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はじめに

防犯や犯罪捜査の場面において，監視カメラ等で
記録された映像から，特定の所持品（危険物や，近
隣で発生した事件で利用された物体等）を運んでい
る人物を発見するために，現状多くの時間が必要と
されている．これに対し，近年，映像中の所持品を
検出する技術が注目されている．従来の所持品検出
技術には人物の形からはみ出た領域を所持品として
決定する手法や，画像を色ごとに領域分割し，その
分類によって検出を行う手法が存在する．しかし，
従来手法は色情報のみを利用しているため，服と似
た色の所持品の検出が困難であったり，服を誤検知
したりするといった問題がある．
そこで本稿では，人物領域と所持品領域を分類す
るために，カラー画像と深度画像を併用し，色の違
いのみでは検出困難な所持品を深度の違いにより
検出する手法について検討する．

2

関連研究

映像中の人物の所持品検出には，テンプレート
（人物領域のシルエット，骨格を膨張処理した領域）
と入力画像中の前景領域を比較する手法が提案さ
れている．
Damen らの手法 [1] では，複数の人物の歩行映
像から得られたシルエットによりテンプレートを
作成し，入力画像の前景領域と最も一致するテンプ
レートを決定した後，前景領域でテンプレートと異
なる箇所を所持品とするといった手法が提案され
ている．しかしこの研究ではシルエットのみで検
出を行っているため，人物の形状から大きく外れた
物体しか検出できない．さらにテンプレートにな
い姿勢をした人物に対しては所持品推定の精度が
低下するという問題がある．
一方，三浦らの手法 [2] では画像から得られた人
物の骨格を膨張処理して求めた人物領域のテンプ
レートと前景領域のエッジを比較し，骨格に沿わな
いエッジを所持品として検出する手法を提案してい
る．この手法では，人物の骨格情報を利用すること
で，シルエットを用いた [1] の手法では検出困難な，
人物と重なっている所持品の検出が可能である．
しかし，これらの手法は，カラー画像に基づいて
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図 1: 提案手法の流れ
シルエットやエッジを抽出しているため，人物の衣
服と色が類似した所持品を区別できず，所持品検出
精度が大きく低下する問題が残されている．
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提案

本研究は，[2] の研究を発展させ，所持品推定の
際に利用するエッジをカラー画像だけではなく深
度画像からも取得することで，所持品検出の精度向
上を目指す．
提案手法の流れを図 1 に示す．まず，カラー画像
から人物の骨格（関節点の集合）を抽出し，深度画
像から求めた前景領域と比較することで人物領域
を求める．次に，カラー画像および深度画像から抽
出したエッジを人物領域のエッジと比較する．そ
して，それらの位置・形状等を利用することで人物
領域とは異なるエッジを抽出し，所持品領域の検出
を行う．

4

実装

提案手法から，深度画像から抽出したエッジを基
に所持品候補のエッジを推定するまでの処理の実
装を行った．以下にシステム全体の構成，前景領域
の抽出，人物骨格の推定，人物領域の推定，深度画
像からのエッジ抽出，所持品候補のエッジ推定の順
に実装の詳細について述べる．

2-215

Copyright 2020 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 82 回全国大会

(a) カラー画像

(b) 深度画像

(c) 前景領域

(d) 人物骨格

(e) 人物領域

(f) 深度エッジ (g) 所持品候補
エッジ

図 2: 実験結果
・ システム全体の構成
システムは Unity [3] を用いて実装した．Unity
は一般的にゲーム制作や映像制作に用いられるツー
ルであるが，画像処理を GPU を用いた並列計算に
よって高速に行えるために今回採用した．
カラー画像と深度画像は Kinect v2 [4] を利用し
て取得した．取得できる各画像は位置及び解像度
が異なるため，カラー画像の解像度と位置を深度画
像に一致させる変換を行った．
・ 人物骨格の推定
人物領域の推定には OpenPose [5] を利用した．
カラー画像を入力することで画像中の人間の関節点
を得ることができる．得られた関節点を結合するこ
とによって人物骨格を作成する．今回は一部の特
徴点を利用し，首・左右肩・左右上腕・左右腕先・
胴体・左右太腿・左右足下を線分として取得した．
・ 人物領域の推定
先に得た骨格線分を膨張させることによって人
物領域を推定する．深度画像で深度 d が閾値 tf 以
下である画素の箇所を前景とし，各骨格の線分と背
景領域の最短距離を求める．その最短距離を各骨
格の幅として膨張させ，膨張させて得られた領域の
和を人物領域とする．
・ 深度画像からのエッジ抽出
深度画像からエッジ抽出を行うために，各画素に
おいて，その近隣画素の深度との差を利用する．深
度画像に対して X,Y 方向に 3x3 画素の Sobel フィ
ルタを適用し，出力 t が閾値 te 以上の画素をエッ
ジとして抽出する．
・ 所持品候補のエッジ推定
ここまでの手順で得られた深度画像エッジと人
物領域に基づき，人物領域の輪郭が一定距離 ts よ
り近い深度エッジを削除する．これによって人物
の輪郭に対応するエッジを削除し，残ったエッジを
所持品候補として決定する．

5

評価

4 章において実装したシステムの動作を確認する
ために，自分で作成した入力画像 (カラー・深度) に

対する所持品候補エッジの推定を行った．今回の
実験では tf = 2.5 m，te = 0.1 m，ts = 25 pixel
と設定した．カメラと人物の距離は約 1.5m であっ
た．図 2(a),(b) がそれぞれ入力されたカラー画像・
深度画像であり，抽出された前景領域，人物骨格，
人物領域，深度エッジをそれぞれ図 2(c),(d),(e),(f)
に示した．また，推定された所持品候補エッジが図
2(g) である．
深度画像を用いることにより，人物の服と類似し
た色の所持品のエッジをおおよそ正しく抽出する
ことができ，提案手法の有用性が確認できた．
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おわりに

本稿ではカラー画像と深度画像を併用した所持
品検出技術を提案し，深度画像エッジから所持品候
補のエッジを抽出する部分の動作を確認した．実
験から服と類似した色の所持品も正しく検出する
ことが確認でき，提案手法がカラー画像のみを利用
して所持品検出を行う既存研究の精度を向上させ
うると確信した．今後はカラー画像のエッジから
所持品候補を抽出する処理や所持品領域の決定・表
示処理の実装を行い，提案手法の実装をさらに洗練
させていく．
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