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1. は じ め に

行動特徴に基づく人物追跡

近年の凶悪犯罪の増加に伴い，安心・安全な社会環境の実現のために監視カメラの普及が
進んでいる．監視カメラの設置による犯罪の抑止効果は証明されつつあるが，アルコール摂
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取による事件などの衝動的犯罪には，その抑止効果は小さいことが報告されている．このよ
うな犯罪の防止，事件の早期解決を実現するために，カメラの視野内において何が起きてい
るのかをシステムが自動的に理解する技術が求められている．システムが人間の行動を理解

人間の行動特徴を利用した観測視野内における人物追跡手法について述べる．人間
の行動特徴とは，行動に関する個人が持つ特性のことであり，本稿では，環境に基づ
く行動特徴，人物の個人性に基づく行動特徴の二つの行動特徴を考える．環境に基づ
く行動特徴とは，環境により特徴付けられる人物の行動の偏りを意味する．これを人
物追跡のための情報源として利用することにより，追跡の安定化を図る．これに対し
個人性に基づく行動特徴とは，人物が生来持つ，行動に関する個人特有の性質を意味
する．このような個人性を活用することにより，混雑環境下における人物追跡，遮蔽
により分断化される人物動線の対応付けを実現する．実環境における実験により，本
手法の有効性を確認した．

するためには，視野内に人物がどこにいるのか，そしてどのように移動しているのかを計測
する技術が必要となる．このような社会背景のもと，本研究では人間の行動計測において最
も重要な役割を果たす人物追跡について取り組む．
実環境において頑健に対象の人物を追跡するためには，複雑背景，追跡対象の見えの変
化，障害物による遮蔽など，様々な問題へ対処しなければならない．これに対し本研究で
は，人間の行動特徴を応用することによりその問題へ対処する．人間の行動特徴とは，行動
に関する個人が持つ特性のことであり，これは個々の人物を追跡するための特徴的な指標と

Exploiting Motion Characteristics to Track
Humans in Static and Dynamic Scenes

見なすことができる．本研究では，環境に基づく行動特徴，人物の個人性に基づく行動特徴
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象環境における机や商品棚，ディスプレイなどの配置により，人物の行動しやすい領域に偏

の二つを考える．
環境に基づく行動特徴とは，環境により特徴付けられる人物の行動の偏りを意味する．対
りが生じると考えられる．このような環境に応じた行動の性質を利用することにより，人物
追跡の安定化を実現することが可能となる．

We propose techniques for tracking people by exploiting motion characteristics. In this
paper, human motion characteristics, which are described as the unique spatio-temporal
traits of human movement, are defined as the following two kinds of features. The first is a
bias of human actions characterized by the target space. By observing human actions for a
long period of time, we can identify regions that are more likely to be occupied by people.
We leverage these biases for enhancing the stability of tracking people. The second feature based on motion characteristics is the individuality regarding the human actions. Using
the individuality of human motions allows us to track people accurately in crowded scenes.
Based on exploiting the individuality, we perform associating fragmented trajectories of a
moving person to attain tracking people consistently over a scene. Our experimental results
on real videos demonstrate the effectiveness of our methods.

これに対し個人性に基づく行動特徴とは，人物が生来持つ行動の癖に基づくもの意味す
る．一般に，他の人物には持ちえない個人特有の性質であるため，追跡対象の人物を他の人
物と区別するための指標に利用できると考えられる．
このような二つの人間の行動特徴を用いることにより，(1) 行動履歴に基づく人物存在確
率の利用による人物追跡の安定化（2 節），(2) 歩容特徴と局所的見えに基づく混雑環境下人
物追跡（3 節），(3) 人物追跡安定化のための歩容特徴に基づく人物動線の対応付け（4 節），
の三つの手法を実現する．

2. 環境に基づく行動特徴の利用による人物追跡の安定化
コンビニエンスストアやスーパーマーケットといった屋内環境を想定した場合，決まった
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通路の頻繁な通行，立ち読みのための本棚付近での滞留といった人物の行動は，対象空間の
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特定の領域で頻繁に観測される．このような人物の行動を長時間観測することにより，行動
履歴に基づいた人物の存在確率分布を得ることができる．本節では，この人物存在確率を用
いた人物追跡の安定化手法について述べる．
カメラ映像を用いた人物追跡技術は，パーティクルフィルタの利用をはじめとし，実環境
における様々な問題へ対処した手法が数多く報告されている2),8),12) ．その一方で，追跡が不
安定になる，もしくは失敗した際に，修正，再初期化を速やかに行うことで正しい追跡を
再開する手法がいくつか提案されている9),11),18),29) ．これらの手法は，観測画像から得られる
指標のうち，追跡に利用する指標とは異なるものを追跡の初期化用として利用することで，

図 1 人物存在可能性の偏り．コンビニなどの店舗内を対象空間とした場合，立ち読みをするために本棚周辺におい
て数人の人が滞留することがある．このような人物の行動に伴い人物の存在可能性は大きく偏ると見なすこと
ができる．

追跡失敗の問題に対処している．
鈴木らは，画像から得られる指標に加え，環境モデルと呼ばれる対象空間内の人物の存在
確率分布を導入することで追跡の安定化を図る手法を提案している25) ．彼らは，対象空間内

2.1 環境属性の人物頭部追跡への統合

の机や椅子などの物理的障害物からの距離や配置に基づき環境モデルを定義している．これ

図 2 に本システムの全体図を示す．本手法は 人物頭部の三次元追跡 と 環境属性の獲

により，壁，床の下など人物が存在しえない領域に仮説が発生することを抑制することがで

得 の 2 つの処理単位が相互に作用することで実現される．以下本節では， 人物頭部の三

きるため，安定な追跡が実現される．しかしながら，環境の物理的な制約だけでは対象空間

次元追跡 の処理単位について述べる．

2.1.1 パーティクルフィルタによる人物追跡

内の人物の存在確率分布を必ずしも表現できているとはいえない．

時刻 t における対象の状態量を Xt ，時刻 t までに得られた画像による観測列を Zt =

コンビニエンスストアやスーパーマーケットといった一般的な屋内環境を想定した場合，
決まった通路の頻繁な通行，立ち読みのための本棚付近での滞留といった人物の行動は，対

{z1 , ..., zt } とする．時系列フィルタによる人物追跡は，追跡対象を表す密度分布 p(Xt |Zt )

象空間の特定の領域で頻繁に観測される（図 1）．これは，人物の存在確率は物理的制約よ

を逐次推定することであり，それは，追跡対象の事前の状態に基づく 予測 と，観測画像

りも対象空間中の人物の行動履歴に強く依存することを示唆している．このような人物の行

を用いて人物らしさを評価する 観測 のステップを逐次実行することで実現される．
(n)

パーティクルフィルタは，密度分布 p(Xt |Zt ) を重み πt

動の履歴に着目し，それを利用することで，対象空間に特化した人物存在確率分布を表現す

(n)

を持つ仮説 st

の集合

ることが可能となる．そしてこれを人物追跡の初期化のための情報源として利用すること

(n)
(n)
{(st , πt )

で，対象環境に適応した高速，高精度な追跡の再初期化を実現することができると考えら

分布を表現することが可能となるため，ノイズや環境変動に対して頑健な追跡を実現でき

れる．

る．具体的には次の処理を繰り返すことで実現される．

| n = 1, 2, . . . , N } を用いて離散的に近似する．これにより，任意の形状の

(i) 仮説の選択

このような知見に基づき，本手法では，人物の行動履歴に基づいて対象空間の人物存在確

(1)

(N )

率分布を獲得し，追跡の枠組みに組み込むことで，人物追跡の安定化を実現する．以後，こ

時刻 t − 1 における事後分布 p (Xt−1 |Zt−1 ) を表す仮説群 {st−1 , ..., st−1 } が持つ重み

のような人物存在確率分布を

(1)
(N )
{πt−1 , ..., πt−1 }

環境属性 と呼ぶ．本手法は具体的には次のように実現さ

9)

の比に従い，仮説群

(1)
(N )
{s t−1 , ..., s t−1 }

を選択する．

れる．ICONDENSATION の考え方に基づき，環境属性を importance function としてパー

(ii) 状態遷移モデルに基づく仮説の伝播

ティクルフィルタの追跡の枠組みに組み込む．環境属性は混合正規分布でモデル化し，オン

選択された仮説群 {s t−1 , ..., s t−1 } を，予め定義した状態遷移モデル p(Xt |Xt−1 ) に従いそ

ライン EM アルゴリズム21) を用いることで，追跡器により毎フレーム推定される人物頭部

れぞれ伝播させ，時刻 t における事前分布 p (Xt |Zt−1 ) に従う仮説群 {st , ..., st

位置から逐次的に学習させる．これより，対象シーンに特化した適応的な環境属性の獲得と

する．

(1)

(N )

(1)

(N )

} を生成

追跡の安定化を同時に実現することが可能となる．
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(c) 追跡修正：追跡修正のための importance sampling．環境属性 gt (Xt ) からサンプリングす
る．仮説の重みを評価するときに環境属性により修正する．
これにより環境に適応した追跡の修正，初期化を行うことが可能となるため，より安定な
追跡を実現することができると考えられる．環境属性の詳細については次節 2.2 節において
述べる．
(n)

各カメラで観測される画像の特徴量を用い，仮説 st

の人物頭部らしさを評価する．具

体的には，仮説をカメラに投影したときの画像において，背景差分をすることで得られる
前景領域と，エッジ勾配の類似性を用いて，その仮説の頭部らしさを評価する．i 番目のカ
fore,(n)

メラの背景差分による評価値を πi,t
価値を
図 2 システム概要．

edge,(n)
πi,t

，i 番目のカメラのエッジ勾配の類似性に基づく評
(n)

としたとき，各カメラで評価される人物頭部らしさ πi,t を，これらの積に

より与える．そして各々のカメラについて評価した後，それぞれの重みの積を取ることで，
(n)

その時刻における人物頭部らしさの評価値 πt
(n)
(iii) 観測による重み πt の決定
(n)
(n)
仮説 st の重み πt を，時刻 t

とする．なお，サンプリング手法 (c) によ

り発生した仮説の重みは，次のように定義する．
の観測画像から得られる観測モデル p(Zt |Xt ) を用いて評
(n)

πt

価することにより決定する．

=

M
(n)
p(Xt = st |Zt−1 ) 

本手法の人物追跡器は，視野を共有する複数台のカメラを用いて人物頭部を三次元的に追
界座標系 O − XY Z を定義する．追跡対象である人物頭部を楕円体でモデル化し，その中
心座標を (x, y, z) とする．また時刻 t における n

=

(n)

πi,t .

(1)

i=1

ここで g(Xt ) は importance function であり，環境属性を意味する．

跡する．室内空間において，床面を XY 平面に一致させ，高さ方向に Z 軸をとる三次元世
(n)
番目の仮説は，st

(n)

gt (st )

すべての仮説に対して重みを計算した後，事後分布の期待値をとることにより，時刻 t に

(n)
(n)
(n)
[xt , yt , zt ]T

を推定する．
おける人物頭部の三次元位置 shead
t

2.2 環境属性の更新

という三次元ベクトルの状態量を持つものとする．

広域を対象とする場合，人物の存在しやすい領域は複数あると考えられる．このような環

2.1.2 環境属性の統合

境において人物存在確率を表現するために，環境属性は多峰性の分布に対応する必要があ

環境属性を importance function としてパーティクルフィルタの追跡の枠組みに導入する．
すなわち，仮説をサンプリングするとき，事前分布 p(Xt |Zt−1 ) と環境属性 gt (Xt ) をサン

る．また，前述したように，環境属性を importance function, gt (Xt ) として追跡の枠組みに

プリング源として同時に利用する．具体的には，ICONDENSATION9) の考え方に基づき，次

組み込むため，仮説のサンプリングが容易なモデルである必要がある．そこで本手法では，

の 3 つのサンプリング手法を併用する．またこれらのサンプリング手法はある一定の割合

環境属性を次式のように混合正規分布により表現する．

で選択する．

gt (Xt ) =

(a) 追跡：パーティクルフィルタの枠組みにおける仮説のサンプリング．事前分布 p(Xt |Zt−1 )

K


ωi,t N (Xt | µi,t , Σi,t ) .

(2)

i=1

からサンプリングする．

(b) 追跡初期化：追跡初期化のための importance sampling．環境属性 gt (Xt ) からサンプリ

ここで N (·) は平均 µi,t ，共分散 Σi,t を持つ正規分布を表し，ωi,t は重み，また K は正規分

ングする．

布の数を表す．このようなパラメトリックモデルで表現した環境属性に行動履歴を反映させ
るということは，行動履歴を用いてモデルが持つパラメータを更新することと同義である．
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追跡器により毎フレーム得られる人物頭部の三次元位置 shead
を環境属性に逐次反映させ
t

EM アルゴリズムをオンライン利用に拡張したオンライン EM アルゴリズム

5JGNH

を用いて，

'PVTCPEG $

を環境属性



規分布のパラメータ ωi,t ，µi,t ，Σi,t は次のようにそれぞれ計算される．

(t)
Σi
(t)

ωi

 x i (t)
=
,
 1 i (t)
 T
 x xT i (t)
(t)
(t)
=
µi
,
− µi
 1 i (t)
=  1 i (t) .

'PVTCPEG #



2TKPVGT

:=EO?
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図 3 対象空間のレイアウト．図中の数値はそれ
ぞれの位置における座標値を意味する．

(4)
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:=EO?

図 4 環境属性の構築結果．

(5)

ここで，·i (t) は，学習の重みを α として，

 f (x) i (t) = (1 − α) f (x) i (t − 1) + αf (x) p(i|x(t), θ (t−1) ) ,
というように定義される．p(i|x(t), θ



&GUM












刻 t − 1 で推定されたパラメータを用い，時刻 t におけるパラメータを推定する．各混合正

Z

6CDNG



に逐次適用することで実現する．そこでは，時刻 t において得られた観測データ x(t) と時

(t)
µi

5JGNH

:;

5JGNH

正規分布が持つパラメータ，ωi,t−1 , µi,t−1 , Σi,t−1 と人物頭部の三次元位置

shead
t
21)

2TQD

ることにより，行動履歴に基づく環境属性を獲得する．具体的には，時刻 t − 1 において各

(t−1)

跡の枠組みに拡張して実験を行った．人物 1 人当たりの追跡に利用した仮説数は N = 150
とした．

(6)

2.3.1 環境属性の獲得

) は，i 番目の正規分布が選択される事後分布を意

対象空間をおよそ 30 分間観測することにより，環境属性の獲得実験を行った．ここでは，

味し，θ(t−1) は時刻 t − 1 において推定されたパラメータを意味する．このように，過去の

片方の通路の頻繁な通行，特定個所における雑談による滞留が主にみられた部分の映像を利

推定結果を学習率 α で伝播させることにより，高速にパラメータ推定をすることを可能に

用した．

する．そのため，オンライン EM アルゴリズムを利用することは，人物頭部追跡と環境属

推定結果を図 4 に示す．図 4 において，ある領域（650 < X < 750 , 0 < Y < 100）におい

性の獲得を同時に実現する本手法に適している．また，学習率 α は，推定される追跡対象

て確率密度値のピークが観測される．これは人物の滞留行動による環境属性の確率密度値の集中

の行動状態に基づき，適応的に設定される．

によるものと考えられ，実験に利用した映像においてもこの領域において二人の人物が長時間雑

2.3 実

談している様子が観測された．これに加え，奥側の通路領域 (650 < X < 750 , 0 < Y < 450)

験

本手法の有効性について確認するために，図 3 に示すような対象空間において，環境属性

に沿ったなだらかな分布の峰がみられる．これは，片側の通路の頻繁な通行によるものと考

の獲得実験と人物頭部追跡実験を行った．室内天井に校正済みの IEEE1394 カメラ（Point

えられる．このことから行動履歴が正しく反映されているとみなすことができる．

Grey Research 社製 Flea）を 2 台設置し，解像度 640 x 480 ピクセル，毎秒 30 フレームの

2.3.2 環境属性による追跡初期化の高速性

速度で得られるカメラ画像を用いた．カメラ 1 台毎に 1 台の汎用 PC（CPU: Intel Pentium4

前節で得られた環境属性（図 4）を用いて，追跡初期化に関する環境属性の有効性を確認

2.8GHz，RAM: 2GByte，OS: Windows XP）を割り当て，それぞれをクライアント PC と

した．本実験では，人物が視野内に現れたとき，もしくは遮蔽などなんらかの要因によって

した．またクライアント PC の情報を統合するサーバの役割を果たす汎用 PC（CPU: Intel

追跡に失敗した状態から正しい追跡が再開されるまでの速さを評価した．追跡対象が実際に

Pentium4 3.2GHz，RAM: 1GByte，OS: Windows XP）を用意し，これらを通信速度 1Gbps

観測されるフレームを fgt ，正しく追跡が初期化されたときのフレームを finit とする．この

の Gigabit Ethernet で接続してサーバ・クライアントモデルを構築した．環境属性の正規分

とき両者のフレーム差，fdiﬀ ≡ |fgt − finit | を追跡初期化が発生する様々な場合について計

布の個数は K = 7 とした．また，Mixture Particle Filter28) の考え方に基づき，複数人の追

算し，統計的に評価した．これは，fdiﬀ が 0 に近いほど高速に追跡初期化が行われている

4
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表 1 追跡初期化の速さの比較結果．人物が実際に観測されたフレームと正しい追跡初期化が働いたフレームとの差，
fdiff の平均と標準偏差を意味する．

一様分布
環境属性

(a) frame No: 1038. 新規追跡対象出現

平均 [frame]

標準偏差 [frame]

48.31
21.62

37.92
16.45

(b) frame No: 1054. 追跡開始

図 5 追跡初期化検証実験の評価例．frame No: 1038（左図 (a)）では人物が新たに現れたことが観測できるが，追跡は
開始されていない．そして frame No: 1054（右図 (b)）で追跡が開始されている．この例では，frame No: 1038
を追跡が開始されるべき真値 fgt ，frame No: 1054 を実際に追跡開始されたフレーム finit とする．そしてこ
れらの差分 fdiff = |fgt − finit | を計算する．

ことを意味する．図 5 に例を示す．

frame No: 345

frame No: 360

frame No: 720

frame No: 723

本手法の有効性を比較検証するために，行動履歴を反映することにより得られた環境属性
を用いた場合と一様分布を環境属性として利用した場合の両者を用いて，単一シーンにおい
て比較実験を行った．本実験では，人物は得られた環境属性に従うような行動，すなわち人
物存在確率が高い領域において頻繁に行動する映像を用いた．また本映像では，人物同士の
すれ違いによる部分遮蔽，人物が机下に入り込むことによる完全遮蔽などが頻繁に観測され
た．試行回数は 5 回であり，追跡の初期化，再初期化は全試行合わせて 40 回行われた．
初期化の速さの比較結果を表 1 に示す．示されている値はそれぞれ fdiﬀ の平均，標準偏
差，すなわち追跡が初期化されるまでに必要な平均フレーム数とそのばらつき具合を意味す
る．環境属性と一様分布それぞれの平均を比較すると，環境属性によるものは一様分布のそ
れに比しておよそ 40% 程度のフレーム数で追跡初期化が行われている．この環境属性によ

図 6 追跡結果．完全な遮蔽からの追跡再開．

る平均遅れは時間にして 1 秒弱の遅れであり，高速な追跡初期化が実現されているといえ
る．また標準偏差の比較結果について着目すると，環境属性によるものは一様分布のそれに

により追跡が失敗していることが確認できる（frame No: 360 から frame No: 719）．しかし

比しておよそ 50% 程度に抑えられており，安定な初期化が実現できていることがわかる．

ながら，その人物がボードの逆側から現れた際（frame No: 720），追跡器は速やかに追跡を

2.3.3 遮蔽への対処

再開していることがわかる（frame No: 723）．このように，環境属性を利用することで完全

図 6 は，人物が奥の通路を歩き（frame No: 345），途中設置されたボードにより完全に遮

な遮蔽により追跡対象を見失った場合においても正しい追跡を再開できることがわかる．

蔽された後（frame No: 360），ボードの逆側から現われ（frame No:720），奥の部屋へ向か
うシーケンスに対する追跡結果の一部である．この結果にあるように，ボードの完全な遮蔽

以上の検証実験の結果から，環境属性は追跡の安定化，特に追跡対象の初期化，再初期化

5

c 2010 Information Processing Society of Japan


Vol.2010-CVIM-172 No.36
2010/5/28

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

に関して効果的であるといえる．

しい．

2.4 本手法のまとめ

このような問題に対処するために，本手法では，(1) 周波数領域における歩容特徴，(2) 局

人物は，特定の通路の頻繁な通行，特定の位置における滞留といった，対象環境に応じた

所領域における見えの時間変動という二つの異なる種類の指標を導入する．これらを特徴

行動の特性を持つ．対象空間中の人物の存在確率は，このような行動特性に大きく依存する

点軌跡のクラスタリング手法の考え方を用いて追跡の枠組みへ組み入れることにより，混雑

と考えられる．本手法ではこの点について着目し， 人物の行動履歴を逐次利用することに

シーンにおける頑健な人物追跡を実現することが可能となる．

より， 対象シーンに特化した人物の存在確率を獲得できると考えた． そしてこれを環境属

周波数領域における歩容特徴の利用は，群集における個々の人物の識別に非常に有効であ

性として定義し， その構築法， 追跡の枠組みへの統合法を開発した． また実データを用い

ると考えられる．互いに近接した複数の人物が同じ方向に同じ速度で歩いている場合におい

た実験により， 本手法の有効性を確認した．

ても，各人物の歩幅や歩行周期は異なるため，その周波数特徴には各人物固有の性質が現わ
れる．このような個人特性は，その人物に属する特徴点の動きにも現われると考えられるこ

3. 個人性に基づく行動特徴の利用による混雑環境下人物追跡

とから，本手法では特徴点軌跡の動きの周波数特性を個々の人物の区別に利用する．歩容特

混雑環境（朝のラッシュ時における駅の構内，イベント会場など）において，頻繁に発生

徴は，個人認証のための重要な手掛かりとしてバイオメトリクスの分野で広く利用されてお
り17) ，群集中の人物追跡においても歩容特徴は有用な指標になることを示唆している．

する遮蔽や，複数の人物が互いに近接していることにより，個々の人物を正しく追跡するこ

局所領域における見えの時間的な変化を利用することは，動きの周波数特徴さえも類似す

とは難しい．本節では，人物の個人性にあたる歩容特徴と局所的な見えの時間変動の一貫性

る場合において効果的に働くことが期待される．本手法では，三つの特徴点の軌跡によって

という二つの指標を利用した混雑環境下における人物追跡手法について述べる．
近年，朝夕のラッシュ時の駅構内やイベント会場などの混雑環境下における人物追跡への

張られる三角パッチを考え，その見えの時間変動に着目する．同じ人物に属する特徴点軌跡

関心が高まっている．事故や事件の未然防止といったセキュリティ分野をはじめ，視野内の

により張られる三角パッチ内の見えは，時間的にほぼ変化しないことが期待されるが，その

人数の自動計測，混雑解消のための情報源としての利用など，様々な分野への応用が期待さ

一方で他の人物との間に張られる三角パッチは，背景や他の人物の領域を含むためその時間

れる．

変動は大きくなると考えられる．また局所領域のみに注目しているため，追跡対象全体の見
えを必要としない．そのため部分的な遮蔽について頑健である．

しかしながら，実際の混雑環境において頑健な追跡を実現するためには，頻繁に発生する

このように，動きと見えの異なる種類の指標を利用することにより，混雑環境においても

遮蔽，非常に近接している複数の人物個々の識別といった様々な問題に対処する必要があ
る．そのため，背景差分に基づく人物の形状モデルを利用した検出手法

4),33)

，見えを手掛か

頑健な人物追跡を実現することが可能となる．

りにした手法14),27) や時系列フィルタリングを用いた追跡手法10),18),23) は，混雑環境における

3.1 特徴点軌跡のクラスタリングに基づく人物追跡
図 7 に本手法の概要を示す．本手法は，映像から得られる特徴点の動きの軌跡群を用いて

追跡に不向きであると考えられる．
近年，このような形状や見えを用いた追跡手法とは異なった，画像中の特徴点の動きを利

グラフを形成し，それをクラスタリングすることにより人物追跡を実現する．このグラフに

用した手法が提案されている1),15),20) ．これらの手法は，同じ人物に属している特徴点は類似

おいて各ノードは特徴点軌跡を表し，また各ノード間に張られるエッジの重みは特徴点軌跡

した動きをするという仮定に基づき，特徴点軌跡群を動きの類似性と位置関係に基づきクラ

間の相違度を表す．
最初に，KLT 特徴点追跡法22),26) により画像中の各特徴点の動きの軌跡を獲得する．遮蔽

スタリングすることにより人物追跡を実現する．これらの手法は，対象の一部が観測されて

などの様々な要因により特徴点軌跡の数が減少することが懸念されるため，本手法では20)

いれば追跡可能であるため，一般に部分遮蔽に頑健であると言える．
しかしながら，混雑した状況下では，群集全体により形成される大きな動きの流れにより

において行われていたように毎フレーム新たな特徴点検出を行い，特徴点軌跡の数の減少を

人物個々の動きは制限されやすい．これに伴い，隣接する人物と動きが類似する傾向にある

防ぐ．信頼度が高い特徴点軌跡を獲得するために，得られた特徴点軌跡群のうち，(1) ほと

ため，軌跡の動きの類似性と位置関係に基づいた手法では個々の人物を区別することは難

んど動かないもの（背景から抽出された特徴点），(2) 連続的に変化していない（次フレー
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図 8 実際の映像におけるグラフの初期構造の例．

(a)

(b)

図 7 提案手法概要．(a) グラフの構築．特徴点軌跡（ノード）をつなぐエッジが持つ重みは，軌跡間相違度 ep,q を
表す．(b) クラスタリング結果．計算された軌跡間相違度に基づきエッジを除去することにより実現される．ク
ラスタリングにより得られる部分グラフのうち，ある閾値 ths 以上のノードを持つものを追跡対象とみなす．

相違度に反映されないことが考えられる．このような状況を避けるために，本手法ではいず
れかの指標による相違度が 0 になった場合，事前に定めた定数 emin > 0 で置き換える．
以上のような指標を用いて計算された相違度をもとに，構築された初期グラフはいくつか

ムにおける特徴点位置が誤って遠い位置に推定される）もの，(3) 軌跡の生存時間が短いも

の部分グラフへクラスタリングされる（図 7-(b)）．本手法におけるクラスタリング処理は，
軌跡間相違度がある閾値 thp より大きいものを枝打ちすることにより実現される．そして，

のを除去する．
以上の処理により得られた特徴点軌跡群を用い，ドロネー三角形分割アルゴリズム3) によ

クラスタリングにより得られる部分グラフのうち，属するノードの数がある閾値 ths 以下の

り初期グラフを構築する（図 7-(a)）．実画像における初期グラフの例を図 8 に示す．

小部分グラフは除外し，残りの部分グラフが各追跡対象であるとみなす．また本手法では時
間窓 τ を考え，この窓内における特徴点軌跡群のみを考慮する．時間窓は τ /4 ずつシフト

構築されるグラフ構造において，二つのノード（特徴点軌跡）を繋げるエッジは軌跡間の
相違度を表す重みを持つ．相違度は，先行研究（

1),15),20)

される，すなわち τ /4 時間毎にクラスタリング処理が行われる．

）において利用されていた空間関係，

動きの類似性に基づく指標に加え，(1) 歩容特徴，(2) 局所領域の見えの時間変化の二つの新

3.2 軌跡間の相違度の計算

たな指標を用いて計算される．本手法では，それぞれの性質は独立に観測できるものと仮定

二つのノード（特徴点軌跡）間のエッジの重み（相違度）は，歩容特徴，局所的な見えの

し，最終的な二つの軌跡 p，q 間の相違度 ep,q を各指標に基づく相違度を累積することによ

変化，そして先行研究でも利用されている動きの類似性，空間関係の 4 つの指標に基づき計

り計算する．各指標に基づく相違度の対数をとると，相違度 ep,q は次式により与えられる．

算される．これによりこれらの特徴点軌跡が同じ人物に属しているかどうか判断する．本節








p,q





p,q
p,q
ep,q = ln ep,q
freq + ln eapp + ln eprox + ln (ecoh ) .

ではそれぞれの指標に基づく相違度の計算方法について詳しく説明する．

(7)

3.2.1 周波数領域における歩容特徴

ep,q
freq ，局所領域の見えの変化

周波数領域における歩容特徴は人物個々が持つ固有の特性であり，混雑環境下において各

p,q
に基づく相違度 ep,q
app ，空間関係に基づく相違度 eprox ，そして動きの類似性に基づく相違度

人物を識別するための有効な指標である．本手法では，歩容特徴は人物が歩くときに観測さ

ep,q
coh を意味する．また，それぞれの指標に基づく相違度は，各指標における相違度の最大

れる垂直方向の周期的な動きの周波数特徴に現われると仮定する．この仮定に基づき，まず

値により正規化されており，0 から 1 の値をとる．これらの指標の詳細は次節で詳しく述べ

特徴点軌跡の動きの垂直方向成分から歩容特徴にあたる周期的な動きを抽出する．具体的に

る．もし一つの指標に基づく相違度が 0 になった場合，他の指標に基づく相違度が最終的な

は，特徴点軌跡について直線当てはめを行い，推定された線形成分を特徴点軌跡から取り除

ここで（7）式の右辺はそれぞれ，歩容特徴に基づく相違度
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法では局所領域における見えの時間的な変動を新たに利用する．
本手法では局所領域を連結された 3 つの特徴点軌跡によって張られる三角パッチで表現
し，そのパッチ内の見えの時間変動を考える．図 10 に概略図を示す．同じ人物に属する特
徴点軌跡により張られる三角パッチ内の見えは時間的にほぼ変化しないことが期待される
が，それに対し他の人物との間に張られる三角パッチは，背景や他の人物を含むためその時
間変動は大きくなると考えられる．このような三角パッチの見えの変動の違いを計測するこ

(a)

(b)

図 9 周波数領域における歩容特徴計測のための前処理．(a) 歩
容特徴にあたる垂直方向の周期的な動きの抽出．得られる
特徴点軌跡に直線当てはめを行い，その線形成分を除去す
ることにより得られる．(b) 抽出された垂直方向の周期的
な動き yp (t)．

とにより，動きが類似する傾向にある混雑環境においても個々の人物を識別することが可能

図 10 局所領域としての三角パッチの利
用．三角パッチは連結されている
特徴点軌跡により張られ，そのパッ
チ内の見えの時間変動が相違度計
算に利用される．

となる．
見えに関する尺度は，色ヒストグラムをはじめテクスチャや勾配ヒストグラムなど様々な
ものが考えられるが，本手法では簡単のため HS 色ヒストグラムを利用する．具体的には，
時間窓 τ 内の各時刻の色ヒストグラム h(t) と，その平均色ヒストグラム h̄ の Bhattacharyya
距離の RMS（Root Mean Square）を計算し，これを見えに基づく相違度 ep,q
app とする，すな

く．これにより，垂直方向の周期的な動き yp (t) が得られる．図 9 に本処理の概略を示す．

わち，

このようにして得られた周期的な動き yp (t) について高速フーリエ変換を行うことにより，

ep,q
app =

歩容特徴にあたる振幅スペクトル，位相を獲得する．
歩容特徴に基づく二つの特徴点軌跡間の相違度

ep,q
freq

は，振幅スペクトルと振幅成分が最


 ts +τ
1 
τ

d2hist (h(t), h̄) ,

(9)

t=ts

も含まれている周波数における位相成分の二つの指標を用いることにより計算される．振幅

と表すことができる．ここで ts は時間窓の最初のフレームを意味し，dhist (, ) は Bhattacharyya

スペクトル間の相違度は，それぞれの軌跡の振幅スペクトル間のユークリッド距離を計算す

距離を意味する．
得られた相違度 ep,q
app は，三角パッチを構成する全てのエッジに割り当てられる．またエッ

ることにより求められる．この評価尺度は歩容認証に関する研究分野において一般に利用
17)

されている ．また位相に関する相違度については位相差の絶対値を利用する．これより，
歩容特徴に基づく軌跡間の相違度

ep,q
freq

=


 τ /2


ep,q
freq

ジは隣り合う二つの三角パッチにより共有される可能性があるが，この場合は二つの三角

は次のように計算される．

パッチのうち相違度が大きい方を割り当てるものとする．

3.2.3 空間関係と動きの類似性
[apk

−

aqk ]2 |φp

q

−φ |.

先行研究1),15),20) において利用されているように，本手法においても同様に特徴点軌跡間

(8)

の空間関係，動きの類似性に基づいた相違度を評価する．もし二つの特徴点軌跡が同じ人物

k=0

apk

p

は p 番目の特徴点軌跡の k 番目の周波数帯の振幅成分を意味し，φ は振幅成分

に属しているならば，それらは空間的に近い距離にあり（空間関係），時間窓内において同

が最も含まれる周波数帯における位相成分を意味する．また周期的な動き yp (t) は実数値信

じ距離関係を保ちやすい（動きの類似性）と考えられる．そこで本手法では時間窓内におい

号なので半分の周波数帯のみ考慮すればよい．

て二つの軌跡間が最大となる距離を空間関係に基づく相違度 ep,q
prox として利用する．また時

ここで

3.2.2 局所領域における見えの時間変動

間窓内における二つの軌跡間の距離関係の標準偏差を，動きの類似性に基づく相違度 ep,q
coh

歩容特徴は混雑状況において個々の人物を特徴づける有効な指標であるが，混雑環境下で

として利用する．

はまわりの人物の歩容特徴も類似したものになる傾向にある．このような問題へ対処するた

3.3 実

めには，特徴点軌跡の動きに基づいたものとは異なる種類の指標が必要となる．そこで本手

本手法の有用性を確認するために，実際の群集の映像を用いてそれぞれ実験を行った．実験

8
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表 2 実験で利用した映像のパラメータ．

Seq. (A)
Seq. (B)
Seq. (C)
UCSD

Resolution
1280x720
1280x720
800x600
720x480

Frame rate
60
60
30
30

Frames
700
730
300
1000

表 3 実環境下実験に利用したパラメータ．閾値 thp は
エッジ間相違度 ep,q の集合のメディアン値とし
た．相違度の集合の獲得のために利用したシーケ
ンスは実験に含まれない．

Seq. (A)
Seq. (B)
Seq. (C)
UCSD

τ
64
64
40
40

ths
13
10
8
8

Our system
thp
-17.43
-15.80
-16.51
-16.02

表 4 追跡結果：N は視野内における平均人数，µ，σ はそれぞれ再現率，適合率の平均，標準偏差を表す．

N

Baseline
thp
-11.95
-9.79
-11.92
-10.78

Seq. (A)
Seq. (B)
Seq. (C)
UCSD

14.0
22.0
29.4
21.3

Our system
Recall rate
Precision rate
µ
σ
µ
σ
0.581
0.133
0.953
0.069
0.607
0.065
0.943
0.065
0.505
0.133
0.911
0.090
0.591
0.114
0.883
0.064

Baseline
Recall rate
Precision rate
µ
σ
µ
σ
0.269
0.162
0.898
0.149
0.514
0.090
0.926
0.069
0.286
0.135
0.880
0.100
0.353
0.140
0.864
0.101

に用いた環境は，OS: Windows XP，CPU: Intel Core2 Quad 2.66GHz，RAM: 3.00GB である．
効果の比較をするために，軌跡間の相違度計算において歩容特徴と局所的見えの変化に基づ
く指標を除いたものを基準システムとして用いた．これはすなわち軌跡間相違度を空間関係
p,q
と動きの類似性の指標のみを用いて計算することを意味する（ep,q = ln(ep,q
prox ) + ln(ecoh )）．

この基準システムは特に記述がない限り以下の全ての実験において同じものが利用される．
後に示す追跡結果の図中に描画されている追跡対象の外接矩形は，部分グラフに含まれる特

図 11 シーケンス（A）における追跡結果比較．
（左図：提案手法，右図：基準システム）

徴点軌跡の現フレームにおける位置を包括する矩形領域に対応する．また同様に図中に描画
される太線軌跡は，部分グラフの重心位置の軌跡，すなわち追跡対象の動線を意味する．
本実験では，それぞれ異なる場所から撮影した 3 つのシーケンス (A)，(B)，(C) と，UCSD
のデータセット20) を利用した．表 2 に用いた映像の詳細を示す．また本実験で利用したパ
ラメータを表 3 に示す．エッジの枝打ちのための閾値 thp は，予め獲得した相違度 ep,q の
集合から決定した．具体的には，対象とするシーケンスからパラメータ設定用の短いシーケ
ンスを用意し，それらについて特徴点軌跡群の生成，グラフ構築，軌跡間相違度の計算を行
う．このようにして得られる相違度の集合からメディアン値を計算し，これをクラスタリン

図 12 シーケンス（B）における追跡結果比較．
（左図：提案手法，右図：基準システム）

グの閾値 thp として利用した．時間窓 τ は，一般的な人物の歩行周期（およそ 1 秒）を確
保するように，映像のフレームレートに応じて決定した．また，全てのシーケンスにおいて

emin = 0.1 とした．

における追跡結果を示す．いずれのシーケンスにおいても提案手法の方が追跡性能が優れて

図 11，12，13，14 に，各シーケンスにおける比較結果を示す．いずれのシーンにおいて

いることが見て取れる．主に再現率についてその差が顕著であり，基準としたシステムと本

も，基準としたシステムに対して提案手法の方がより多くの人物を正しく追跡できている

手法にはおよそ 2 倍程度の性能差が見られる．このことから，歩容特徴と局所領域における

ことが確認できる．追跡性能を定量的に評価するために，本実験では再現率と適合率を用

見えの時間変動の利用が追跡性能の向上に大きく寄与しているといえる．

いた．また本実験では false positive を，(1) 一人の人物に複数のクラスタが生成される場合，

3.4 本手法のまとめ

(2) 複数の人物が一人の人物として追跡される場合，の二種類とした．表 4 に各シーケンス

人物の歩容特徴と局所領域における見えの時間変動の一貫性を利用した混雑環境下にお

9

c 2010 Information Processing Society of Japan


Vol.2010-CVIM-172 No.36
2010/5/28

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

人物固有の性質である歩容特徴を用いた人物動線の対応付け手法について述べる．

3 節で述べたように，混雑環境において頑健な人物追跡を実現するためには様々な問題に
対処する必要がある．なかでも障害物や他の人物により引き起こされる追跡対象の遮蔽は，
人物追跡において避けることができない問題である．遮蔽に対する追跡の頑健性を高めるた
めに，人物の形状をモデル化する手法30),33) や，局所的な見えを利用する手法23),27) などが提
案されている．また近年では特徴点軌跡のクラスタリングによる追跡手法1),15),20),24) や，公
共スペースにおける人間の行動特性を利用した手法19) などが提案されており，その発展は
目覚ましい．
しかしながら，遮蔽による追跡失敗は必ずしも防ぐことはできないため，視野内を移動す
図 13

る人物の動線はいくつかの動線片に分断されることが考えられる．そのため，視野内におい

シーケンス（C）における追跡結果比較．
（左図：提案手法，右図：基準システム）

て一貫した人物追跡を実現するためには，分断された人物の動線片を対応付ける枠組みにつ
いて考慮する必要がある．
近年，検出器による検出結果，もしくは追跡器により得られる動線片を適切に対応付けるこ
とにより，観測視野内において一貫した人物追跡を実現する手法が報告されている7),16),31),32) ．
これらの手法では，追跡対象の見え，位置，動きなどの情報から動線片間の類似度を計算
し，最小コストフロー問題やハンガリアン法などの最適化アルゴリズムに基づき適切な対応
付けが実現されている．このような最適化アルゴリズムが効果的に働くことが報告されて
いる一方で，動線片間の類似度計算は見えや動きといった単純な指標に基づくものが多い．
遮蔽により追跡対象の観測が不安定となる混雑環境下において，これらの単純な指標が有効
図 14

に働くとはいえない．

UDSD データ20) における追跡結果比較．
（左図：提案手法，右図：基準システム）

混雑環境下において頑健な人物動線の対応付けを実現するために，本手法では，周波数領
ける人物追跡手法を提案した．特徴点軌跡のクラスタリングに基づく考え方に基づき，これ

域における歩容特徴を用いた人物動線の対応付けを実現する．歩容特徴は歩幅や歩行周期に

らの指標を追跡の枠組みへ組み入れることにより，頑健な人物追跡が可能となる．実際の群

より特徴づけられる人物固有の性質であるため，混雑環境下における動線の対応付けにおい

集の映像を用いた実験を通じて，歩容特徴は混雑環境において個々の人物の識別に有効であ

ても効果的な指標になることが期待される．

ることを確認した．更に，局所領域の見えの時間変動を計測することにより，動きが類似す

移動する人物から歩容特徴を獲得するために，本手法では特徴点軌跡のクラスタリングに
基づく人物追跡手法24) を利用する．この手法は，同じ人物に属している特徴点は類似した

る傾向にある混雑状況において有効な指標となることを確認した．

動きをするという仮定に基づき，特徴点軌跡群を動きの類似性と位置関係を手掛かりにクラ

4. 個人性に基づく行動特徴の利用による人物動線の対応付け

スタリングすることにより，人物追跡を実現する方法である．文献24) で報告されているよ

障害物，他の人物による遮蔽により，人物追跡は失敗する．これに伴い，人物の動線がい

うに，歩容特徴は歩行に伴う人物の周期的な動きに現れると考えられるため，本手法でも同

くつかの動線片に分断されてしまうことが考えられる．観測視野内における一貫した人物

様に属する特徴点軌跡の動きから歩容特徴を得る．

追跡を実現するために，分断化された動線片を対応付ける枠組みが必要となる．本節では，

特徴点軌跡集合を利用することにより，動線片間の類似度計算は，多次元データ集合間
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の類似度測る問題と見なすことができる．このような問題に対し，本手法では特徴量集合

（11）式を（10）式に代入し，対数をとることで次式を得る．

間の類似度を測る pyramid match kernel（PMK）5) を適用することでその類似度を計算する．

S ∗ = argmax
S

PMK は，ヒストグラム交差に基づきそのデータ集合間のマッチングをとるため，データサ



[ ln Pinit (Ti0 ) + ln Plink (Ti1 |Ti0 ) + · · ·

Sk ∈S

+ ln Plink (Tilk |Tilk −1 ) + ln Pterm (Tilk ) ] .

イズが異なる集合間においても類似度を測ることができる．そのため，PMK を動線片間類

(12)
7)

このようにして得られた（12）式に対してハンガリアン法を適用することで ，最適な対応

似度の計算に応用することは，個数が不定である特徴点軌跡群を用いる本手法に適している．

付けを実現する．

このようにして計算される動線片間類似度を用い，最尤推定の枠組みのもとハンガリアン

安定した動線片の対応付けの実現のためには，二つの動線片間の連結尤度 Plink (Tin+1 |Tin )

法を適用することで最適な対応付けを実現する．これにより，混雑環境下において一貫した

の計算が重要な役割を果たす．本手法では，この二つの動線片間の連結尤度の計算に人物の

人物追跡を実現することが可能となる．

4.1 最尤推定に基づく人物動線の対応付け

歩容特徴を利用する．

4.2 特徴点軌跡群を用いた人物動線片間の連結尤度の計算

追跡器により得られる人物の動線片の集合から，観測領域における全ての人物の動きを表

動線片間の連結尤度 Plink (Tj |Ti ) は，人物に属する特徴点の動きの軌跡群により得られる

現するような最適な動線の組み合わせを探索する．具体的には，動線片の組み合わせをマル

性質に基づき，次式のように計算される．

コフ連鎖で表現し，その対応付けの尤度を最大にする組み合わせを最適解とする．大域最適

Plink (Tj |Ti ) = Pgait (Tj |Ti ) · Papp (Tj |Ti ) · Pm (Tj |Ti ) · Ptd (Tj |Ti ) .

解の探索には莫大な計算コストを要するため，本手法では二部グラフの最大重みマッチング

(13)

ここで（13）式右辺は各指標に基づき計算される類似度を表し，歩容特徴（Pgait (Tj |Ti )），

7)

手法の一つであるハンガリアン法に基づいた Greedy な方法 により対応付けを実現する．
得られる動線片の集合を T = {Ti } とする．この動線片集合について最適な対応付けを

局所的見え（Papp (Tj |Ti )），動き（Pm (Tj |Ti )），時間関係（Ptg (Tj |Ti )）を用いて計算さ
れる．具体的には，pyramid match kernel によりその類似度を計算する．

行うことにより，視野内を移動する全ての人物の一貫した動きを表現するような動線の集合

S = {Sk } が得られるものとする．ここで Sk = {Ti0 , Ti1 , · · · , Tilk } である．これは，対応

4.2.1 Pyramid match kernel

付けられた k 番目の動線 Sk は，lk 個の動線片により構成されていることを意味する．対応

Pyramid match kernel (PMK) は，多次元データ集合間のマッチング（i.e., 類似度）を高速

付けられた最適な動線の集合 S ∗ は，動線集合 S の尤度 P (T |S) を最大化する組み合わせ

に求める手法であり，主に画像間のマッチング，一般物体認識，行動認識などの研究分野に

と見なすことができる．一つの動線片 Ti はいずれか一つの人物動線 Sk に属すること，ま

おいて頻繁に利用されている．具体的には，特徴量の集合を，複数の分解能を持つ（ビン幅

た個々の人物の動きは独立に観測できることから，最適な動線片の対応付けの探索問題は次

が異なる）ヒストグラムピラミッドへ写像し，それぞれのレベルにおいてヒストグラム交差

式のような最尤推定の問題に帰着される．

を計算する．これにより，高速な類似度計算を実現している．データ集合間の類似度 C(, )
は，各レベルにおけるヒストグラム交差の重み付き和により与えられる，すなわち，

S ∗ = argmax P (T |S)
S

= argmax
S







P Sk = {Ti0 , Ti1 , · · · , Tilk } .

C (Ψ(X), Ψ(Y)) =

(10)

Sk ∈S

wi (I (Hi (X), Hi (Y)) − I (Hi−1 (X), Hi−1 (Y))) ,

(14)

i=0

更に，尤度 P (Sk ) をマルコフ連鎖によりモデル化する．

P (Sk ) = Pinit (Ti0 ) Plink (Ti1 |Ti0 ) · · · Plink (Tilk |Tilk −1 ) Pterm (Tilk ) .

L


と表される．ここで，X ，Y は比較すべきデータ集合を，Ψ(X) はデータ集合 X のヒスト

(11)

グラムピラミッドを表し，Hi (X) はレベル i におけるデータ集合 X のヒストグラムを表す．

ここで Pinit (Ti0 ) と Pterm (Tilk ) は，動線片 Ti0 ，Tilk が属する動線 Sk においてそれぞれ

また wi はレベル i における重みを表し，wi = 2−i で与えられる．I (Hi (X), Hi (Y)) は，

最初と最後の動線片となる尤度を意味し，Plink (Tin+1 |Tin ) は，動線片 Tin の終端が Tin+1

データ集合 X ，Y 間のレベル i におけるヒストグラム交差の値である．

の先端へ連結される尤度を意味する．

PMK は，高速にデータ集合間の類似度を計算できることだけでなく，類似度を測る二つ
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の集合の大きさが異なっている場合においても利用することができる．これは，属する特徴
点軌跡の数が不定である本手法に適した類似度計測手法であると言える．
しかしながら，PMK の利用は，高次元のデータ集合間の類似度計算には不適当であること
が報告されている6),13) ．このような高次元データ集合間の高精度な類似度計算を行うために，
本手法では PMK の拡張である Vocaburary-guided PMK（VG-PMK）を利用する6) ．VG-PMK
では，データ集合に対し階層的 k-means クラスタリングを行うため，データ分布に応じた
適応的なヒストグラムピラミッドを設計することが可能となる．これにより，より効率的か
つ高精度なデータ集合間の類似度計算が実現できる．

4.2.2 歩容特徴に基づく類似度
文献24) にあるように，人物の歩容特徴は歩行に伴う周期的な動きに表れると仮定する．本

図 15 主成分分析による周期成分の抽出．赤色の
(m)
軌跡は特徴点の動きの軌跡 tri
を表し，
緑色の点列は第一主成分の主成分ベクトル
(m),PCA
tri
である．この差分を計算する
ことにより周期成分が得られる．

手法では，人物に属する特徴点軌跡群それぞれに対して主成分分析を適用することにより，
垂直，水平の両方向ついて歩容に相当する歩行の周期成分を求める．
(m)

動線片 Ti を持つ人物に属する m 番目の特徴点の動きの軌跡 tri

を，位置，時間の三

図 16 動きに基づく類似度計算．推定される動線片と実際の
動線片の位置のペア x̃i = xtail
+ vitail ∆t と xhead
，
i
j
head
head
tail
x̃j = xj
− vj
∆t と xi それぞれの位置に
おいて属する特徴点軌跡群を用いて類似度を測る．

次元データ (x, y, t) の集合と見なし，主成分分析を適用する．第一主成分の主成分ベクトル
(m),PCA

tri

head
を ttail
とし，その時間差を ∆t とする．人物は等速直
i ，Tj の始端位置における時刻を tj

は，変位の大きい人物の並進運動に相当すると考えられるため，特徴点軌跡との
(m),prd

差分を計算することにより，歩行に伴う特徴点の動きの周期成分 tri

head
において，動線片 Ti ，Tj が
線運動すると仮定することにより，それぞれの時刻 ttail
i ，tj

を抽出すること

ができる．図 15 に本処理の概要を示す．

互いにどの位置にいる（いた）のかを推定することができる（図 16）．推定される動線片の
(m),prd
tri

の各成分に対し，高速フーリエ変

+ vitail ∆t と xhead
，x̃j ≡ xhead
− vjhead ∆t と
位置と実際の位置のペア，すなわち x̃i ≡ xtail
i
j
j

換（FFT）を行うことにより周波数特性を獲得する．FFT に用いる窓サイズ w は，人間の歩

xtail
それぞれが互いに近接した関係にあるならば，動線片間の類似度は高いと見なすこと
i

歩容特徴に相当する特徴点の動きの周期成分
行周期はおおよそ 1 秒程度である

17)

ことに基づき，映像のフレームレートに応じて決定され

る．FFT により得られる水平，垂直方向それぞれの振幅特性
(m)
ai,y

=

(m),0
(m),w
{ai,y , . . . , ai,y }

(m)
ai,x

=

ができる．特徴点軌跡群の位置を用い，VG-PMK により類似度は次式のように計算される．



(m),0
(m),w
{ai,x , . . . , ai,x }，

は，人物に属する特徴点軌跡群それぞれについて計算される．

幅特性の集合 ai,x =

=

(m)
{ai,y }

を用い，歩容特徴に基づく類似度 Pgait (Tj |Ti )

は VG-PMK により次式のように計算される．

Pgait (Tj |Ti ) = C (Ψamp (aj,x ) , Ψamp (ai,x )) · C (Ψamp (aj,y ) , Ψamp (ai,y )) .











.

(16)

head
ここで tri ，trj は，時刻 ttail
における動線片 Ti ，Tj がそれぞれ持つ特徴点軌跡群
i ，tj
˜ j は，動線片 Tj の推定された位置 x̃j における特徴点軌跡群
の位置の集合を表す．また tr

動線片 Ti を持つ人物に属する特徴点軌跡群から得られる，人物の歩容特徴に相当する振
(m)
{ai,x }，ai,y



˜ j , Ψm (tri ) · C Ψm (trj ) , Ψm tr
˜i
Pm (Tj |Ti ) = C Ψm tr

の位置の集合を表す．

4.2.4 局所的見えに基づく類似度

(15)

動線片 Ti を持つ人物に属する，時刻 t = t における m 番目の特徴点軌跡の位置を中心

ここで C (P, Q) は，VG-PMK により計算された類似度を表す．

4.2.3 動きに基づく類似度

とした矩形局所パッチを考える．この局所パッチにおいて HS（Hue-Saturation）色ヒストグ

二つの動線片 Ti ，Tj それぞれの位置，速度を手掛かりに動線片間の類似度を測る．動線

ラムを計算する．人物に属する特徴点軌跡周りについて局所パッチ内色ヒストグラムは計

tail
とし，対応付ける候補であるもう一
片 Ti の終端位置を xtail
i ，終端位置における速度を vi

算されるため，時刻 t における動線片 Ti を持つ人物の見えは，局所パッチ内色ヒストグラ

，速度を vjhead とする．また Ti の終端位置における時刻
つの動線片 Tj の始端位置を xhead
j

ム集合 hi,t により表現することができる．これらの色ヒストグラムのデータ集合を用い，
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VG-PMK により類似度 Papp (Tj |Ti ) を計算する．具体的には次式により与えられる．









Papp (Tj |Ti ) = C Φapp hj,thead , Φapp hi,ttail
j

i



.

(17)

4.2.5 時間関係に基づく類似度
動線片の終端時刻は，対応付けるべき動線の始端の時刻よりも前でなければならない．ま
た，二つの動線間の時間差が大きくなればなるほど連結しづらいと考えられる．このような
対応付けるべき動線片間の始端・終端の時刻の関係をに基づき，先行研究7),16) と同様に時間
関係に基づく類似度 Ptd (Tj |Ti ) を計算する．

4.3 実

験

本手法の有用性を確認するために，実際の映像を用いて動線の対応付けの実験を行った．実
験に用いた環境は，OS: Windows XP，CPU: Intel Core2 Quad 2.66GHz，RAM: 3.00GB であ
る．実験に用いた映像は全部で 2 つであり，解像度は 640×360，フレームレートは 60fps のも
のを用いた．動線の対応付け処理の性能について注目するために，事前に映像から人物領域を
切り出し，人工的に動線片を生成した（図 17）．また初期・終了状態尤度 Pinit (Ti )，Pterm (Ti )

図 17 動線片の生成．映像から人物領域を切り出すことにより，人工的に動線片を生成する．動線片の始端，終端そ
れぞれにおいて人物領域を切り出し（(a)，(b)），両方の領域内に存在する特徴点の追跡結果に基づき，動線片
を生成する（(c)）．図 (d) は 追跡対象に属する特徴点の動きの軌跡群の抽出例を表す．

は本実験では実験的に設定した．具体的には，ln Pinit (Ti ) = −10，ln Pterm (Ti ) = −10 と
した．各 VG-PMK のパラメータ（クラスタ数 k ，ピラミッドのレベル数 L）は次のように
それぞれ設定した．歩容特徴に基づくものを k = 3，L = 5，局所的見えに基づくものを

似度に比べおよそ 105 ∼ 107 のオーダーで大きな値を示していることが見て取れる．この

k = 4，L = 3，そして動き特徴に基づくものを k = 2，L = 2 とした．これらのパラメータ

結果から，歩容特徴は動線片の対応付けにおいて有効に働いているといえる．

は全ての実験で同じものを用いた．また歩容特徴の利用の性能への寄与を確認するために，

次に，動線片の対応付けにおいて困難な状況のうちの一つである，観測視野内に多数の人

歩容特徴に基づく類似度計算を除いたものを基準システムとして用いた．これはすなわち，

物が存在する混雑したシーケンスについて実験を行った．図 18 に用いた映像の一部を示す．

動線片間の連結尤度を，Plink (Tj |Ti ) = Papp (Tj |Ti ) · Pm (Tj |Ti ) · Ptd (Tj |Ti ) というように

これらの図からわかるように，本シーケンスでは部分遮蔽，完全遮蔽が頻繁に起きているこ

計算することを意味する．

とがわかる．また図に赤丸で示した人物は，途中で進行方向を変えるなどの複雑な行動をし

最初に，比較的人物の動きの観測が良好なシーケンスについて実験を行った．本実験にお

ており，動線対応付けにおいて難しいケースであると言える．本実験において生成した動線

いて生成した動線片の数は 9 つであり，実際は 5 人の人物の動線である．

片の数は 23 であり，実際は 15 人の人物の動線である．

表 5 に対応付けの結果を真値と併せて示す．これらの結果を比較するとわかるように，歩

表 7 に対応付け結果を真値と併せて示す．また図 19 に歩容特徴を用いた動線の対応付け

容特徴を用いた場合では正しく対応付けが行われていることに対し，歩容特徴を用いなかっ

結果を示す．図中の各人物に属する線は動線片を表しており，赤矢印が対応づいた方向を示

た場合では誤った対応付けを行ってしまっている．これは，見えが類似した二人の人物が非

している．図 19 からわかるように，混雑状況であるにも拘らず，ほぼ全ての人物の対応付

常に近接しており，見えや動きだけの指標では区別がつかなかったためと考えられる．

けが行われていることが見て取れる．
以上の結果から，歩容特徴を用いることにより，混雑環境下においても頑健な動線の対応

歩容特徴の性能向上への寄与を定量的に確認するために，本実験において得られた歩容特
徴に基づく動線片間の類似度 Pgait (Tj |Ti ) を表 6 に示す．この結果からわかるように，対応

付けを実現することができると言える．

付けるべき動線片間（表 5 参照）での類似度は，他の対応付けるべきではない動線片との類
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表 6 歩容特徴に基づく動線片間の類似度．縦横方向に記される 0 から 8 までの数字は動線片番号を意味する．また，本
手法では自分自身への対応は許可していないため，自分自身の間の類似度は計算されない．
表 5 シーケンス（1）における動線片対応付け結果．表中の数字は動線片の番号を表しており，
矢印の順番で対応づいたことを意味する．

Our method
Trajectory 0 : 0 → 1
Trajectory 1 : 7 → 8
Trajectory 2 : 2 → 3
Trajectory 3 : 4 → 5
Trajectory 4 : 6

Without gait features
Trajectory 0 : 0 → 3
Trajectory 1 : 4 → 5
Trajectory 2 : 2 → 1
Trajectory 3 : 7 → 8
Trajectory 4 : 6

Ground truth
Trajectory 0 : 0 → 1
Trajectory 1 : 7 → 8
Trajectory 2 : 2 → 3
Trajectory 3 : 4 → 5
Trajectory 4 : 6

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8

1
0.35

0.36
4.78 10−7
1.81E-7
1.48E-6
7.45E-7
1.30E-6
1.09E-6
9.26E-7

1.88E-08
8.74E-08
5.49E-09
7.84E-08
2.26E-07
5.08E-08
2.01E-08

2
8.23E-07
1.42E-08
0.29
1.17E-06
7.20E-06
3.67E-08
3.20E-06
8.09E-07

3
2.26E-07
8.56E-08
0.3
8.24E-08
9.52E-07
5.20E-07
1.10E-06
2.72E-06

4
2.66E-07
5.27E-09
3.04E-07
4.76E-08
0.11
3.06E-08
3.56E-06
3.60E-07

5
2.41E-06
6.49E-08
1.07E-06
1.40E-06
0.13
1.17E-07
1.34E-05
7.12E-07

6
7.60E-07
2.58E-07
5.59E-08
5.89E-08
3.32E-08
8.55E-08
7.74E-08
5.09E-08

7
3.71E-06
1.02E-07
2.23E-06
1.24E-06
2.02E-05
1.79E-05
8.92E-08

8
7.06E-07
1.93E-08
1.77E-06
4.92E-06
1.35E-06
7.30E-07
4.69E-08
0.07

0.02

表 7 シーケンス（2）における動線片対応付け結果．

Our method
Trajectory 0 : 0 → 14 → 15
Trajectory 1 : 1 → 2 → 3
Trajectory 2 : 12 → 13
Trajectory 3 : 17 → 18
Trajectory 4 : 4 → 5
Trajectory 5 : 9 → 10
Trajectory 6 : 6
Trajectory 7 : 7 → 8
Trajectory 8 : 11
Trajectory 9 : 16
Trajectory 10 : 19
Trajectory 11 : 20
Trajectory 12 : 21
Trajectory 13 : 22

図 18 シーケンス (2) の一部．赤丸で示す人物は，はじめ周りの群集と同様の動きをしている（左図 (a)）が，しば
らくすると進路を変更して異なる方向へ移動した（右図 (b)）．これは，動線の対応付けにおいて難しいケー
スであると考えられる．

4.4 本手法のまとめ
本手法では，人物固有の性質である歩容特徴を利用することにより，混雑環境下における

Without gait features
Trajectory 0 : 0 → 1 → 2 → 13 → 21
Trajectory 1 : 7 → 8 → 17 → 16 → 4 → 5
Trajectory 2 : 9 → 10 → 6 → 15
Trajectory 3 : 11 → 20 → 19
Trajectory 4 : 22 → 14 → 3
Trajectory 5 : 12 → 18

Ground truth
Trajectory 0 : 0
Trajectory 1 : 14 → 15
Trajectory 2 : 1 → 2 → 3
Trajectory 3 : 12 → 13
Trajectory 4 : 17 → 18
Trajectory 5 : 4 → 5
Trajectory 6 : 9 → 10
Trajectory 7 : 6
Trajectory 8 : 7 → 8
Trajectory 9 : 11
Trajectory 10 : 16
Trajectory 11 : 19
Trajectory 12 : 20
Trajectory 13 : 21
Trajectory 14 : 22

人物動線の対応付けを実現した．追跡対象である人物に属する特徴点の動きの軌跡群から，
歩容特徴に相当する周波数特徴を求め，特徴量集合間の類似度を測る pyramid match kernel
により軌跡片間の類似度を計算した．このように計測される動線片間の類似度をもとに，二

に関する個人が持つ特性のことであり，環境に基づく行動特徴，人物の個人性に基づく行動

部グラフの最大重みマッチング手法の一つであるハンガリアン法を適用することで，最適な

特徴の二つの行動特徴を定義した．

動線の対応付けを行った．実際の映像を用いた実験を通じ，本手法の有効性を確認すること

環境に基づく行動特徴とは，環境により特徴付けられる人物の行動の偏りを意味する．本

ができた．

研究では，このような環境に応じた行動の性質を活用することにより，人物追跡の安定化を
実現した．具体的には，視野内を移動する人物の行動の履歴に基づき人物存在確率を構築

5. お わ り に

した．そしてこれをパーティクルフィルタの枠組みに組み込むことにより，追跡の安定化，

本稿では，人間の行動特徴を用いた人物追跡手法を提案した．人間の行動特徴とは，行動

特に高速な追跡の初期化を実現した．
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