
第 17回画像の認識・理解シンポジウム

一人称犬視点映像を用いた犬の動作認識
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1. はじめに
一人称視点からの動作認識では, 人の頭部や胸部に固定

されたカメラから得られる映像を用いて, 被験者自身の動

作や周囲の動物体の動作を理解することを目的とする.

本研究では, これまでの人に注目した一人称視点映像と

は異なり, 人に代わり犬の視点に着目し, 犬にカメラを装着

して得られる犬視点映像を用いて動作認識を行う. 本予稿

では, 犬視点映像データベースの構築, およびそのデータ

ベースを用いた動作認識について報告する.

2. 犬視点映像データベースの構築
本章では犬視点映像データベース ‘DogCentric Activity

Dataset’の構築について述べる. 犬視点映像データベース

の構築では, 図 1に示すようにGoProカメラ (Hero3)を犬

の背中に装着して, 散歩中の映像を収集した. ここで, 4頭

の犬に協力してもらい, それぞれの犬において散歩中に得

られた映像から 10種類の動作を切り出した. 選んだ 10種

類の動作は, ボール遊び, 車が通りすぎるのを待つ, 水を飲

む, 食事, 左を向く, 右を向く, 人になでられる, 体をゆす

る, 匂いをかぐ, 歩くである. 画像解像度は 360 × 240, フ

レームレートは 47Hzである. それぞれの犬の映像数の内

訳を表 1に, また撮影された動画像の例を図 2に示す.

DogCentric Activity Datasetは次のホームページで一般

公開している. (http://robotics.ait.kyushu-u.ac.jp)

図 1 カメラを装着した犬
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表 1 犬視点映像データベース
　

Dog A Dog B Dog C Dog D Total

(動作)

ボール遊び 6 5 3 0 14

車 7 1 14 4 26

水飲み 5 2 2 1 10

食事 7 3 8 7 25

左を向く 8 4 3 6 21

右を向く 6 3 4 5 18

撫でられる 8 4 8 5 25

体をゆする 9 2 3 5 19

匂いをかぐ 8 7 7 5 27

歩く 7 4 7 7 25

Total (dog) 71 35 59 45 210

3. 犬視点映像を用いた動作認識
本章では, 動作認識のための特徴抽出手法と認識手法に

ついて述べる.

3.1 特徴抽出

従来提案されている一人称視点映像による動作認識手法

では, 時空間画像から特徴を抽出するために, 一般的に大局

的特徴と局所的特徴が抽出されている. そこで本研究でも

同じ特徴を用いる. まず, 大局的特徴は画像全体から特徴

を抽出し, 局所的特徴は特徴点周りの特徴を抽出する. 大

局的特徴ではオプティカルフローと Local Binary Patterns

(LBP)[1]に基づく特徴, また局所的特徴では Cuboids[2]と

STIP[3]を用いる. ここで，局所的特徴の記述では，Cuboids

は輝度情報に基づく情報，また STIPは HOG, HOFを用

いる.

3.2 Visual words

映像から抽出された特徴に対して k-means法によりク

ラスタリングを行, それぞれの映像 vi に対して, Visual

wordsに基づくヒストグラム Hi を求める. ここで Hi は,

w次元のベクトルHi=[hi1hi2 . . . hiw]であり, him はm番

目の Visual wordsの数を表している. すべての特徴から

Visual wordsに基づくヒストグラムを求めて, 映像 vi の特

徴ベクトルを xi = [H1
i ;H

2
i ;H

3
i ;H

4
i ;H

5
i ] と定義する. こ

こで, H1
i ∼ H5

i は, オプティカルフロー, LBP, cuboids,

STIP(HOG), STIP(HOF)のヒストグラムである.
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図 2 動画像の例: (a) ボール遊び (b) 体をゆする (c) 車が通りすぎるのを待つ

3.3 動作認識

抽出された特徴を用いて, Support Vector Machine

(SVM) を用いて動作認識を行う. ここで, 複数のカー

ネル関数を用いており, 基本カーネルとして線形カーネル

とガウシアンカーネルを用い, multi-channel カーネルと

して multi-channel χ2 カーネル [4] と multi-channel his-

togram intersectionカーネル [5]を用いた. multi-channel

カーネルは次の式で定義される.

K(xi, xj) = exp(−
N∑

n=1

Dn(H
n
i ,H

n
j )) (1)

χ2カーネルでは, Dn(H
n
i ,H

n
j )は以下のように定義される.

Dn(H
n
i ,H

n
j ) =

1

2Mn

w∑
m=1

(him − hjm)2

him + hjm
(2)

Mn学習データ間の平均距離である. histogram intersection

カーネルでは, Dn(H
n
i , H

n
j )は次の式で表される.

Dn(H
n
i ,H

n
j ) = 1−

∑w
m=1 min(him, hjm)∑w
m=1 max(him, hjm)

(3)

4. 実験
本章では犬視点映像データベースを用いた, 動作識別実

験について述べる. 実験で用いるデータベースは, 4頭の犬

から得られた 10種類の動作から構成されている. 学習用

データとテスト用データにおいて, 同一の犬が含まれてい

る場合と含まれていない場合の 2種類の実験を行った.

4.1 同一の犬が含まれている場合

動作ごとに無作為に半分のデータを選びテストデータと

し, それ以外を学習データとして識別を行う. この試行を

100回繰り返し, 平均の識別率を求める. 表 2(a)に各カー

ネルにおける識別率を示す. この結果から，Multi-channel

χ2 カーネルの識別率が最も高いことがわかる.

4.2 同一の犬が含まれていない場合

一頭の犬の全動作をテストデータとし, 残り３頭の全動

作を学習データとして識別を行った. これを 4回繰り返し,

平均の識別率を求めた. 表 2(b)に各カーネルにおける識別

率を示す.

4.1節の実験結果と比べて識別率が低下していることが

わかる. これは, 犬が異なると特徴が変化し, また環境の違

いにも特徴は影響されるためだと考えられる.

表 2 各カーネルにおける識別率 [%] (a) 同一の犬が含まれている

場合 (b) 同一の犬が含まれていない場合

(a) (b)

線形カーネル 52.6 37.8

ガウシアンカーネル 54.2 28.2

Multi-channel χ2 カーネル 60.5 39.2

Histogram intersection 57.3 33.0

5. まとめ
本稿では, 犬視点映像データベースの構築を行い, またそ

れを用いた動作認識実験を行った.
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