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論 文

歩行者予防安全のための
CoHOG特徴量改善による検出とParticle Filterによる追跡
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The total number of deaths by traffic accidents was 4,863 in 2010 and the percentage of pedestrians in the deaths

tended to increase in Japan. In recent years, to provide measures for accident avoidance has been urgently required for

the people on the roads or streets including pedestrians and cyclists, so called ”vulnerable road users”. In the present

study, technologies to detect pedestrians by forward images with cameras installed in vehicles are under development.

The purpose in this study is to improve the technologies to detect and track pedestrians with a high degree of accuracy

of images with a single camera. In this study, the authors predicted pedestrians’ activities by monitoring pedestrians for

a given length of time and developed an algorithm to recognize pedestrians and to track the pedestrian movements with

a higher degree of accuracy. The effectiveness of the algorithm was investigated by pedestrians’ images on real-world

roads. Regarding detecting the pedestrian feature descriptor, the authors newly found that an ECoHOG accumulating

the integration of gradient intensities was the best method to decrease both the undetectable and excessive detectable

ratio. Therefore, the usage of the new method by images captured on the real road was validated.
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1. 序 論

現在，交通事故による死亡者数は 1970年の 16,765人を
境に減少傾向にある．特に，2010年の我が国の交通事故死
亡者数は 4,863人であり，10年連続で減少している．しか
し，死亡者数に占める歩行者の割合は 3割強と近年増加の
傾向にある (1)(Fig.1)．政府は 2018年までに交通事故死亡者
数を年間 2,500人以下とする目標を掲げている (2)．今後，政
府目標を達成するためにも高度道路交通システム (ITS)の
歩行者への更なる対策が不可欠となる．
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　歩行者事故の死亡者数を効果的に減少させる対策として，
自動車に設置した画像センサで歩行者を検知し，衝突前に
車両運転車へ警報及び制動制御をかけることで，事故時の
車両の衝突速度を減少させ歩行者被害を低減させる，「車両
における歩行者の被害軽減システム」の普及が有望視され
ている．画像から歩行者を検知する手法については，これ
までに多数の研究が行われており (3)，現在ステレオカメラ
を使用した物体認識の研究が主に遂行されている (4)．しか
し，ステレオカメラを普及させるためにはコストを下げる
必要があり，単眼カメラを使用した画像処理技術が求めら
れている．一方で，現在の東京ではほとんどのタクシーに
ドライビングレコーダが搭載されている．ドライビングレ
コーダには，単眼カメラが搭載されており，危険状況下に
おける車両前方の映像を含むデータが記録される構造を有
する．ドライビングレコーダは一般車両にも装着され始め
ていることから，今後，単眼カメラを車載する車両が増加
する傾向にある．そこで歩行者事故による死亡者数削減に
は，単眼カメラによる歩行者の予防安全技術の開発が不可
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欠であると考えられる．
　歩行者を検出する代表的な特徴量として HOG (His-

tograms of Oriented Gradients)(5)が挙げられる．HOGは物
体の大まかな形状を表現し，正規化処理をしているため，
明るさの変動に頑健であると言われている．さらに，HOG

を改良した手法として Joint HOG(6)や共起確率特徴量 (Co-

occurrence Probability Features:以下, CPF)(7)が提案されて
きた．Joint HOGは局所領域間の共起性を考慮して物体を
検出する特徴量であり，HOGより高い精度で歩行者を検出
することが報告されている．CPFについても共起性を捉え
る特徴量であるが，エッジだけでなく，色や動きなど複数
の異なる特徴量間の共起性を表現できる点で Joint HOGよ
り優れていると言える．これにより，場面ごとに最適な複
数の特徴量の組み合わせが可能となった．
　最近ではCoHOG (Co-occurrence Histograms of Oriented

Gradients)(8)が考案され，監視カメラ映像や車載ステレオ映
像に適用されている．CoHOGは 2画素の異なる位置での
輪郭ペアの出現頻度を表現する．CoHOGは勾配方向の共
起性により特徴を記述するため，HOGで問題視された過検
出を低減することができ，高い歩行者検出性能を持つ．
　次に歩行者追跡の研究を紹介する．現在では，ほとんど
の研究が歩行者の検出をしている．その中で，小川ら (9)は
歩行者を検出後，Particle Filter(10)による追跡を実現してい
る．フレーム毎にテンプレート画像を更新することで歩行
者の尤度を効率よく計算可能にした．しかし，状態推定モ
デルが比較的単純であるため，車両の移動量が大きい場合
に予測することが困難となり，さらなる改善の余地はある
と考える．
　本稿では，単眼カメラより撮影された車両前方の映像から
歩行者を高速かつ高精度に検出・追跡するアルゴリズムを
提案し，その有効性を示す．Fig.2に単眼カメラによる歩行
者予防安全システムの概念図を示す．撮影された映像中に
歩行者が存在する際にはシステムは歩行者を検知する．歩
行者検知後，システムによる情報の提示方法としてはドラ
イバーに警報を出す，自動でブレーキを作動させるといっ
た方法がある．今後，単眼カメラを自動車に搭載する動き
が活発になってくると予想されることからも，単眼カメラ
による歩行者検知技術を改良する必要がある．

2. 処理の流れ

本研究の処理の流れを Fig.3に示す．入力画像は車両前
方に設置したカメラより撮影した前景映像とする．検知対
象となる歩行者の候補領域を絞り，高速な検出処理を実現
するため歩行者に見られる左右対称性の判断を行う．歩行
者の形状を判断するために，入力された画像に対して輪郭
の検出，画像中の画素値を 0か 1にする二値化を行い，画像
内を左上から右下まで全探索するウインドウ走査により歩
行者の形状を評価する．歩行者の形状特徴を捉える従来手
法として CoHOGがあるが，本研究では CoHOGを精度の
面でさらに改良した ECoHOG (Extended CoHOG)を提案

Fig. 1. The percentage of pedestrian deaths and other
traffic deaths (1959-2010)

Fig. 2. The flow of pedestrian active safety system

Fig. 3. Proposed method

し，単眼映像での歩行者検出の実現可能性を調査する．歩
行者追跡においては従来手法と同じくテクスチャマッチン
グを用いているが，状態推定モデルを自動車特有の動きに
合わせるため，画像全体からオプティカルフローを抽出して
状態推定モデルを決定する．歩行者検出実験では，INRIA

Person Dataset(13)や実際の環境で撮影した映像を用いて特
徴量を比較し，実環境にて撮影された映像を用いて追跡精
度を検証している．

〈2・1〉 対称性判断 Fig.4に歩行者の輪郭形状の取得，
さらに二値化した画像を示す．歩行者の形状を評価するため
に対称性判断を行う．その際にエッジ画像を用いる．エッ
ジ画像とは，隣り合う画素の差が大きいほど画素値が大き
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Fig. 4. Edge detection and binarization

Fig. 5. Symmetrical judgment from left and right image

くなる画像のことである．画素の濃淡値が急激に変化する
部分を検出するため，たとえば歩行者と背景の堺目などが
強い輪郭として検出される．そのエッジ画像に対して，あ
る閾値を用いて画素値を 0か 1に決定する二値化処理を施
すことで，人物の外輪郭の内側に見られる細かい輪郭を省
くことができ，歩行者の外輪郭が判断しやすくなる．ここ
では，二値化手法として判別分析法を適用した．
二値画像から，輪郭形状を判断するために画像を走査す
る．Fig.5に左右対称性の判断方法について示す．Fig.5に
示すウインドウの中心から左右のエッジまでの距離をヒス
トグラムの縦軸とする．ウインドウ左右の画像から取得し
た 2つのヒストグラムの類似度はBhattacharyya係数により
計算する．画像から取得したヒストグラムの類似度は 0.0～
1.0の値で示され，2つのヒストグラムが一致すると 1.0に
なる．対称性判断に用いたウインドウのサイズは自動車付
近にいる歩行者を含むことができるサイズとした．中央か
ら両側に探索するので，画像中に人物全体が含まれていれ
ば歩行者位置や大きさには影響がないため，ウインドウサ
イズは探索画像中で一定とした．対称性判断の閾値は，歩
行者画像と背景画像から決定する．ここで，歩行者画像と
は検出対象である歩行者を含む画像，背景画像とは，歩行者
以外の背景から取得した画像である．我々が用意した歩行

Fig. 6. Likelihood histogram from positive (pedestrian)
images

Fig. 7. Likelihood histogram from negative (back-
ground) images

Fig. 8. Result of symmetrical judgments

者画像 5,000枚と背景画像 20,000枚から取得した類似度を
プロットした結果，サンプル値の 95%(2σ)を取り出す閾
値は 0.77 - 0.98，平均は 0.88，標準偏差は 0.06であった．
歩行者画像から累積した類似度のヒストグラムを Fig.6に，
背景画像から累積した類似度のヒストグラムを Fig.7に示
す．求めた閾値を基にして歩行者候補位置を絞り込んだ結
果を Fig.8に示す．図中の小円で示される位置が歩行者候
補位置である．背景を歩行者候補領域とみなす小円もある
が，歩行者の領域を除外することなく歩行者候補領域が抽
出されていることが分かる．

〈2・2〉 歩行者検出 歩行者を検出するために，コン
ピュータに人物の形状をデータとして取り込み，歩行者モ
デルを生成する．生成した歩行者モデルを基にカメラによ
り撮影された画像と比較することで歩行者の検知が可能と
なる．本稿では人物検出に用いられている形状特徴として，
CoHOGを改良したECoHOGを適用する．CoHOGでは歩
行者の形状特徴を取得する場合，歩行者の輪郭がどちらの
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Fig. 9. How to acquire an edge pair from a pedestrian
shape

方向へ傾いているのか画素毎に精査し，数ピクセル離れた
位置にある 2つの画素の方向を 1つの方向ペアとして用い
る．輪郭の方向ペアにより，Fig.9に示すように例えば頭と
肩・腰と脚部を同時に記述でき，単一の方向を記述するよ
りも誤検出を低減することが可能になる．CoHOGに対し
て ECoHOGでは，輪郭の方向ペアだけでなく輪郭のエッ
ジの強さも取得することにより，歩行者が持つ特有のエッ
ジ強度を示すことができる．以下，歩行者検出の形状特徴
改良案としての ECoHOG，ECoHOG step，ECoHOG light

を記す．
ECoHOG：エッジの強さをペアで累積することにより，
歩行者形状モデルをより詳細に生成できる．ここでは，特
徴記述ヒストグラムに 2つの画素から得たエッジ強度の和
を累積する．強度の和を累積することにより，特徴を総合
的に記述でき，歩行者同士だけでなく，歩行者と背景の位
置関係も含めて特徴の取得を可能にすると考える．以下に
ECoHOGへの特徴記述の式を示す．

m1(x1, y1) =
√

fx1(x1, y1)2 + fy1(x1, y1)2 · · · · · · · · (1)

m2(x2, y2) =
√

fx2(x2, y2)2 + fy2(x2, y2)2 · · · · · · · · (2)

fx(x, y) = I (x+ 1, y) − I (x− 1, y) · · · · · · · · · · · · (3)

fy(x, y) = I (x, y + 1)− I (x, y − 1) · · · · · · · · · · · · (4)

Cx,y(i, j) =
n∑

p=1

m∑
q=1



m1(x1, y1) +m2(x2, y2)

(i f d(p, q) = i and

d(p+ x, q+ y) = j)

0

(otherwise)

(5)

ここで，m1(x, y)，m2(x, y)はそれぞれ注目画素 (ウイン
ドウ中心)とペアとなる画素から得たエッジ強度， fx(x, y)，
fy(x, y)はそれぞれ x，y方向における近傍画素との差分を
示す． fx(x, y)，fy(x, y)は注目画素とペア画素での近傍画像
との差分である．注目画素とペア画素の勾配方向をそれぞ
れ 8分割し，2つの画素から得た勾配方向の組み合わせに
より表現した 64次元のヒストグラムを共起ヒストグラム

Fig. 10. Comparison between (a) left:normal CoHOG
and ECoHOG (b) right:ECoHOG step

を C(i, j)，座標 (p,q)はウインドウ中心 (注目画素)，座標
(p+ x, p+y)は対象画素の位置，m，nはそれぞれ x,y方向の
特徴取得ウインドウサイズを表す．d(p,q)は座標 (p,q)に
おける輝度勾配の方向を 0～7の整数で表す．さらに，ECo-

HOGにおけるヒストグラム正規化について説明する．正
規化は，画像の明るさの違いにより生じるエッジ強度の違
いを相殺する処理である．ヒストグラムの全ての値を足し
て 1.0になるよう，ヒストグラムの形状を整えることによ
り正規化をする (下式)．

C
′

x,y(i, j) =
Cx,y(i, j)∑7

i′=0

∑7
j′=0

Cx,y(i′, j′)
· · · · · · · · · · · · · · · (6)

ECoHOG step：本特徴量は，特徴を取得するためのウイ
ンドウ内について，画素を飛ばして取得するステップ幅を
持たせて勾配ペアを取得する．通常，ウインドウ内で隣接
するすべての画素から特徴を取得するCoHOGまたはECo-

HOG(Fig.10(a))では，最大 5画素離れた，比較的近い位置
だけの記述となってしまう．隣接する画素では歩行者に見
られる輪郭の勾配方向，勾配強度にはほとんど変化が見ら
れない．そこで，本稿では，特徴取得の際に数画素飛ばして
エッジ特徴を取得することにより空間的な距離を設けるこ
とが可能となる ECoHOG Stepを提案する (Fig.10(b))．こ
の ECoHOG Stepではウインドウサイズの拡大が可能とな
り，より離れた位置における画素の共起性を識別できる．

ECoHOG light：特徴次元数削減のための手法を提案す
る．ECoHOGをReal AdaBoostにより学習した際，実際に
使われた特徴の勾配方向を解析すると，注目画素と対象画
素での勾配方向がほぼ同じであるという傾向があり，その
割合は 92.4% (462/500)となっていた．そこで，ECoHOG

において 2つの画素から得た勾配方向が同じ特徴のみを抽
出した．特徴の容量 (次元数)は 1 / [勾配方向の量子化数]

となることから，学習や識別においてメモリの大幅な削減
だけでなく，学習や識別における時間の短縮が見込まれる．

〈2・3〉 歩行者追跡 歩行者の追跡には，Particle Fil-

ter (10)を用いる．Particle Filterは，推定に基づく時系列解析
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Fig. 11. Flow vector calculation in driver’s view

方法であり，尤度と状態推定モデルを持つパーティクルを
用いて追跡を行うフィルタである．初期位置を設定し，次
の対象物体の位置を推定する状態推定と状態を観測する尤
度計算，重心を算出する尤度評価を繰り返すことで歩行者
を追跡する．
　 Step.1初期設定：初期設定では追跡対象となる位置を指
定し，その周囲の矩形領域にパーティクルをランダムで配
置する．ここでは，歩行者検出により特定された位置周辺
においてパーティクルを配置する．
　 Step.2状態推定：次フレームの歩行者位置を推定して
パーティクルを動かす．状態推定モデルには画像中から得
たオプティカルフロー (11)を用いて，移動方向や速度を推定
する．車載カメラから得た画像の前後移動量 (Fig.11)によ
り，車両の移動量や方向がわかることから，毎フレームの
状態推定モデルとする．ここでは画像中から取得したすべ
てのオプティカルフローの平均を状態推定モデルとする．
さらに，速度にランダムノイズを付加することにより，歩
行者や車両の不規則な移動にも対応できると考える．また，
画像の左右でフローは逆方向になることから，画像中心か
ら左右別々の状態推定モデルを施している．フローが少な
いとき，つまり車両の移動量が小さい時や停車している際
には等速直線運動に切り換えて追跡を行った．
　 Step.3尤度計算：尤度は，テクスチャマッチングにより
算出する．ここでは，歩行者を検出した位置から取得した
テクスチャをモデルとして，同モデルとパーティクル周辺
のテクスチャを比較する (Fig.12)．比較には正規化相互相
関法 (ZNCC : Zero-mean Normalized Cross Correlation)を
用い，計算された類似度をパーティクルの尤度としている．
　 Step.4尤度評価：尤度評価では歩行者の位置である重心
を求める．Step.3で求めたパーティクルの尤度と位置座標
の重み付き平均を取ることにより重心を算出する．

3. 実 験

本稿では，INRIA Person Dataset(13)を用いた特徴量の選
定のための実験 1と，実道路で車載カメラにより撮影した

Fig. 12. Likelihood calculation by texture matching

車両前方の映像を使用し，従来手法と提案手法を比較する
ための実験 2，実験 2と同様の映像を用い歩行者の追跡精
度を検証する実験 3の 3種類の実験を行った．
〈3・1〉 特徴量改善に関する検証実験 [実験 1] 本節
では，歩行者を含む画像のデータセットとして INRIA Per-

son Dataset(13)を使用し，特徴量の検出精度評価方法である
DET( Detection Error Tradeoff ) Curveを適用した．ECo-

HOGの設定について，特徴取得ウインドウ中の特徴取得
画素は 18pixels，4608次元，ECoHOG stepでは 17pixels，
4352次元，ECoHOG lightでは 18pixels，576次元とした．
特徴取得サイズが小さすぎると微小な位置でしか特徴が取
得できないため，類似する勾配特徴の取得になってしまう．
そのため，特徴取得ウインドウサイズは 7× 7 pixels，特徴
取得ウインドウサイズ中の特徴取得ピクセル数は CoHOG,

ECoHOGで 18 pixels，ECoHOG stepでは空間的に距離を
設けて 17pixelsとした．また，従来手法についても次元数を
同程度にして検出している．まず，従来手法である HOG，
CPF，CoHOGと提案手法の ECoHOGを比較 (Fig.13(a))

した．また，本研究で提案した ECoHOG，ECoHOG step，
ECoHOG lightについても精度 (Fig.13(b))と処理時間 (Ta-

ble1)を比較した．DET Curveは，縦軸が歩行者を検出で
きなかった割合を示す未検出率，横軸が誤って歩行者でな
い物体を歩行者と判断してしまった過検出率とするグラフ
で，左下の原点に近いほど検出精度が高いことを示す．

Table 1. Processing time of feature descriptors (ECo-
HOG, ECoHOG light, ECoHOG step, CoHOG)

Edge-based feature descriptorProcessing time

ECoHOG 51.67 msec

ECoHOG light 37.23 msec

ECoHOG step 28.18 msec

CoHOG 49.59 msec

従来手法との比較において，ECoHOGが最も高い精度
を示している．これは，共起性を考慮した特徴取得だけで
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(a) Proposed method and previous methods

(b) Three proposed methods

Fig. 13. Detection Error Tradeoff (DET) Curve

なく，エッジの強度を捉えていることや，明るさの変動に
頑健な正規化処理を加えていることから得られた結果であ
る．CoHOGと比べても，格段に精度が上がっていること
は自明である．提案した特徴量ECoHOG，ECoHOG light，
ECoHOG stepの比較において，すべての特徴をそのまま
識別器にかける ECoHOGが一番高い精度を示した．ECo-

HOG lightと ECoHOG stepはほぼ同程度の精度を示した
が，ECoHOG stepは 28.18msecと高速な処理を可能にし，
ECoHOG lightについては 576次元と低次元で実現してお
り，機械学習時のメモリ量を削減する．これらの特徴量は場
面によって使い分けることが可能である．なお，ECoHOG

light，ECoHOG stepのいずれもCoHOGより高い精度を示
した．次節 3.2の実際の路上で撮影した映像に対する歩行
者検出においては，最も精度が良い特徴量である ECoHOG

を適用する．

〈3・2〉 実際の路上環境の画像における検出結果の比較

[実験 2] 本節では，実際の路上で撮影された車載映像を
対象として，歩行者検出の精度を検証する．検出精度の指
標としては，適合率 (Precision)，再現率 (Recall)，F値 (F

mesure)を用いている．ここで適合率はシステムの正解率
を，再現率は実際の正解値のうち，システムの検出率を示
す．F値は適合率，再現率の調和平均により算出している．
適合率，再現率，F値の計算式を以下に示す．

Precision=
TruePositive

TruePositive+ FalsePositive
· · · · · (7)

Recall=
TruePositive

TruePositive+ FalseNegative
· · · · (8)

Fmeasure=
2 ∗ Recall∗ Precision

Recall+ Precision
· · · · · · · · · · · · · (9)

ここで，システムの出力値と実際の正解値の関係におい
ては，歩行者をシステムが歩行者と判断することを True

Positive，歩行者をシステムが背景と判断することを False

Negativeと呼ぶ．また，背景をシステムが歩行者と判断す
ることを False Positive，背景をシステムが背景とすること
を True Negativeと呼ぶ (Table2)．

Table 2. The name of class label

Actual class

Pedestrian Background

Output Pedestrian True Positive False Positive

Background False Negative True Negative

ここでの特徴量や歩行者を検出するための設定方法につ
いては 3.1節の実験と同様であるが，歩行者を検出する際，
画像を比較する基になる歩行者のモデル画像として 5,000

枚の正解画像，20,000枚の非正解画像，計 25,000枚の画
像を用意した．評価用画像は歩行者が存在する画像を車載
映像から抜き出した．画像は我々が東京都内で撮影した画
像である．正解画像の一部を Fig.14(a)に，非正解画像の一
部を Fig.14(b)に示す．また，評価用画像から歩行者を検出
し，従来手法 (CoHOG)と提案手法 (ECoHOG)を使った歩
行者検出の適合率，再現率，F値で評価した結果を Table3

に示す．

Table 3. The result of experiment

Precision Recall F measure

CoHOG 0.6811 0.5949 0.6321

ECoHOG plus 0.7922 0.5949 0.6795

実験の結果，本稿の提案手法であるECoHOGがCoHOG

よりも F値が高いことを示し，精度の面で上回っているこ
とがわかった．これは，ECoHOGのエッジ強度累積や正規
化の効果が現れたためであると考えられる．エッジ強度は
人物形状の変化度合を示す数値であり，方向ペアのカウン
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(a) positiveimage (b) negativeimage

Fig. 14. Samples of positive and negative images

Fig. 15. The method of pedestrian detection on road

Fig. 16. Sample of detection

トのみでは捉えられない変化度合のペアを捉えられる．そ
のため，画像の背景中に類似の形状を持つ物体が存在した
場合にも分離可能であった．人間特有の輪郭輝度の強さを
統計的にデータ化することで，より的確に歩行者を検出す
るためのモデルを形成できたと言える．正規化処理では，
ヒストグラムの形状を整えるので，明度の強弱によるヒス
トグラムの大きな変化が無くなる．その結果，歩行者に影
がかかっていたり，時間帯により暗くなってしまっても歩
行者の検出が困難になるケースが少なくなる．Fig.16は実
環境で歩行者を検出した結果である．画像は比較的暗い環
境で撮影しているが，その中でも効率的に強度を捉え，正
規化により明るさの変動に対応したものと見て取れる．し
かし，車両が高速に移動している際には，画像中のエッジ
が不明瞭になり，歩行者の特徴量が著しく減少してしまう．
その結果，歩行者検出用のモデルとの特徴量のずれが大き
くなり，検出が困難になるケースも考えられる．歩行者モ
デルに画素値が劣化している状態の歩行者画像を加えるこ
とが対策として考えられる．今回の実験で使用した正解画
像枚数は 5,000枚と比較的少ないため，今後サンプル数を
さらに用意することで，検出精度を高めていくことが必要
である．
　また，実験 2で説明した歩行者検出システムの処理時間
を記述する．ここで，画像サイズは 640× 480pixels (VGA

size)，320× 240pixels (QVGA size)の 2種類の動画像に
おいて評価した．システムの処理時間は全てのフレームを
平均し，1フレーム毎に要した時間を示す．画像サイズと
処理時間の関係を Table4に示す．

Table 4. Image size and pedestrian detection time

Image size Processing time

640× 480 pixels (VGA size) 1409 ms

320× 240 pixels (QVGA size) 165 ms

処理時間を計測した結果から，QVGA sizeの映像はVGA

sizeの映像より約 8倍高速に処理できることが分かった．
画像サイズが小さいことからもQVGA sizeの画像が高速な
処理を実現可能であることは明らかであるが，8分の 1程
度にまで処理時間を削減可能であることが判明した．これ
は，対称性判断により歩行者探索領域を大幅に削減できた
ことや，ECoHOGの特徴取得時間を大幅に削減したこと，
それぞれの行程において画像サイズが小さくなったことが
影響していると考えられる．ここでは一般に使用されてい
る PCで約 6fpsの処理を実現しているので，今後はハード
ウェアによる最適化を行うことで，実用可能なレベルに引
き上げることが期待できる．
〈3・3〉 歩行者追跡に関する検証実験 [実験 3] 歩行
者追跡では，実際の車載映像から撮影された映像に対して
提案手法を適用した．今回の実験では，基本的に一人の歩
行者を対象として処理を適用し，歩行者の遮蔽や複数人が
交差する場面はないものとした．追跡の従来手法として，
Particle Filterの輝度ヒストグラム (Grayscale Histogram)の
比較による手法を用いている．また，テクスチャマッチン
グにおいても状態推定モデルの改善の有無により，どのよう
に追跡精度に影響を与えるかを検証する．ここで，提案手法
と従来手法における追跡精度と 1フレーム毎の処理時間を
Table5に，追跡の様子を Fig.17に示す．(1)グレースケー
ルヒストグラム (12)と等速直線運動 (Grayscale Histogram+

Linear Uniform Motion)，(2)テンプレートマッチングと等
速直線運動 (Template Matching+ Linear Uniform Motion)，
(3)テンプレートマッチングと車両動作オプティカルフロー
(Template Matching+Optical Flow of Automotive)である．
初期位置は手動により与え，初期位置周辺からモデルとな
る特徴量を抽出する．

Table 5. The result of tracking experiment

Tracking method Accuracy (success/ all) Processing time (msec)

(1) 18.7 % ( 280/ 1498) 16.02

(2) 72.3 % (1084/ 1498) 19.23

(3) 97.2 % (1456/ 1498) 37.05

輝度ヒストグラムによる尤度計算ではうまく尤度評価が
出来ず，追跡できていないことが分かる．これは，グレー
スケールによるヒストグラムでは対象物体と背景領域に類
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Fig. 17. Pedestrian tracking

Fig. 18. Difference between two scenes’ histograms

似する領域が存在し，区別が困難であることが挙げられる．
歩行者が一人の場合でも，見え方が時々刻々と変化してい
るため，対象となる歩行者位置のヒストグラムでも初期モ
デルから変化が大きくなっている (Fig.18)．
　提案手法においては，テクスチャによりマッチングを行
うため，位置関係を含んだ特徴となる．従来手法である輝
度ヒストグラムの比較では位置情報を考慮していないが，
提案手法では位置と明るさの関係を考慮しているため，追
跡が成功していると考える．しかし，この尤度計算は，時
系列で見た場合，歩行者の特定部位の大きな変化には対応
が出来なかった．今後は変化の少ない頭部や胴体などの位
置において効果的にモデル画像を更新する必要がある．ま
た，追跡精度を向上させるため，特徴量を新たに組み合わ
せる必要もある．処理時間においても従来手法より処理時
間を要するが 1フレームあたり 37ミリ秒 (27fps)と，十分
リアルタイムで実現できるレベルであると言える．追跡し
ている歩行者周辺領域においては検出する必要がないので，
さらに高速化もできると考える．

4. 結 論

本稿では，車載単眼カメラにより撮影された映像から歩
行者を検出・追跡する手法を提案した．歩行者の左右対称
性に着目することで，入力映像から歩行者を除外すること
なく候補領域の絞り込みに成功し，単眼における高速な前

処理手法を実現した．また，本稿では歩行者検出アルゴリ
ズムとして CoHOGを改良した手法である ECoHOGを提
案し，実験の結果，高速かつ高精度に歩行者検出可能な手
法であることを示した．さらに，車載映像において状態推
定モデルを改善した Particle Filterを新たに提案した．車両
の移動に着目した追跡手法により，精度の向上を実現した．
今後の課題として，複数人物がオクルージョンした場合
の検出が挙げられる．少人数のオクルージョンであれば頭
部や胴体などの部位が特徴として出現するため記述・検出
可能であるが，混雑状況下では困難と考えられる．今後は
混雑時にも対応できるような特徴記述を考案し，検出と追
跡の相互的な情報補間により歩行者を捉える方式を開発す
る予定である．また，自動車の移動により歩行者の見え方
が変化するなどの場面においても歩行者を検出する必要が
ある．単眼カメラを車載する動きは世界中で見られるため，
単眼カメラにより歩行者を検知し，車両と歩行者の衝突を
回避する予防安全技術を実現すれば，死亡者数削減に大き
く貢献できると考える．
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