合計で 8 セッションの歩行デー
タを撮影した．5 セッションは 1 人の人物が歩行したデー
タで，3 セッションは 2 人の人物が同時に歩行したデータ
であり，比較手法のため全セッションで 2 台のデバイスを

ほ
≉ᚩ䝧䜽䝖䝹 : [ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ]

用いて撮影した．また，各セッションはおよそ 5 分間の歩

㐽ⶸ㒊ศ䛤䛸䛻ศ
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 ]

䝟䞊䝔䜱䜽䝹䝣䜱䝹䝍1

[ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]

䝟䞊䝔䜱䜽䝹䝣䜱䝹䝍2

図 8

データセット

行で，乱数によって次の移動先を決定し最短パスで移動す
る “Random waypoint model” にしたがって歩行した．

推定フェーズの概要

タを生成する．図 7 は，環境内に 2 名の人物が存在する場

評価手法
フィンガープリンティングによる手法 (FP) とマーカ添

合の疑似トレーニングデータを生成する例を示している．

付位置較正による幾何的な手法 (GM) について，1 台のデ

生成した疑似トレーニングデータを用いて，1 人の人物の

バイスを用いた単人物推定と複数人物推定，の 4 つの手

座標を推定する手法と同様に位置推定器を学習し，複数人

法について評価を行う．また比較のために 2 台のデバイ

物の位置推定を行う．なお，提案手法では連続して観測さ

スを用いた手法についても推定を行った．既存手法であ

れる各人物を識別・追跡することは目的としておらず，各

る 2 台のデバイスを用いたフィンガープリンティングに

時刻において環境内に人物が存在する座標を求めることを

よる手法 (S:FP) とマーカ添付位置較正による幾何的な手

目的としている．

法 (S:GM) [13], [14]，及び 2 台のデバイスを用いたフィン

3.2.2 マーカ添付位置校正による幾何的な手法

ガープリンティングによる複数人物推定 (M:FP)，の 3 つ

3.1.2 節で述べた 1 人の人物の位置を推定する手法では，

を比較手法として用いた．2 台のデバイスを用いたフィン

大きくキャリブレーションフェーズと推定フェーズに分か

ガープリンティングによる複数人物推定とは，3.2.1 節で述

れていた．本手法では，推定フェーズを改良することで複

べた手法において収集データの特徴ベクトルとして 2 台の

数の人物座標を推定可能な手法を実現する．

デバイスから計算したものを用いる手法である．以上の評

キャリブレーションフェーズでは 3.1.2 節と同様に各マー

価手法を表 1 にまとめる．
表 1

カの空間座標を計算する．
推定フェーズでは，3.1.2 節で述べたパーティクルフィル
タを人物の数だけ適用することで複数の人物座標を推定す
る．図??にその概要を示す．まず，画像から抽出された特
徴ベクトルについて，フィンガープリンティングによる手
法と同様に各人物の遮蔽部分は互いに影響し合わないとい
う仮定に基づき，特徴ベクトルを 0 が回以上連続する遮蔽
部分ごとに分割を行う．すなわち，各遮蔽部分ごとに，そ
の部分以外を 1 とした特徴ベクトルを生成する．この特徴
ベクトルは遮蔽部分の数，つまりオクルージョンが発生し
ていない場合には環境内に存在する人物の数だけ生成され
る．この生成した特徴ベクトルを観測として各パーティク
ルフィルタへ入力する．ある特徴ベクトルを入力するパー

評価手法

手法

デバイス (台)

人物 (人)

S:FP

2

1

M:FP

2

2

S:FP-S

1

1

M:FP-S

1

2

S:GM

2

1

S:GM-S

1

1

M:GM-S

1

2

評価結果
各手法における推定誤差の絶対値の平均である平均絶対
誤差を図 10 に示す．
まず，単人物推定に関しては，2 台のデバイスを用いる

ティクルフィルタを選択する際は，特徴ベクトルに対して

手法 (S:FP，S:GM) に対して 1 台のデバイスを用いる手法

各パーティクルの尤度を計算し，その和が大きいフィルタ

(S:FP-S，S:GM-S) で精度の低下が見られる．これは，い

へ順に割り当てていくものとし，オクルージョンが発生し

ずれの手法においても遮蔽されるマーカが人物の座標に対

た場合には，同じ特徴ベクトルを複数のパーティクルフィ

して固有になることを仮定しており，観測が 1 視点になる

ルタに入力するものとする．

ことで，人物の向いている方向や歩行中の体の動きなどの

4. 評価
図 9 に 示 す 実 験 環 境 で 評 価 実 験 を 行 っ た ．お よ そ

3 m × 3 m の実験環境に 50 mm 四方のマーカを 100 mm
間隔で 54 個添付し，2 台の赤外線カメラデバイスを間隔が
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影響により，人物が異なる座標にいる場合でも同じ特徴ベ
クトルが観測される状況が増えたためだと考えられる．
次に，S:GM-S と M:GM-S を比較すると，複数人物の位
置を推定する場合も大きく精度が低下しないことが分か
る．これは，M:GM-S の推定アルゴリズムが S:GM-S と同
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: マーカ( 50mm ൈ 50mm )
: 赤外線カメラデバイス

3m マーカ間隔 : 50mm
マーカ数 : 54個

3m

図 9

実験環境

S:FP
M:FP
S:FP‐S
M:FP‐S
S:GM
S:GM‐S
M:GM‐S

0.34
0.47
0.48
0.66

[2]

0.31
0.53
0.54
0

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
平均絶対誤差 [m]

図 10

0.6

0.7

推定結果

[3]

様のパーティクルフィルタを遮蔽部分ごとに適用してお
り，遮蔽部分を人物ごとに正しく検出できる場合，推定精
度は S:GM-S と同等になることが期待されるためである．

[4]

したがって精度低下は，人物のオクルージョンなどにより
特徴ベクトルを正しく分割できない場合の影響であると考
えられる．

[5]

一方で，S:FP と M:FP，S:FP-S と M:FP-S を比較する
といずれも複数ユーザになることで精度が低下しているこ
とが分かる．これは位置推定器として用いる最近傍法にお

[6]

いて，特徴ベクトル間の距離としてハミング距離を用いて
いることが原因であると考えられる．複数の人物によって
遮蔽されることで複数の遮蔽部分が存在する場合，それぞ
れの部分ごとの誤差の平均が最小となるような学習用特徴

[7]

ベクトルを探索することで，それぞれの人物の位置推定誤
差が最小化される．しかし提案手法では，それぞれの遮蔽
部分を区別せず，全体の誤差の和（ハミング距離）を最小化

[8]

している．そのため，カメラからの距離が 2 人の人物で大
きく異なる場合やマーカを等間隔に添付していない場合な
ど遮蔽部分ごとに遮蔽マーカ数が大きく異なる状況では，
遮蔽マーカ数の多い遮蔽部分のみが類似する学習用特徴ベ

[9]

クトルが近傍探索の結果得られることがある．このような
場合，遮蔽マーカ数の少ない遮蔽部分にいる人物の推定座
標の精度が大きく低下すると考えられる．このような精度
低下を低減するためには，特徴ベクトル間の距離について，
各遮蔽部分を考慮した算出方法に改善する必要がある．

[10]

5. おわりに
本稿では，既存の赤外光の再帰性反射を用いたデバイス
フリー屋内位置推定手法を改良し，1 台のデバイスのみを

[11]

用いて，複数人物の位置を推定する手法を提案した．提案
手法では，人物モデルとパーティクルフィルタを組み合わ
せた手法や擬似的に複数の人物が環境にいる場合の観測を

[12]

合成する手法を用いることで 1 台のデバイスのみを用いて
複数人物の位置推定を実現した．評価実験では，既存手法
と比較して一定の精度低下が見られるものの，およそ 0.5 m
と実用上十分高精度な位置推定が可能なことを示した．

[13]
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