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は じ め に

近年，混雑環境下における人物追跡について様々な研
究が行われている．朝夕のラッシュ時の駅構内やイベン
ト会場などの混雑状況において，事故や事件の未然防止，
人数の自動計測など様々な分野への応用が期待される．
混雑環境において，頻繁に発生する遮蔽に伴い，視野

内を移動する人物の動線は，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を確立する必要がある ．
このような問題に対し，本手法では，歩容特徴を用い

た人物動線の対応付けを実現する．周波数領域における
歩容特徴は，歩幅や歩行周期により特徴づけられる人物
固有の性質であり，個人認証のための手掛かりとして生
体認証の分野で広く利用されている ．混雑環境下にお
いて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固有の性質が現わ
れる．これは，混雑環境下における個々の人物の動線の
対応付けにおいて，周波数領域における歩容特徴は効果

的な指標になることを示唆している．
本手法では，歩容特徴は移動する人物に属する特徴点

の周期的な動きから獲得する．属する特徴点の動きそれ
ぞれについて歩容特徴は計算されるため，人物の動線片
は歩容特徴のデータ集合を持つことを意味する．このこ
とから，動線片間の類似度計算は，多次元データ集合間
の類似度を測る問題と見なすことができる． これに対
し，データ集合間の類似度を測る一手法である

を用いることにより，対応付けるべき動
線片間の類似度を計算する．
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でハンガリアン法を適用すること
により，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人物追跡を実現することが可能
となる．

最尤推定に基づく人物動線の対応付け

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
み合わせをマルコフ連鎖で表現し，その対応付けの尤度
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を最大にする組み合わせを最適解とする．
得られる動線片の集合を とする．この動線
片集合について最適な対応付けを行うことにより，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 が得られるものとする．ここで

である．これは，対応付けら
れた 番目の動線 は， 個の動線片により構成され
ていることを意味する．対応付けられた最適な動線の集
合 は，動線集合 の尤度 を最大化する組み
合わせと見なすことができる．一つの動線片 はいず
れか一つの人物動線 に属すること，また個々の人物
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式のような最尤推定の問題に帰着
される．

更に，尤度 をマルコフ連鎖によりモデル化する．

ここで と は，動線片 ， が
属する動線 においてそれぞれ最初と最後の動線片と
なる尤度を意味し， は，動線片 の
終端が の先端へ連結される尤度を意味する．
（ ）式を（ ）式に代入し，対数をとることで次式を
得る．

このようにして得られた（ ）式に対してハンガリアン法
を適用することで，最適な対応付けを実現する ．

人物動線片間の連結尤度の計算

動線片間の連結尤度 は，人物に属する特
徴点の動きの軌跡群により得られる性質に基づき，次式
のように計算される．

ここで（ ）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（ ），局所的見え（ ），
動き（ ），時間関係（ ）を用いて計算
される．具体的には， （ ） に
よりその類似度を計算する．

歩容特徴に基づく類似度

人物の歩容特徴は，歩行に伴う周期的な動きに表れ
る と仮定し，特徴点の動きの軌跡からその特徴を獲
得する．本手法では，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，歩容に相
当する周期成分を求める．
動線片 を持つ人物に属する 番目の特徴点の動き
の軌跡 を，位置，時間の三次元データ の
集合と見なし，主成分分析を適用する．本手法では，第
一主成分の主成分ベクトル は，変位の大きい人
物の並進運動にあたり，第二主成分が持つ主成分ベクト
ル に歩行に伴う周期成分が表れると考え，以後
の類似度計算において後者を利用する．
得られる歩容特徴に相当する特徴点の動きの周期成分

（第二主成分ベクトル） に対し，高速フーリエ変
換（ ）を行うことにより周波数特性を獲得する．
に用いる窓サイズ は，人間の歩行周期はおおよそ 秒
程度である 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． により得られる周波数特性は，
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．
動線片 に属する 番目の特徴点軌跡の周期

成分 について を適用することにより
得られる，周波数領域における振幅特性を

（ は 番目の周波数帯にお
ける振幅成分）とし，全特徴点軌跡に関する集合を

とする．これらを用い，歩容特徴に基づ
く類似度 は により次式のように計算さ
れる．

ここで は， により計算されたデータ集合
間の類似度を表す．

動きに基づく類似度

二つの動線片 ， 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．動線片 の終端位置を
，終端位置における速度を とし，対応付ける

候補であるもう一つの動線片 の始端位置を ，速
度を とする．また の終端位置における時刻を
， の始端位置における時刻を とし，その時

間差を とする．人物は等速直線運動すると仮定する
ことにより，それぞれの時刻 ， において，動
線片 ， が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．推定される動線片の位置と実際
の位置のペア，すなわち， と ，

と 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
ことができる．特徴点軌跡群の位置を用い， によ
り類似度は次式のように計算される．
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ここで ， はそれぞれ，時刻 ， における
動線片 ， がそれぞれ持つ特徴点軌跡群の位置の集
合を表す．また

（ は 番目の動線片に属する特徴点軌跡
の個数）は，動線片 の推定された始端位置 に
おける特徴点軌跡群の位置の集合を表す．同様に，

は，動線
片 の推定された終端位置 における特徴点軌跡群の
位置の集合を意味する．

局所的見えに基づく類似度

動線片 を持つ人物に属する，時刻 における
番目の特徴点軌跡の位置を中心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 （ ）色
ヒストグラムを計算する．人物に属する全ての特徴点軌跡
周りについて局所パッチ内色ヒストグラムは計算される
ため，時刻 における動線片 を持つ人物の見えは，局
所パッチ内色ヒストグラム集合

により表現される．ここで は， 番目の動線片に属
する， 番目の特徴点軌跡周りの局所矩形パッチ内にお
ける，時刻 での色ヒストグラムを意味する．
得られる色ヒストグラム集合を用い， により類
似度 を計算する．動線片 の始端位置にお
ける時刻を ， の終端位置における時刻を と
し，次式により与えられる．

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 と同様に
時間関係に基づく類似度 を計算する．

動線片の始端・終端尤度の計算

マルコフ連鎖によりモデル化された連結される動線の
尤度の計算（（ ）式）において， 節において述べた動線
片間の連結尤度の計算に加え，始端，終端尤度 ，

を計算する必要がある．動線片が始端・終端と
なる確率はそれぞれ，全動線片の始端，終端となった個
数に対する，人物の動線を連結した後に実際に始端・終
端となる動線片の本数の割合として求められる．本手法
では，画像平面上における観測領域を のブロッ
クに分割し，各ブロックにおいて得られる動線片集合か
ら確率分布を学習する．
観測視野において複数の出現，消失領域が存在する場

合，人物の移動方向に依存して動線の始端，終端確率は
変動することが考えられる．このような問題に対し，本
手法では方向ヒストグラムを導入する．得られる動線片
の始端，終端における方向を考慮することにより，始端，
終端位置の方向ヒストグラムが得られる．これにより，
分割した各ブロックは，方向ヒストグラムそれぞれの
ビンにおいて始端，終端に関する確率 ，

を持つことができる．

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．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，手動で動線片を生成した．また歩容特徴
の利用の性能への寄与を確認するために，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．
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．図 に用いた映像の例を示す．
本実験において生成した動線片の数は つであり，実
際は 人の人物の動線である．
表 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，図 に示すように，見えが類似し
た二人の人物が非常に近接しており，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．
歩容特徴の性能向上への寄与を確認するために，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
を図 に示す．この結果からわかるように，対

応付けるべき動線片間（表 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似度に比べ明らか
に大きな値を示していることが見て取れる．
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 に用いた映像
の一部を示す．本実験において生成した動線片の数は

図 シーケンス の一部．
赤丸で囲った 人の人
物から 個の動線片
を得た．

図 歩容特徴を用いない場
合の対応付け失敗時の
様子．赤丸で囲った
名の人物は互いに近接
しており，正しい対応
付けが難しい．
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表 シーケンス（ ）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．

提案手法 歩容特徴なし 真値

図 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 から までの数字は動線片番号を意味する．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．

図 シーケンス 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 ）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 ）．

であり，実際は 人の人物の動線である．
表 に対応付け結果を真値と併せて示す．この結果か

らわかるように，混雑状況であるにも拘らず，全ての人
物の対応付けが行われていることが見て取れる．

お わ り に

混雑環境下における人物追跡安定化を目的とした，人
物の歩容特徴に基づく動線の対応付け手法を提案した．
人物に属する特徴点の動きの軌跡群から歩容特徴を抽出
し，特徴量集合間の類似度を測る
を利用することで，最尤推定のもと最適な動線の対応付
けを実現した．実際の群集の映像を用いた実験を通じて，
混雑環境において歩容特徴が動線の対応付けに有効に働
くことを確認した．

表 シーケンス（ ）における動線片対応付け結果．
提案手法 歩容特徴なし 真値
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