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�� は じ め に

オフィスや病院，道路などの公共空間，あるいは住宅な
どの日常生活環境で，人のために様々な作業を行うロボッ
トを実現するには，人間や他のロボット，あるいは自動車
などの移動体を検出，追跡し，特定の移動体にサービスを
提供したり，衝突を回避する技術が必要不可欠である．
移動体検出に用いられるセンサは，従来はカメラや超音

波センサが主流であったが，半導体技術の発達により小型
のレーザレンジファインダが安価に市販され，高精度で信

頼性の高い移動体検出センサとして使用され始めている．
これらのセンサは，全て単体のロボットに搭載することも
考えられるが，例えば「ロボットタウンの実証的研究」プ
ロジェクト ���に代表されるように，ロボットが使用される
環境側に多種多様なセンサを分散配置し，よりロボットが
導入しやすい社会基盤を整備する「環境構造化」の取り組
みも重要である．本稿では，特にロボット搭載あるいは環
境固定のカメラ，レーザレンジファインダを用いた，�次
元空間での移動物体の検出・追跡技術に関して解説する．

�� カメラ画像を用いた移動体追跡

カメラ画像中の移動体の検出，追跡 ���� ��� は，�次元空
間での移動体検出のみならず，ビデオ画像の意味づけ ���	

�����や監視システム，あるいは生体認証などでも重要
な技術である．
カメラ画像を用いた移動体追跡の大まかな流れは，入力

された画像に対して，特徴点，背景差分，ヒストグラム，テ

クスチャ，オプティカルフロー ���� ���などを用いて，時系
列画像間で同一物体を検出し追跡を行うものであるが，本
稿では特徴点および領域を用いた手法について解説する．

�� � 特徴点を用いた移動体追跡

特徴点を用いた移動体追跡手法は，画像から移動体に特
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有の特徴点を検出し，フレーム間でそれらの対応を決定す

ることで移動体を追跡する手法である．まず各フレームに
おいて，照明変化や見かけの変化（アフィン，スケール等）
に対して安定な特徴点を検出子 �
��������で見つけ出し，
その特徴点を記述子 �
����������で記述する．次に連続す
るフレーム間において最も近い記述を有する特徴点の組を，
最近傍探索などにより決定する．
良く用いられる 
�������としては，��� ���，������ ���，

������� ���などがある．������ 
�������では，各ピクセ
ル毎に周囲の小領域で以下の量を計算し，閾値を超えた点

を特徴点とする．
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であり，	�� 	� はそれぞれ �� � 方向の濃淡値の差分，�� 
!
!� � !
!��は定数である．
近年では，例えば ������	"Æ�� �#�，�������	"Æ�� �#�，

����$�%%& '��(%� )����$�% *����� ��')*� �+�，
'�%���� *���� ,������� ��!�など，視点変化に強いアフィ
ン変換に共変な特徴量 �"Æ�� -�������� .���/���� が多
く提案されている ����� ����．特に �')*は，濃淡画像を
閾値を徐々に変化させて �値化したときの連結領域（)�	
���$�% ������）の面積に着目し，面積変化の最も緩やか
（����$�%%& ���(%�）な連結領域を特徴領域としたもので
あり，濃淡変化やアフィン変換に強い有効な 
�������とし
て，物体像からそのカテゴリを推定する一般物体認識など

でも注目されている．
一方，
��������� としては，スケール変化に強い

'0.��'��%� 0�������� .���/�� �����1��$� ����や，2-"	
'0.� ����，'3��� -������ ����，'��� 0$�� ���� などが
提案されている．このうち '0.�は，まず解像度の異なる
複数の画像を用意し，それぞれにガウシアンフィルタを適
用して差分画像 �,�4����� �1 �/������ ,56�を求め，次
に特徴点近傍領域での勾配方向のヒストグラムとそのピー
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ク値を特徴量とすることで，スケールや回転に頑健な記述
を実現している．

�� � 領域を用いた移動体追跡

領域追跡に基づく手法では，まず移動体である前景と静
止環境である背景を分離し，次に前景領域をラベル付けし
て領域を追跡する．
前景と背景の分離手法としては，予め撮影された背景と，

ある時刻に撮影された画像の差分を求める単純背景差分，あ
るいは前フレーム，または過去数フレームで撮影された画
像の平均と，ある時刻の画像の差分を求めるフレーム間差

分がよく用いられるが，これらは照明変化や背景の微小変
動に対して脆弱である．これに対し，各ピクセルのカラー
をガウス分布 ����，あるいは混合ガウス分布 ��#�� ��+�で表
現し，平均，分散などのパラメータを数フレーム分の画像
から背景画像を学習する手法，2��7��推定を用いたノン
パラメトリックな背景画像学習法 ��!�� ����などが提案され
ている．一方，各ピクセルで独立したカラー成分だけでは
なく，隣接領域の情報を用いた背景差分も提案されている．
代表的な手法として，6���3	-/� ����や濃淡値の大小の空

間分布を用いた手法 ���� 小領域のテクスチャ情報を用いた
手法 ���� などがある．
また，切り出された前景領域の追跡手法としては，'��8��

���� や ����% '�� ���3�
 ���� などの "����� -����/�

��
�% を用いる手法，����	�3�1� など領域特徴量を用い
た手法がある．'��8��はエネルギー最小化に基づく閉領域
の追跡手法であり，ノイズに頑健な手法として有名であるが，
領域の分離，結合への対応が困難である．これに対し，����%
'�� ���3�
は領域の分離，結合への対応が可能な"�����

-����/� ��
�%であり，ビデオ画像での追跡 ����� ��#�な
どに応用されている．
一方����	�3�1� ����8�� ��+�は，カラーヒストグラム

に基づく逐次クラスタリングを用いた領域追跡手法であり，
形状変化に対して頑健であることが知られている．����	
�3�1�とは，クラスタリングした結果，予め設定した指標が
改善されるように，クラスタの中心をシフトしていく方法
であり，����	�3�1� ����8��は，重み付きカラーヒスト
グラムをクラスタリング指標としたものである．

具体的には，ある初期位置 �� を中心とした追跡領域�

を考え，その領域中の各ピクセル��に色情報を用いた重み
�����を与える．次に重みの和が大きくなるように，以下
の式により中心位置 �を変更する．
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ただし，���は前フレームの追跡領域に対する重み係数で
あり，カラーヒストグラム生成時のカーネル関数を����と
したとき，����  ������である．また �����にはカラー

ヒストグラム間類似度を用いる．これは，追跡領域の現在
位置 ��における正規化カラーヒストグラム ���� と，追跡

対象の正規化参照カラーヒストグラム �� とを用いて，

�����  
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��

�
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����

Æ������� �� （�）

と表される．ただし

���  
�
���

���� � ��Æ������� �� （�）

であり，�はカラーヒストグラムの分割数，Æ���はクロネッ
カーのデルタ関数，�����はピクセル �� のカラーヒストグ

ラムの値である．���には通常，正規分布が用いられる．

�� レーザレンジセンサを用いた移動体追跡

近年，平面スキャン型レーザレンジファインダが安価に
市販され，研究が盛んになってきているが，これらの研究
は環境に固定したレーザレンジファインダを用いたシステ
ムと，移動ロボットに搭載したシステムに大別できる．
環境に固定したレーザレンジファインダによる歩行者の

追跡には，中村らによる一連の研究 ��!�� ����がある．彼ら

はレーザレンジファインダ �'��8 ��'�!!�を最大 �台用い
て足首位置を計測し，歩行動作の解析から作成された複数
状態遷移を有するカルマンフィルタにより足断面上の点を
クラスタリングすることで，通常時 �!!9（��+人），通勤
ラッシュ時 #!9の追跡成功率を達成している ��!�．またこ
の手法はカメラ画像と統合され，レーザ計測による追跡に
失敗した時には����	�3�1�法によるカメラ画像上での追跡
に切り替えることで，ロバストな歩行者追跡を実現してい
る ����．この他にも，5��/����& 6��
を用いた手法 ����，

腰位置をカルマンフィルタおよびパーティクルフィルタで
追跡したもの ����，レーザで膝上を追跡し，カメラの肌色
抽出と組み合わせて身長や位置をカルマンフィルタで推定
する手法 ����，あるいはレーザレンジファインダとカメラ
を用いた応接システム ���� などが提案されている．
一方，移動体にレーザレンジファインダを搭載し，環境

モデル構築や障害物回避，追跡を行ったものとしては，車
椅子搭載レンジファインダによる障害物回避 ����，パーティ
クルフィルタを用いた歩行者の追跡 ����� ��#�，全方位カメ

ラとレーザレンジファインダによる歩行者の追跡 ��+� など
多数のシステムが提案されている．
このほか，カメラによるビデオトラッキングとレーザによ

るトラッキングを融合した手法 ��!�� ����も提案されている．

�� パーティクルフィルタ

本節では，近年カメラやレーザレンジファインダを用いた
移動体追跡で広く用いられているパーティクルフィルタ ����

���� ���� �� ��� �� �
� ��� 
���



３次元空間での移動物体の追跡 �

について，基本概念と具体的な実装法を解説する．パーティ
クルフィルタとは，観測値に対する対象の状態（例えば位

置や速度）の事後確率分布を，離散化した多数の仮説（パー
ティクル）の分布として表現する，ノンパラメトリックな
手法である．
�  ���を確率分布 � ���に従う確率変数とする．��

を時刻 �! � ��の観測結果，�� を時刻 �での観測結果とす
ると，それぞれの観測が独立の場合，ベイズの定理より，

� �����
��  �� ��� � ���� ���� （�）

が成り立つ．ただし � �����
�� は時刻 � での事後確率，

� ��� � ���は観測モデル，� ����は事前確率である．ここ
で状態推移にマルコフ性を仮定し，事前確率� ����を運動
モデル � ��� � �����と前時刻での事後確率を用いて，

� ����  

�
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���������（�）

と表す．これを式 ���に代入すると，

� �����
�� � �� ��� � ���

�
� ��� � ����� ���� � ��������

（�）

が得られる．この式を離散化した多数の仮説で表現し，事後

確率 � �����
��を求めるのがパーティクルフィルタである．

以下，具体的なアルゴリズムを示す．まず時刻 ���での事
後確率 � ����� � �

����を�個のパーティクルで表現する．
ただし，各パーティクルは自身の状態�

���
��� ��  � � ��

とその生起確率を表すウエイト �
���
��� を保持している．こ

れにより，式 �#�の積分は，各パーティクルの生起確率の
和として以下のように書かれる．
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具体的な移動体位置推定の手順を以下に示す．
（�）初期仮説発生：�個の初期仮説 �

�	�
�  ��

�	�
� ��

�	�
� � �

�	�
� �

��  � � ��を発生させる．ただし，��	�� は位置ベク

トル，��	�� は速度ベクトル，��	�� は重みを表す．
（�）状態遷移：�個の仮説に対して動作モデル����������

を適用し，仮説を遷移させる．動作モデルには，例え
ば以下の等速直線モデルを用いる．

�
�	�
�  �

�	�
��� : �

�	�
����
 （�!）

ただし，�
 はサンプリング周期である．
（�）重み計算：� 個の仮説に対して，重み �

�	�
� を次式に

て計算する．
�
�	�
� � �������� （��）

ただし ��������は観測モデルに基づく観測の尤度であ
る．また，全ての仮説の重みの和�

�����
�  

�

	� �
�	�
�

を求める．

（�）リサンプリング：�� 個 �! � � � ��の仮説 �
�	�
� に

対して，��	�� ��
�����
� の確率で復元抽出し，ランダムノ

イズを加えた新たな仮説 �
�	�
��� を発生させる．ただし，

���� � �個の仮説は，追跡に失敗した場合に備えて
ランダムに発生させる．

（�）移動体位置推定：仮説群により近似的に得られる確率
分布の重み付き平均を計算し，移動体位置を推定する．

さて，上記のアルゴリズムでは移動体は単一と仮定して
いた．移動体が複数の場合，上記のアルゴリズムをそのまま
適用すると，一部の対象にだけパーティクルが集中し，パー
ティクルが集まらない対象を見逃してしまう問題 �,�����	
��& ���(%�$�が生じる．これを解決するには，一つのパー
ティクルが全ての移動体についての仮説，すなわち移動体の
個数分の状態量からなる仮説 �  ������� � � � ������� ��

�$は移動体の個数�を保持する方法が考えられるが，��移
動体の個数を予め与える必要がある，��� 状態量を増やす
と多くのパーティクルが必要となり，計算コストが高いと
いう別の問題が生じる．これに対して，対象毎にパーティ
クルフィルタを適用し，複数のパーティクルフィルタが平
行して動作する����/�� 2�����%� .�%��� ����や，�-�-
����8�� -3��� ����� -��%�� の枠組みを取り入れたフィ
ルタ ����� ��!�などが提案されている．

�� お わ り に

本稿では，カメラやレーザレンジファインダを用いた �
次元空間での移動物体の検出・追跡技術に対し，いくつか
の代表的な手法について具体的なアルゴリズムを交えて解

説した．日本ロボット学会における本分野の発展と本分野
を志す若い研究者の一助になれば幸いである．
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