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統計的人体形状モデルを用いた遮蔽や姿勢変動に頑健な人物追跡
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〈あらまし〉 単眼カメラによる人物追跡は，セキュリティシステムやインテリジェントルーム，スポーツ映像解析な
ど様々な分野への応用が期待され，コンピュータビジョンの重要な課題である．実環境における人物追跡は，照明変
動や遮蔽といった環境変動と姿勢や体型，服装といった追跡対象の多様性に対応しなければならない．本稿では，姿
勢変動による各部位の見えの変化を統計的に解析した低次元人体形状モデルを用いた人物追跡手法を提案する．事前
に生成した人体形状モデルをシルエットやエッジ，色ヒストグラムといった簡単な特徴量で評価し，画像上でフィッ
ティングさせる．精度評価実験により，部分的な遮蔽だけでなく姿勢変動に対しても頑健な追跡であることを示した．
キーワード：人物検出，人物追跡，姿勢変動，遮蔽

<Summary> Human tracking in monocular image sequences has been studied in the field of computer

vision for many kinds of applications such as surveillance system, intelligent room, sports video analysis

and so on. Human tracking in real environment is including issues caused by various factors. These include

illumination variation, partial or complete occlusion of human body, and wide variety of body shapes. In this

paper, we present a novel method for robust human tracking using statistical human model of appearance

variation with postural change. This statistical human model can represent di!erent postural appearances

of human, and enables e!ective and robust human tracking with simple features such as silhouette, edge

and color. Our proposed method realized more robust human tracking to not only partial occlusion but also

appearance variation by likelihood evaluation of each body parts based on statistical human model. The

experimental results validate the robustness of the proposed method to partial occlusion and human posture

varieties.
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1. は じ め に

公共空間や商業施設といった実環境下におけるリアルタイ
ムかつロバストな人物の行動認識や理解は，防犯やマーケ
ティング，ヒューマンインターフェースなどの様々な応用が
期待され，コンピュータビジョンの重要課題である1)．行動
認識では，画像中の人物を検出し，追跡しながらその人物の
状態を時系列で解析する．しかし，時間の経過と共に変化す
る対象物体の追跡は困難であり，これまでに様々な手法が提
案されてきた．照明変動や見えの変化に対応するために色ヒ

ストグラムで対象をモデリングする手法2),3)がある．色ヒス
トグラムによる表現では，部分的な遮蔽に頑健であり，対象
の回転やスケール変化の影響を受けにくい．しかし，これら
の手法では色空間の類似した複数の物体や背景が存在する場
合に，容易に誤追跡してしまう．そこで，運動モデルによる
対象の動きの予測と尤度評価を繰り返すパーティクルフィル
タを用いて複雑な状況下において安定して追跡する手法4)も
ある．パーティクルフィルタでは，対象領域から計算される
尤度分布をランダムサンプリングすることで効率的に状態空
間を探索できる．Nummiaroら5)は，HSV変換を行うことで
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照明変動に頑健な色空間を用いたり，Okumaら6)やWuら7)

は，各部位やその組み合わせなど，身体領域を複数の領域に
分割し，大量の学習画像から生成した識別器を用いた詳細な
形状のモデリングにより，見えの変化に対応している．この
ように人物領域を分割して追跡する手法では，部分的な遮蔽
を扱いやすい，複数の観測から最終的な判断ができる，視点
や姿勢の変化に強いといった利点がある．
これらの手法を用いることで，監視カメラ映像中で複数の
人物が行き来するような場面でも比較的高精度な追跡が可能
となっている8),9)．しかし，こういった手法はいずれも，歩
行中あるいは直立している状態の人物の追跡がほとんどであ
る．そのため，「座る」・「前傾姿勢」といった追跡対象の姿勢
変動時に追跡精度が大きく低下する．また，従来の追跡手法
では人物領域を矩形として捉えているため，対象の大きさや
位置情報しか取得できない．より詳細な行動認識をするため
には，人物の位置情報だけでなく「直立」・「座る」・「前傾姿
勢」といった大まかな姿勢情報が抽出できる追跡手法である
ことが望ましい．
そこで本論文では，人物の頭部外輪郭形状や各基幹部位の
見えの変化を低次元で表現した人体形状モデルを用いた人物
追跡手法を提案する10)．我々の生成した人体形状モデルは，
姿勢変動に対する各部位の見えの変化を効率的に表現してお
り，従来の矩形ベースの追跡では捉え切れない様々な姿勢の
人物に対しても柔軟に対応できる．このように，服装・体型・
姿勢といった追跡対象の多様性を大量の学習画像から抽出し
た高次元特徴量でパターン認識するのではなく，大まかな人
物形状を表現する低次元モデルを用いることで，色やエッジ
といった簡単な特徴量による最適なモデルを追跡フィッティ
ングすることが可能である．これにより，高速かつ高精度な
人物追跡を実現している．本手法では，部分的な遮蔽や姿勢
変動に対応するだけでなく，追跡により推定された身体的特
徴変化から対象の部位の形状などより詳細な情報が取得可能
であり，行動認識に適した人物追跡を実現することができる．
本論文では，文献 10) における検討を，さらに適切な従来
手法やデータセットを用いた精度検証実験に拡張することに
よって，提案手法の遮蔽や姿勢変動に対する有効性をより明
確に示している．これにより，提案手法による人物追跡が姿
勢推定や行動認識に適したものであると位置づけることがで
きる．

2. 提 案 手 法
提案手法では，身体的特徴変化を解析した低次元人体形状
モデルを用いて，人物検出・追跡を行う．ここでは，2つの
モデルを事前に生成した．1つ目は，各基幹部位間 (頭部，胴
体，脚部)の位置や形状の関係性を表現した基幹リンクモデ
ルである．基幹リンクモデルは「人間らしい」形状変化を表
現しているため，姿勢変動時にも柔軟に人物を捉えられる．
また，追跡により推定された部位の形状から対象の大まかな

図 1 提案手法の流れ
Fig. 1 The flow of proposed method

姿勢も抽出可能である．2つ目は，頭部外輪郭形状と肩関節
位置の関係性を表現した Active Ω Model（以下，AOMと
省略する）である．頭部の外輪郭形状は，他の部位に比べ，
個人差や姿勢変動による見えの変化が少ないため，AOMを
用いることで画像上の頭部らしい物体を効率的に検出，追跡
できる．
図 1は提案手法の処理の流れを表している．入力画像に対
して背景推定を行い，前景領域に対してフィットする AOM

を探索して頭部を検出する．人物追跡では，検出結果を基に
対象の色ヒストグラムを取得し，頭部・胴体・脚部といった
基幹部位の位置や頭部外輪郭形状の尤度評価により追跡する．
このように本手法では，「人間らしい」形状をモデリングし，
部位ごとに尤度評価することで，遮蔽や姿勢変動に頑健な追
跡になると考える．
各処理の詳細については後章で述べる．まず，3章で検出，
追跡に用いる低次元人体形状モデルの説明をする．その後，
それらを用いた提案手法として，4章で人物検出，5章で人物
追跡の説明をする．6章で従来手法との比較実験を行い，提
案手法の有効性を示す．最後に 7章で本稿をまとめる．

3. 低次元人体形状モデル

我々の人物追跡では，部分的な遮蔽や姿勢変動に対応する
ために，対象人物を 5つの基幹部位領域 (頭部，上半身× 2，
下半身× 2)に分割して追跡する．しかし，各部位が画像上
でどの位置にあるかを推定するために各部位を独立して探索
すると，追跡する部位数に対して指数関数的に探索空間が増
大する．そこで，部位間の拘束条件に「人間的なつながり」
を考慮した基幹リンクモデルを用いる．図 2のように，人間
は様々な姿勢を取った時の基幹部位位置は，骨格や重心のバ
ランスなどの拘束条件に従って変位し，同時に部位の見えも
変化する．その相関関係を低次元で表現するために，実際の
画像から手動で抽出した人物形状データに対し，主成分分析
を適用することで，低次元形状モデルを生成する．基幹リン
クモデルでは，図 2(a)のように各部位を表現するパラメー
タとして，位置・幅・高さ・角度の 5次元を用いる．よって，
1つの姿勢データは，5部位× 5次元の 25次元データで表現
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(a)データ表現 (b)基幹部位データ (c)モデル空間
図 2 基幹リンクモデル

Fig. 2 Main-parts Link Model

(a)データ表現 (b)Ω形状データ (c)モデル空間
図 3 Active Ω Model
Fig. 3 Active ! Model

される．本稿では，様々な姿勢変動を含む 92個の姿勢デー
タに対し，主成分分析結果の累積寄与率が 95%を超える 3次
元に圧縮した基幹リンクモデルを生成した．図 2(b)はデー
タセットの一部であり，正面，横向き，前傾姿勢やしゃがむ
といった姿勢変動を含んだものとなっている．基幹リンクモ
デルが表現する主成分析結果の部分空間を図 2(c)に示す．主
成分析では，与えられた多変量データセットに対し，データ
が表現する空間内に存在する各データサンプルの分散が大き
い方向に，元の空間軸の合成変量として，新たな軸を生成し
ていく．図 2(c)の PC1!PC3の軸は，主成分分析により新
たに合成された寄与率の高い上位 3つの主成分である．基幹
リンクモデル空間内で第 1主成分軸の値を変化させることは，
画像上で人物が横向きになる姿勢変動に対する各基幹部位の
位置や形状の変化に対応している．また，第 3主成分の値を
変化させることで，画像上で各基幹部位の幅が変化しており，
体向きの変化やしゃがむ時に起こる形状変化を表現している．
このように基幹リンクモデルは，様々な姿勢に対する各基幹
部位の大まかな形状変化を低次元で表現する空間となってい
ることが分かる．
Active ! Modelとは，頭部外輪郭形状の変動とその内部
に含まれる肩の関節位置を持つ低次元モデルである．まず，
図 3(b)のような複数の異なる視点，人物の頭部画像に対し
て，顔位置を中心として頭部から肩にかけての頭部外輪郭形
状と両肩の関節位置を合計 22個の点群で表現する．図 3(a)

のような 1つの頭部外輪郭形状データは，22点の x ，y 座標
から得られる 44次元のデータであり，これらを基幹リンク

モデルと同様に主成分分析する．これにより，低次元で身体
の向きや姿勢による頭部外輪郭形状の変化を表現でき，それ
に対応して肩関節位置が変位するモデルとなる．本稿では手
動で抽出した 154個の頭部外輪郭形状データセットに対し，
主成分分析を行うことで，累積寄与率が 95%を超える 4次元
に圧縮した．この部分空間の各軸をパラメータとするモデル
が AOMである．図 3(c)は AOMが表現する主成分分析の
部分空間である．実画像から抽出した複数の!形状データを
主成分分析することにより，頭部らしい形状を保ちつつ様々
な!形状を低次元で表現できている．この空間から，画像上
で最適なAOMを探索することで，頭部姿勢や肩関節位置を
推定する．
最後に，この 2つのモデルを統合することで最終的な人体
形状モデルとした．統合の際には 2つの制約を与えた．まず
位置に関して，AOMの基準点である頭部中心と基幹リンク
モデルの頭部矩形の中心が一致するように位置を合わせる．
さらに，角度に関して，頭部矩形の角度に合わせて，AOM

を回転させた．このようにして生成されたモデルは，7つの
パラメータを持つ低次元モデルであり，姿勢変動に対する基
幹部位の形状変化や頭部の外輪郭形状変化を効率的に表現し
ている．このモデルを画像上でフィッティングさせることで，
人物を追跡する．

4. 人 物 検 出
一般的に人物検出は特徴抽出と機械学習によって行われる．
まず学習用に用意した検出対象となる画像と背景画像から輝
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(a)画像のブロック分割 (b)Ω形状探索 (c)検出結果 (d)追跡初期化
図 4 人物検出の流れ

Fig. 4 The flow of human detection

度値の差や輝度勾配などの情報を特徴量として抽出する．次
に機械学習により，正解と非正解のラベルがついたこの特徴
量を特徴空間内でうまく識別できるような識別器を生成する．
この識別器を検出したい画像上で走査することで人物を検出
する．しかし，様々な見えのバリエーションがある対象を十
分に学習するには，大量の学習画像が必要となってくる．ま
た，より詳細に対象の形状を表現しようとすればするほど，
より高次元な特徴量が必要となり，高精度な識別器を生成す
るための機械学習にはかなりの計算コストがかかる．
そこで，本稿ではAOMを利用して人体頭部を高速かつ高
精度に検出する．AOMは様々なΩ形状を表現可能であるた
め，局所的かつランダムに生成されたAOMが画像上でフィッ
ティングしているかを評価することで人体頭部を検出するこ
とができる．尤度評価には式 (5)，(6) を用いた．詳しくは
次章で説明するが，背景差分のシルエットと輝度勾配方向と
の一致度から各 AOMのフィッティング度合いを評価するこ
とが可能となる．実際の流れを図 4に示す．まず初めに画像
を縦横にブロック分割して探索領域を限定する（図 4(a)）．
この各ブロック内で AOMのランダム生成とフィッティング
評価を繰り返すことで，ブロック内に頭部の中心が移動した
際に尤度の高いAOMが見つかり人体頭部が検出される．図
4(b)では，あるブロックにおいて生成されたAOMを表示し
たものである．図 4(c)のようにブロック内に頭部中心が存
在する場合，尤度の高いAOMが見つかり，それがしきい値
以上であれば追跡処理に移行する．追跡初期化では，基幹リ
ンクモデルの尤度評価に必要な各部位のモデル画像を取得す
る．図 4(d)のように検出されたAOMと対応するスケール，
位置に基幹リンクモデルを配置する．このときの基幹リンク
モデルの形状は，立っているときの平均形状である．つまり，
検出された人物が直立に近い姿勢であると仮定し，各部位の
初期位置を予測している．本稿では，様々な!形状が表現可
能なAOMを検出に用いることで高速な処理を実現している．
一般的に，顔などの追跡に用いられる形状モデル11)は，表現
するモデル形状が複雑であるために正確な初期位置を与えな
いとフィッティングがうまくいかない．しかし，AOMは表
現している形状が単純であるため，背景差分により移動物体
の大まかな位置さえ得られれば，モデルのフィッティング尤
度からその移動物体が人体頭部であるかを判断することで検

出処理が可能である．

5. 人 物 追 跡

ここでは，3章で説明した低次元形状モデルを用いた人物
追跡手法について説明する．AOMと基幹リンクモデルを統
合した最終的なモデルは 7次元のパラメータを持っており，
これに画像上での位置やスケールなどのパラメータを加えた
空間を考える．この空間内で最適な位置を探索することで，
画像上で各基幹部位を追跡フィッティングさせることが可能
となる．AOMと基幹リンクモデルを統合して，同時に基幹
部位位置と頭部外輪郭形状を最適化することで，追跡対象を
より頑健に捉えられる．最適化探索には，パーティクルフィ
ルタを用いた．パーティクルフィルタは，予測・尤度計算・
リサンプリングを繰り返しながら，尤度分布の加重平均で現
在の状態を推定する手法である．実際の手順は次のようにな
る．まず，探索する状態空間は，画像上の位置 (x, y)，速度
(u, v) ，スケール (s)，AOMのパラメータ (a1, a2, a3, a4)，
基幹リンクモデルのパラメータ (m1,m2,m3)の計 12次元
とした（式 (1)）．リサンプリングに用いるシステムモデル
では，歩行中の人物のような移動物体には簡単な運動モデル
の適用が可能であるが，姿勢変化のように複雑な高次元空間
を移動する場合には運動モデルの設定が難しい．そこで，画
像上の人物は等速に移動すると仮定し，位置を表現する次元
に対しては等速直線運動モデルを適用した．また，それ以外
の部位形状を表現する次元に対しては，前フレームの推定位
置の周辺をランダムサンプリングするランダムウォークを適
用して状態を推定した（式 (2)，式 (3)）．

xt = (xt,yt,ut,vt,st,a1t,a2t,a3t,a4t,m1t,m2t,m3t) (1)

F =

!

"""""""""#

1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 · · · 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0

...
. . .

0 0 0 0 0 1

$

%%%%%%%%%&

(2)

xt = Fxt!1 + v(i)
t (3)
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図 5 各モデルの尤度評価
Fig. 5 Likelihood evaluation of each model

ここで，xtは状態ベクトル，F は状態遷移行列，v(i)t はシス
テムノイズである．
尤度計算には，基幹部位領域は初期化時に取得したモデル
画像との色ヒストグラム類似度を，頭部外輪郭形状は背景差
分のシルエットと輝度勾配方向の一致度を用いて評価してい
る（式 (5)，式 (6)，式 (7)）．

L(xt) = C1Sedge + C2Ssil + C3Scolor (4)

Sedge=1!C1

'

s(x,y)"!

|dI(x,y)!dAOM(x,y)|ds (5)

Ssil = 1! C2

'

s(x,y)"!

D(x, y)ds (6)

Scolor =
5(

m=1

180(

n=1

)
pm(n)qm(n) (7)

ここで，L(xt)は状態ベクトル xt の尤度，!は AOM上に
ある点の集合，s(x, y)はAOM上のある点，dI(x, y)は入力
画像 Iの点 (x, y)における勾配方向，dAOM (x, y)は AOM

上の点 (x, y)における法線方向，D(x, y)は点 (x, y)におけ
る距離変換画像の画素値，C1,C2,C3は正規化のための係数，
nはヒストグラムのビン数，mは基幹部位数，pm(n)はモデ
ル画像の色ヒストグラム，qm(n)はあるサンプルの色ヒスト
グラムであり，各ヒストグラムの大きさは正規化している．
図 5は，状態空間内のあるサンプルが画像上でどのように
尤度評価されるかを示している．図 2(c)，3(c) のようなモ
デル空間から生成された各モデルに対し，AOMでは，入力
画像に対し，背景差分や輝度勾配計算を行うことで形状やシ
ルエットの一致度を評価する．基幹リンクモデルでは，追跡
初期化時に取得したモデル画像と生成されたモデルが表現す

る画像上での矩形領域との色ヒストグラム類似度により評価
する．
Sedge の頭部領域の輝度勾配一致度を用いたエッジによる
評価では，評価したいAOM上の各ピクセルにおいて，AOM

の法線方向と画像の輝度勾配方向の差を累積して評価値とす
る．これにより，AOMの形状が頭部外輪郭形状に一致して
いる程，評価値は小さくなる．Ssilの背景差分画像のシルエッ
トによる評価では，まず，背景差分画像において，そのまま
距離変換したものと背景と前景を反転させてから距離変換し
たものを組み合わせることで得られる画像を生成する．この
画像は，背景差分画像における前景領域と背景領域の境界線
からの距離を画素値としたものになっている．よって，評価
したいAOM上の画素値を積分することで得られる評価値は，
そのAOMがシルエットに一致している程，小さい値になる．
エッジとシルエットそれぞれから求めた評価値の和を AOM

の尤度とすることで，背景エッジの影響を受けることなく，
安定した頭部外輪郭形状の尤度評価が可能となる．Scolor は
色ヒストグラムによる尤度評価である．ヒストグラム生成に
は HSV変換した画像の色相を利用しており，照明変動の影
響を受けにくい．また，姿勢変動により各部位が形状変化し
た場合でもモデル矩形がその部位を柔軟に捉えていれば，矩
形内の色ヒストグラムの変化は少ない．さらに，基幹リンク
モデルでは，モデル画像から各部位ごとに色ヒストグラムを
取得し，各部位の尤度を独立して計算するため，部分的な遮
蔽に対し，全体の尤度が低下することなく安定した評価が可
能となる．基幹リンクモデルを用いることで，姿勢変動時で
も柔軟に各部位の位置や形状を表現可能である．これにより，
複雑環境下でも頑健な追跡となる．
図 6は，様々なシーンにおける追跡結果を示している．人
体形状低次元モデルを用いて頭部や基幹部位を柔軟かつ頑健
に捉え，エッジやシルエット，色による複数の異なる特性を
持つ尤度評価により，高精度に追跡できている．部分的な遮
蔽に対しては，各モデルや基幹部位を独立して尤度評価する
ことで，部分的な遮蔽に対して見えている部位を正確に捉え
ることで全体の尤度が低下することなく安定した追跡となっ
ている（図 6(a)）．姿勢変動に対しても，前傾姿勢やしゃがん
だ時に基幹リンクモデルが適切に変形し，柔軟に各基幹部位
を捉えることで，高精度な尤度評価が可能となる（図 6(b)）．
また，図 6(c)のように低解像度の場合や追跡対象がボケて
しまっている場合，エッジによる評価の精度が低いため，頭
部外輪郭形状推定に失敗してしまう．ここで，基幹部位追跡
の色情報による評価値を加えることで，安定した追跡が可能
となっている．このように 2つのモデルを統合し，特性の違
う複数の特徴量を用いて尤度評価することで，互いの欠点を
補完するような枠組みになっている．
さらに我々の追跡手法では，追跡結果から様々な情報が抽
出可能である．AOMは，頭部外輪郭形状に対応する肩位置
情報も持っているため，頭部外輪郭形状と肩位置を同時に推
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(a)部分的遮蔽 (b)姿勢変動 (c)ブラー
図 6 人物追跡結果

Fig. 6 The results of human tracking

定できる．AOMの形状や肩関節位置の近さや基幹リンクモ
デルの部位幅は，対象人物が正面，横のどちらを向いている
か推定するのに非常に有益である．また，各基幹部位の傾き
や形状から前傾姿勢やしゃがむといった大まかな姿勢情報を
推定すること可能である．このように，各モデルがフィッティ
ングした時の状態を詳細に解析することで，様々な情報が抽
出可能である．これらの情報は，従来の矩形ベースの追跡か
ら抽出することが難しく，より詳細な姿勢推定や行動認識を
する上で非常に有益な情報である．

6. 実験と考察

提案手法の優位性を示すために検出と追跡において従来
手法と比較することで精度検証実験を行なった．実験には
Intel Xeon 2.66[GHz], Memory 3.25[GB] の計算機を使用
した．検出処理の比較実験では従来手法として，CoHOG特
徴量を SVMで学習し，識別器を生成する手法12)を用いた．
Watanabeら13)は，CoHOG特徴量がHOG[dalal, 2005]14)

，LRF[Gavrilla]15)，Haar Wavelet[Dollar]16)，Shapelet17)

，M-HOG[Maji]18)などの特徴量と比較して，実環境下で高
精度な人物検出が可能であることを示している．評価に用い
たデータセットは我々で用意したもので，一般的なウェブカ
メラで撮影した VGA の動画である．このデータセットは，
人物追跡の姿勢変動に関する精度検証実験でも使用しており，
本実験ではデータセット内の人物が画面内に入ってくるシー
ンや検出対象が直立に近いシーンに対し，検出処理を行い，
フレーム単位で検出できているかを目視で判定した．実験結
果を表 1および図 7に示す．
表 1は検出精度と処理速度を比較したもので，従来手法に
比べ提案手法では検出精度が少し低下しているが，処理時間
が大幅に低減されているのが分かる．従来の識別器を用いる
手法では，1回の検出処理において，高次元の特徴量を抽出
し，識別器に入力して判定するという作業が必要になる．こ
の処理を画像平面で走査しながら行っていくのだが，検出対

表 1 検出率と処理速度の比較
Table 1 Comparison of detection rate and processing

time

検出率 処理速度
従来手法 88.3%(174/197) 7.28 sec/frame
提案手法 80.2%(158/197) 0.19 sec/frame

(a)従来手法 (b)提案手法
図 7 検出結果の比較

Fig. 7 Comparison of detecting results

象のスケールも未知であるため，複数のスケールで走査する
必要がある．十分な探索をするためには，数千回という識別
処理が必要である．提案手法では分割したブロック内では位
置がある程度限定されているため，様々なスケール，頭部外
輪郭形状のAOMを探索するのみで良い．AOMの尤度評価
はエッジとシルエットによる単純な特徴量の比較となってい
るため，高速な検出処理が可能となる．
また，従来の検出手法では学習画像をブロック分割して多
少の位置ズレやスケールの変化を吸収してヒストグラム化し
た特徴量を用いるため，高精度に検出できる一方で，検出結
果の位置やスケールに曖昧性が残る．よって，検出結果から
追跡対象全体のスケールや色ヒストグラムを正確に取得でき
ない．これを解決するために，追跡初期化時にAOMで探索
し直す処理が必要になる．一方，AOMによる検出では，検
出結果に詳細な形状情報が含まれているため，そのまま追跡
処理に利用できる．図 7は 2つの処理による検出結果を示し
ている．提案手法では，追跡に用いる AOMで検出を行なっ
ているので，正確な位置やスケールの頭部情報が取得できて
おり，スムーズに追跡処理に移行することができる．
追跡に関しては，事前にパーティクル数を決める予備実験
を行った．図 8は姿勢変動を含む動画に対して，パーティク
ル数を変化させた時の追跡精度と処理速度の関係を示してい
る．パーティクル数を少なくすれば，尤度評価の回数が減り
処理速度は速くなるが，状態空間内を十分に探索できなくな
り，追跡精度は低下してしまう．図 8を見るとパーティクル
数が 1500を超えた辺りで追跡精度が頭打ちになっており，こ
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図 8 パーティクル数と追跡精度の関係
Fig. 8 Relation between the number of particles and

tracking rate

表 2 追跡精度実験結果
Table 2 Experimental results of out tracking

遮蔽 姿勢変動 合計 処理速度
73.9%(17/23) 84.2%(16/19) 78.6% 723.5msec

のパーティクル数で探索すれば十分であるといえる．実応用
の観点からは，カメラのフレームレート以下での処理時間に
抑えつつ，高精度に追跡できることが求められる．本手法は，
十分なパーティクル数で探索すれば高精度な追跡が実現でき
ている．
追跡精度比較実験では遮蔽と姿勢変動それぞれのシーンにお
いて精度評価を行なった．遮蔽に関してはCAVIAR dataset
19)を用いて実験を行なった．このデータセットはWuら7)が
精度評価に用いているもので，同じデータセットで比較する
ことで遮蔽に対する追跡性能を評価する．このデータセット
には，姿勢変動がほとんど含まれていないため，姿勢変動に
関しては，独自に用意したデータセットを用いて精度評価を
行なった．精度は遮蔽や姿勢変動が発生するシーン毎に，そ
の前後で失敗することなく正確に追跡出来たかを目視で判定
することで算出した．本実験では，画像上の位置と速度（4

次元），スケール（1次元），基幹リンクモデルの状態空間
（3次元），AOMの状態空間（4次元）の計 12次元の空間に
対し，1500個のパーティクルでサンプリングした．実験結果
を表 2および図 9に示す．表 2の各処理時間は背景差分など
を含む全体の処理速度である．
表 2は追跡精度検証実験の結果を示しており，遮蔽に関し
てはWuら7)の論文を見ると同じデータセットで同程度の追
跡精度になっている．これは，人物を複数の領域に分割した
追跡が，部分的な遮蔽に対して有効であることを示している．
しかし，Wuらは，対象人物の歩行中あるいは直立している
状態しか考えていないため，姿勢変動が発生したときに追跡
精度が大きく低下すると考えられる．一方，提案手法では，
座った時に部位の幅が伸びるといった姿勢変動時の形状変化

を事前にモデリングすることで，柔軟に対象を捉えられる．
図 9の追跡処理結果を見ると，様々な姿勢変動に対して，表
現力の高い基幹リンクモデルの適用により正確に基幹部位の
位置や形状を推定できている．また，本稿で生成した 2つの
低次元モデルは，図 2,3のように比較的カメラに近い位置で
撮影された画像から抽出したデータセットを用いて生成した．
それにも関わらず，対象が画面奥に移動することによる視点
変化や全く別のシーンから成るデータセットに対しても同一
のモデルで追跡ができているのは，本来は 3次元的に位置や
形状が変化している各基幹部位の 2次元的な見えの変化のみ
をモデリングしたことによる曖昧性が，カメラからの位置に
依存して起こる見えの変化を吸収しているからだと考えられ
る．監視カメラやスポーツ映像などでは，このような視点か
ら撮影されることが多く，様々なシーンに対しても容易に提
案手法を適用することが可能である．しかし，2つの状態空間
を合わせることで探索空間の次元数が増え，大量のパーティ
クルが必要となるという問題点もある．
このように，提案手法の人物追跡では遮蔽や姿勢変動に対
して頑健に追跡するだけでなく，姿勢変動による身体的特徴
変化を統計的にモデルリングすることで，追跡結果から頭部
外輪郭形状に対応する肩関節位置や各基幹部位の大まかな形
状などのモデル側に内在する情報も同時に取得可能である．
これらの情報は姿勢推定や行動認識をする上で非常に有益な
ものとなる．

7. む す び
本稿では，Active ! Modelと基幹リンクモデルの 2つの
低次元人体形状モデルを組み合わせた行動認識に適した人物
追跡手法を提案した．AOMと基幹リンクモデルが表現する
「人間らしい形状」の空間から同時に最適なモデルを探索す
ることで，全体として互いの問題点を補完することが可能と
なった．これにより，対象の基幹部位の大まかな形状や肩位
置情報を抽出しながらの遮蔽や姿勢変動に頑健な人物追跡手
法となった．
今後は，探索方法の効率化や尤度評価の改善によりそれぞ
れの処理を高速，高精度化していく．また，追跡結果を時系
列で解析することで，実環境下でのリアルタイムかつロバス
トな行動認識を実現する．
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in Vision-based Human Motion Capture and Analysis”, Com-

puter Vision and Image Understanding, pp.90–126 (2006).

2) D. Comaniciu, V. Ramesh, P. Meer: “Kernel-based Object

Tracking”, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine In-

telligence. Vol.25, No.5, pp.564–577 (2003).

3) C. Yang, R. Duraiswami, D. Larry: “E"cient Mean-shift

Tracking via a New Similarity Measure”, IEEE Conference on

Computer Vision and Pattern Recognition, pp.176–183 (2005).

4) M. Isard, A. Blake: “CONDENSATION― Conditional Den-

sity Propagation for Visual Tracking”, International Journal

7



図 9 人物追跡の処理結果
Fig. 9 The results of human tracking

of Computer Vision, Vol.29, No.1, pp.5–28 (1998).

5) K. Nummiaro, E. Koller-Meier, L.V. Gool: “An Adaptive

Color-Based Particle Filter”, Image and Vision Computing,

Vol.21, No.1, pp.99–110 (2003).

6) K. Okuma, A. Taleghani, N.D. Freitas, J.J. Little, D.G. Lowe:

“A Boosted Particle Filter: Multitarget Detection and Track-

ing”, Proc. of European Conference on Computer Vision,

Vol.3021, pp.28–39 (2004).

7) B. Wu, R. Nevatia: “Detection and Tracking of Multiple, Par-

tially Occluded Humans by Bayesian Combination of Edgelet

Based Part Detectors”, International Journal of Computer Vi-

sion, pp.247–266 (2007).

8) H. Palaio, J. Bastista: “Multi-Object Tracking Using an Adap-

tive Transition Model Particle Filter with Region Covariance

Data Association”, Proc. of 19th International Conference on

Pattern Recognition, pp.1–4 (2008).

9) S. Kong, M.K. Bhuyan, C. Sanderson, B.C. Lovell: “Track-

ing of Persons for Video Surveillance of Unattended Environ-

ments”, Proc. of 19th International Conference on Pattern

Recognition, pp.1–4 (2008).

10) 橋本潔，青木義満 他: “姿勢変動に伴う身体的特徴変化の統計的
モデリングによる遮蔽に頑健な人物追跡”, ViEW2011, pp.60–67

(2011).

11) L. Wang, X. Ding, C. Fang: “Generic Face Alignment Using

an Improved Active Shape Model”, Proc. of International Con-

ference on Audio, Language and Image Processing, pp.317–321

(2008).

12) T.Watanabe, S.Ito, K.Yokoi: “Co-occurrence Histograms of

Oriented Gradients for Pedestrian Detection”, Proc. of Pacific-

Rim symposium on Image and Video Technology 2009, pp.37–

47 (2009).

13) T. Watanabe, S. Ito, K. Yokoi: “Co-occurrence Histograms

of Oriented Gradients for Human Detection”, IPSJ Trans. on

Computer Vision and Applications, Vol.2, pp.39–47 (2010).

14) N. Dalal, B. Triggs: “Histograms of Oriented Gradients for Hu-

man Detection”, Proc. of IEEE Computer Society Conference

on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol.1, pp.886–

893 (2005).

15) S. Munder, D.M. Gavrila: “An Experimental Study on Pedes-

trian Classification”, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Ma-

chine Intelligence, Vol.28, No.11, pp.1863–1868 (2006).

16) P. Dollar, Z. Tu, H. Tao, S. Belongie: “Feature Mining for

Image Classification”, Proc. of IEEE Computer Society Con-

ference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.1–8

(2007).

17) P. Sabzmeydani, G. Mori: “Detecting Pedestrians by Learn-

ing Shapelet Features”, Proc. of IEEE Computer Society Con-

ference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.1–8

(2007).

18) S. Maji, A.C. Berg, J. Malik: “Classification using Intersection

Kernel Support Vector Machine is E"cient”, Proc. of IEEE

Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern

Recognition (2008).

19) http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CAVIAR/

(2012年 11月 1日 受付)

(2013年 5月 1日 再受付)

橋 本 潔
2013年，慶應義塾大学大学院修士卒．慶應義塾
大学大学博士課程に在学中．主として監視カメ
ラにおけるヒューマンセンシングに関する研究
に従事．

加賀屋 智之
2013年，慶應義塾大学大学院修士卒．パナソニッ
ク株式会社 R&D本部 新規事業開発センター 事
業開発推進室に所属．主に監視カメラを用いた
ヒューマンセンング技術の研究開発に従事．

8



片 岡 裕 雄
2011年，慶應義塾大学大学院修士卒．慶應義塾
大学大学院博士課程に在学中．2011"2012 年，
カリフォルニア大学共同研究推進海外派遣研究
員．コンピュータビジョンを専攻．スポーツ映像
解析，高度道路交通システムや行動理解などの
ヒューマンセンシングに従事．精密工学会，自動
車技術会各会員．

里 雄 二
2002年，筑波大学システム情報工学研究科知能
機能システム専攻修士卒．パナソニック株式会社
R&D本部 新規事業開発センター 事業開発推進
室に所属．主に監視カメラを用いたヒューマン
センング技術の研究開発に従事．

青 木 義 満 （正会員）
1996年，早稲田大学理工学部卒業．現在，慶應
義塾大学理工学部電子工学科准教授．主として
画像認識，センサ情報統合による画像センシン
グに関する研究に従事．IEEE，電子情報通信学
会，情報処理学会，電気学会，精密工学会，日
本医用画像工学会，日本顔学会，自動車技術各
会員．

9


