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概要 

本論文では，日常生活における記憶想起の重要性に基づき，それを支援するシステムの

実現手法について述べる。日常生活における人間の行動の中から特定行動を認識し，それ

を記憶する。そして，記録した行動前後のスナップショットをユーザに提示することでユ

ーザの記憶想起を促す記憶支援システムを実験的に作成する。本論文では特定行動として

“物を置く”という行動を認識する。行動の認識は，室内の単一固定カメラからの映像を

用いた 2 次元的なアプローチで行っており，手の検出，その追跡，運動の解析部分で成り
立っている。 
 提案した手法で“物を置く”という行動を認識し，記憶想起に有効であることを示す。 
 

abstract 
 This paper presents a memory aid system using computer vision. We sometimes 
forget where to put certain objects. The system recognizes such actions of putting, 
recording the images at the time. We can find the objects by watching the stored 
images shown on the display of the system. Action recognition consists of detection of a 
hand, tracking and movement analysis. Although the recognition may include errors, 
experimental results demonstrate that showing the images on the screen is an effective 
way for humans to recall where they put the objects. 
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第1章 はじめに 

1.1 記憶の支援記憶の支援記憶の支援記憶の支援 

 われわれは日常生活の中で，メモ用紙に書いてボードに貼り付けたり，備忘録を作成し

たり，または起こった出来事を日記につける。これは後日忘れてはいけないと思うことを

記録として残そうとするためである。このように記憶を維持し，それを思い出すための努

力や工夫をしてきたという事実は，記憶の想起が人間生活に欠かせない重要な能力である

ということを示している。 
一方，そのように記録を取らなかったことで大事なことをすっかり忘れてしまうケース

もわれわれはいくらでも経験している。このようなケースを引き起こすひとつの要因とし

て，“記憶維持のために必要な手間がかかる”ということがあげられる。実際，ちょっとし

た用事であればわざわざメモなどとらずに済ましてしまうことが多いだろう。また，日常

生活の出来事は，後ほど重要になるものや，その場限りのものなど，各情報の重要性や必

要な時期はさまざまである。そのため，どのような場合でも役に立つ記録を作ろうとする

と，細部まで記録する必要があり，記録をとる作業の比率はやはり大きくなってしまう。 
そこで，記録をとる作業を軽減するために自動的に情報の記録を行い，その上で蓄えた

情報から“過去の出来事を思い出させる”記憶支援システムについて考える。その有効性

は記憶想起能力の重要性から明らかである。 
 一般的には歳を重ねるにつれ記憶能力が減退していくと信じられているが，健康な記憶

減退では，覚える能力はさほど低下せず，自発的に思い出すのが難しいのだという[2]。し
たがって，日常生活の中から出来事を思い出すきっかけになる何かをユーザに提示できれ

ば，記憶支援（正確には想起支援）が可能になるはずである。 
 図 1-1は記憶改善法の分類である。コンピュータにより内的貯蔵を促進する方法と，情報
を外的に記録する方法が考えられる。ここでいう記憶支援システムは前者に当てはまる。 
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図図図図    1111----1111種々の記憶改善法種々の記憶改善法種々の記憶改善法種々の記憶改善法 [2] [2] [2] [2]    

1.2 日常生活の行動認識日常生活の行動認識日常生活の行動認識日常生活の行動認識 

 Linton(1982)の実験によると，自伝的記憶の忘却は，類似した出来事の個々の特徴が忘れ
られ，互いに区別がつかなくなるようなものであるという[3]。また，きわめてまれな出来
事は，頻繁に起きる出来事よりもよく記憶されるということも分かっている。つまり，日

常的に繰り返していることほど忘れやすいということである。例えば，家を出てドアの鍵

をかけたあと，しばらく歩いてから，ドアの鍵をかけたかどうかが思い出せない，という

ようなものである。このように日常的に行っている行動ほど，その個々の記憶は忘却され

やすいことから，そのような日常的行動の記録は有効であるといえる。 
 記憶支援に用いる手がかりであるが，Lammingらは Forget-me-notなどの一連の研究で
「いつ」「どこで」「何をしたか」という個人の活動履歴がエピソードの想起を促すもので

あることを明らかにしている。また，Wagenaar(1986)の日常生活における自伝的記憶の日
誌的研究では，“いつ”，“どこで”，“誰”，“何を”という４項目の想起の手がかりとしての

有効性を調べ，この中で，検索手がかりの有効性は，“何を”，“どこで”，“誰”，“いつ”の

順で高いことを示している[3]。つまり，エピソードの中心であるユーザが“何をしている
のか”という情報が記憶支援においてもっとも重要性が高いということである。しかし、

“何をしているのか”という情報を得るためには人間の行動を個々に認識できなければな

らない。また、人間が行うすべての行動を理解することは容易ではない。そこで本論文で

は，ユーザの特定の行動のみ認識し，その履歴をユーザに提示することでその行動につい

ての記憶想起を促す。人間の日常生活での行動は，単なる外見上の変化ではなく，人間の

意思や意図といった内面的な状態をも反映しており，過去の行動の情報から，その時点で

の内面的状態を連想させることは自然な発想であるといえる。 
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 このような人間行動の観察・認識を応用する研究として、行動の蓄積[1,2,11]、ロボット
による人間の意図理解[9]、人間の生理的状態理解[10]などがあり多くの研究で利用されて
いる。このことから人間を理解する際や、コミュニケーションの手段としても人間の行動

認識が重要であることが分かる。 

1.3 記憶支援システム記憶支援システム記憶支援システム記憶支援システム 

 人間のみならず，おそらく全ての生物の生存は丸暗記によって支えられているという。

例えば，人がある場所に来た時，そこが以前一度来たことがあるだけの場所でも，過去を

想起して「この場所には来たことがある。」と記憶を甦らせることができるだろう。また，

その場所にある変化が起こっていたなら，すぐそのことに気が付くだろう。このことは，

記憶が抽象的な概念としてでなく，具体的な画像として保たれていることを示している。

そこで本論文の記憶支援システムにおいてはこの考えに基づき，活動の履歴を画像として

ユーザに提示することで記憶想起の効果を期待する。 
 本論文でのシステム構成は図 1-2のようなっている。室内に固定カメラを設置し，そのカ
メラから得られる映像をもとにユーザの行動を観察，自動的に特定の行動（“物を置く”行

動）を認識してそのスナップショットを記録する。後にユーザがスナップショットのサマ

リーをブラウジングすることで記憶の想起を促すというものである。ユーザはサマリー中

から特定の画像を選択することで，その時の全体画像，時刻を知ることが出来る。 

行動の認識 

映像の収集 

特定行動の 
記録 

蓄積 

ユーザ 映像の提示 

 

図図図図    1111----2222システム構成システム構成システム構成システム構成
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第2章 物体の移動に特化した行動認識 

本論文で提案する記憶支援システムでは，実験的に“物を置く”という特定動作を抽出す

ることとする。そこで運動の起点となる手に注目する。つまり、手周辺の情報と、または

それ自体の動きから行動を検出する。 

2.1 処理の流れ処理の流れ処理の流れ処理の流れ 

 カメラからの映像を元に物体の移動に関する行動を検出する。その一連の処理の流れは

次のとおりである。 
 はじめにフレームごとの映像から得られる情報をもとに手領域の検出を行う。次に先ほ

ど検出した手領域を追跡するために,各フレーム間で手領域の対応付けを行う。そして,手周
辺の画像変化,または追跡で得られた手の移動情報をもとにして求める行動を検出する。 

2.2 手の検出手の検出手の検出手の検出 

 物体の移動に特化した行動を認識するにあたり,その起点となる手の運動に注目する。そ
のためにまず画像中から手を検出する手法について述べる。 
 画像から手を検出するにあたり,まず手を“肌色でかつ動いている領域”と仮定した。は
じめに閾値処理により画像の肌色点を検出する。一方で連続した２つのフレーム間の画像

で差分を求め,得られる差分情報から移動点と定常点を区別する。そしてこれら２つの論理
積を取ることによって得られる領域を手領域とする。また論理積で得られた 2 値画像に対
してクロージング処理を施して領域としての検出を容易にしている。一方,ここで得られた
肌色でかつ動いている領域は,手だけではなく顔である可能性もある。そこで得られた領域
から顔領域を取り除く作業を行う。以上のプロセスによって得られた領域から,雑音を除く
ためにある程度の面積をもった領域を最終的な手領域とする。 

2.2.1 肌色領域検出 

 ここでは入力画像の中から人間の手を検出するために画像中の色情報を元にした肌色領
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域の検出を行うための手法について述べる。入力画像から肌色点を得るために各点におい

て閾値処理を行う。この際,閾値処理に用いるパラメータ設定を容易にするために入力画像
(RGB)を HSL表色系に変換する。RGB表色系からHSL表色系への変換についての詳細は
後述する（2.2.5 HLS表色系）。 
 色空間の変換で得られた HSL 画像の各点において,画素値が H,S,L 各チャンネルに設定
された範囲にあればその点を肌色点,そうでなければ非肌色点とする。この処理を画像のす
べての画素に対して行い肌色検出画像を生成する。ここで nS をｎフレームでの肌色検出画
像， nI を入力画像とすると，肌色検出画像は次式で生成される。 
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図 2-1は実際の入力画像から肌色検出画像を生成した例である。 

 

 

図図図図    2222----1111    入力画像入力画像入力画像入力画像((((左左左左))))と肌色検出結果（右）と肌色検出結果（右）と肌色検出結果（右）と肌色検出結果（右）    

2.2.2 フレーム間差分 

 動きのあった領域を検出するために連続する 2つのフレーム間の画像の差分を利用する。
２つの画像中の各点において差を求め,その絶対値によって定常点と移動点を識別する。こ
の処理を画像中のすべての画素に対して行い動点検出画像を生成する。 nI を n 番目のフレ
ームにおける入力画像の明るさとすると,画素の差分を求める関数 n∆ は 

|| 1−−=∆ nnn II  
となる。そして動点検出画像 nM は次のような閾値処理により求められる。 
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 ここである対象物体が図 2-2 のように連続するフレームで破線から実線の位置に移動し
たとする。ここで差分画像を生成すると,移動物体の前後に 2 つの領域ができる。前の領域
は新たに移動した物体の一部であり,後の領域は物体が移動したことによって現れる背景の
一部である。 

移動方向 

後の領域 
前の領域 

 

図図図図    2222----2222    ２画面の差分画像２画面の差分画像２画面の差分画像２画面の差分画像    

しかし,差分画像から物体を追う場合,後の領域(背景の一部)は対象とする物体の一部ではな
いため処理の妨げになる可能性がある。そこでその領域を取り除く必要があるが,これを解
決するためにここでは背景画像との差分を用いる。これを用いることによって背景の成分

は取り除かれるため,移動物体のみを検出できる。背景画像については後述する。（2.2.5 背
景画像） 

入力画像 

差分画像 背景成分除去 

 

図図図図    2222----3333    フレーム間差分からの動点検出画像フレーム間差分からの動点検出画像フレーム間差分からの動点検出画像フレーム間差分からの動点検出画像    

2.2.3 2画像の論理積 

手を“肌色でかつ動いている領域”とした仮定に沿って前述の 2 画像（肌色検出画像と動
点画像）の論理積を取る。論理積によって得られる画像を nA とすると nA は 
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nnn SMA &=  
で求めることができる。このことによって肌色でかつ動いている点を検出できる。次に求

まった画像のそれぞれの点に対してクラスタリングを行い，それぞれの領域 )(iRn とする。 

 

図図図図    2222----4444    肌色検出画像と動点画像の論理積肌色検出画像と動点画像の論理積肌色検出画像と動点画像の論理積肌色検出画像と動点画像の論理積    

2.2.4 顔領域の除去 

 “肌色で動いているもの”の中には手だけではなく顔の領域も含まれる。そこで手の追

跡に不必要な顔領域を取り除く必要がある。まず他の領域と顔領域を区別しなければなら

ないが,そのために髪領域を検出する。ここでは非背景領域でかつ明るさが一定値より少な
い領域,そしてその中から領域の中心ｙ座標がもっとも大きいものを髪領域とする。次に求
めた髪領域の下端と各手領域候補上端との距離を求め，それが一定値以下の手領域候補を

顔領域とみなして取り除く。 

髪領域 手領域候補 求まった手領域  

図図図図    2222----5555    顔領域の削除顔領域の削除顔領域の削除顔領域の削除    

2.2.5 HSL表色系 

 HSL表色系は一般的なカメラ出力である RGB値を変換して,心理的な色の 3属性に近似



 12 

するために使われる表色系の１つである。3 属性とは ,Hue（色相） ,Saturation(彩
度),Lightness(明度)の３つである。Lightnessの代わりに Intensityや Value等の用語が用
いられることもある。RGB から HSL への変換式は次のとおりである。ただし,RGB,HSL
の各チャンネルは 8bitの 256レベルで表現されているものとする。 
 
まず,Lを次式で定義する。 
 2/)( minmax LLL +=  

  ただし




=
=

},,min{
},,max{

min

max

BGRL
BGRL

 

i) minmax LL = のとき 

  




=
=

undefinedH
S 0

 

ii) minmax LL ≠ のとき 
 Ｓを以下のように定義する。 

  




>−−−=
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maxminmaxminmax
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 ただし maxV はとり得る値の最大値であり 255max =V  
 次に r,g,bを以下のように定める。 
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 最後にHを以下のように定める。 

  






=−+=
=−+=
=−=

maxmax

maxmax

max

if)3/2(
if)3/(
if

LBrgVH
LGgrVH
LRgbH

 

 ただし 0<H のときは,H の値に maxV を加え,また, maxVH >  のときは H の値から maxV を

引くものとする。 

2.2.6 背景画像 

 背景画像との差分は前述のとおり,フレーム間差分によって検出した移動領域の背景成分
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を取り除くために用いる。背景画像との差分単体でも移動領域の検出は可能だが,移動物体
が画像中に占める割合が多い場合,平均化した背景画像に移動物体の影響が出てうまく働か
ないために補助的に用いている。 
 背景画像は初期化フレームで入力画像をそのまま用いることで初期化される。そして以

降のフレームでは背景の更新がなされる。更新式は次式で定義される。 
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ここでψ は背景画像, knI − は kフレーム前の入力画像である。また, wは画像に対する重みで
あり以下の条件を満たす。 
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一方,φは点 ),( ji が連続して動いていないと判断されたフレーム数である。初期化フレーム

またはフレーム間差分で検出されたフレームでは 0 に初期化され,それ以外のフレームでは
インクリメントされる。よってφがq以上であるとき,つまりqフレーム以上連続で動いて
いないとみなされたとき,背景画像は画素ごとに独立して更新される。背景画像更新へのφ
導入は移動物体が背景画像に及ぼす影響を少なくするためである。 

入 力 画 像  背 景 画 像  背 景 と の 差 分 画 像  

 

図図図図    2222----6666    背景との差分画像背景との差分画像背景との差分画像背景との差分画像    

2.2.7 クロージング 

 クロージングは形状解析に関する代表的な 2 値画像処理手法の一つであり,図形の膨張を
N 回,その後収縮を N 回適用することで実現できる。小さい穴,溝を埋め,近傍領域と連結す
る効果がある。一般的にクロージングは領域面積を変化させること無く領域の境界をスム

ージングすることができる。本論文では領域の穴埋めと,本来ひとつである領域が複数に分
裂して隣接した領域として検出された場合にそれらを統合するためにクロージングを用い

ている。ここで入力画像を f ,出力画像を gとすると,クロージングで用いる膨張,収縮は次
のように定義できる。 
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膨張: }|),(max{),( 11,11 <<−<<−= vuvufvug  

収縮: }|),(min{),( 11,11 <<−<<−= vuvufvug  

□□□□□□□□ 

□■■■■■■□ 

□■□□□■□□ 

□■■■■■■□ 

□□■■■□□□ 

□□■■■□□□ 

□□□□□□□□ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

□■■■■■□□ 

□■■■■■□□ 

□□□□□□□□ 

□■■■■■■□ 

□■■■■■■□ 

□■■■■■■□ 

□□■■■□□□ 

□□■■■□□□ 

□□□□□□□□ 

膨張 収縮 

 

図図図図    2222----7777    クロージングの例クロージングの例クロージングの例クロージングの例    

2.3 追跡追跡追跡追跡 

 手の運動を解析するために検出された手の時系列位置情報を得る必要がある。ここでは

そのための追跡手法について述べる。 
 追跡を行うための手法としてはカルマンフィルタを用いた運動予測を利用する手法があ

る。しかし,本論文では運動の予測を行わずに,テンプレートマッチングと複数候補からの絞
り込みによるフレーム間の対応付ける単純な手法を採用している。 
 まず定期的に訪れる初期化フレームにおいて,そのフレームで検出された手領域がそのま
ま追跡リストの初期値として登録される。つまり，ｎフレームでの追跡リストを nT とする
と，初期化フレームでは 

nn RT =  
となる。また，追跡リストに登録される時に，登録される手領域の現在位置（矩形情報）

と物体の保持情報(2.4.1で後述)，そして自身の外見を表すテンプレートを同時に保持する。
テンプレートはそのときの入力画像から現在位置をクリップしたものを初期値とする。こ

れらの情報を持つ追跡リストの要素を以降，追跡オブジェクトと呼び )(iTn で表す。 
 次に，各フレームでそれぞれの追跡オブジェクトを更新する手法について述べる。基本

的に各追跡オブジェクトの更新は，現在のフレームで検出されたｍ個の手領域

mjjRn ,,2,1)( L= を追跡候補として，それらと前のフレームでの追跡オブジェクト

)(1 iTn− とを対応付けることで行われる。対応付けの定義を次式で表す。 
))((minarg)( jRiT nin δ=  

ここで )(xiδ は領域 )(1 iTn− と領域 xの中心座標から求まる距離を返す関数である。つまり各
追跡オブジェクトはその移動量が最小になるような追跡候補を選択することになる。これ
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は連続したフレーム間では変化が小さいこと利用している。ここで複数の追跡オブジェク

トが同一の追跡候補と対応付けられるのを防ぐために，さらに追跡候補側から見た移動量

が最小の追跡オブジェクトを求め，双方が一致した場合のみそれらの対応付けを認めるこ

ととする。そして対応付けが認められた領域 )( jRn を新たに )(iTn とする。このとき，位置

情報，物体保持情報のデータを現在のものに更新する。テンプレートの内容は初期値設定

と同様に，現在の入力画像から現在位置をそのままクリップすることで再設定を行う。ま

た，テンプレートを除く位置情報と物体保持情報は，古いデータをキューに送りデータを

保持しておく。 
 一方，追跡物体が移動しなかったことを考慮し，上の対応付けで対応付けが行われなか

った追跡オブジェクトに対して，前のフレームの場所 )0(nR でのテンプレートマッチングを

行う。追跡オブジェクトは，一つ前のフレームで保持した場所において保持しているテン

プレートと現在の入力画像とで画素同士のマッチングを行い，相関が高い場合にはその場

所から動かなかったとみなして同じ場所でデータの更新を行う。 

)(1 iTn−

)1(nR

)2(nR

)3(nR

)4(nR

)0(nR

)0(nR

)1(nR

)2(nR

)3(nR

)4(nR

○ 

× 

× 

× 

× 

(a) (b) 

(c) 
)(iTn)1(nR

    

図図図図    2222----8888    追跡のプロセス追跡のプロセス追跡のプロセス追跡のプロセス    

 対応付けの問題点として，雑音領域の影響により対応付けの誤りが生じ，更新の途中で

複数の追跡オブジェクトが一部，または全く同じ領域を持つことがある。この問題には対

応付け後に重複した追跡オブジェクトを一つの領域に統合することで対応している。複数

の追跡オブジェクトが重複した場合，オブジェクト生成から今までの移動量が最も大きい

ものを残し，他は削除する。これは背景が雑音領域として検出される場合が多く，フレー

ム間で移動するケースが少ないためである。また，統合後の新しい位置情報は重複するす

べての四角形を含む最小の四角形とする。 
 上の 2 つの方法で更新が行われない追跡オブジェクトは一時的な雑音とみなして追跡リ
ストから削除する。一方，対応付けられなかった追跡候補は新たに追跡リストに追加する。 
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図 2-8 は追跡の例であり，右手領域 )(iT を追跡している様子である。 (a)における
)4()1( nn RR L は検出された手領域を表し， )0(nR は前のフレームでの右手領域の場所であ

る。次に，対応付けの様子を(b)に示す。まず，同じ場所との相関は低く、移動していると
判断する。次に各手領域との距離を求め、距離が最小のものと対応付ける。この例では

)(1 iTn− は )1(nR と対応付けられ、(c)で )1(nR を新たに )(iTn として更新する。 

2.4 行動の検出行動の検出行動の検出行動の検出 

 ここでは手の検出，追跡の過程で得た情報から実際に行動を認識する手法について述べ

る。方法は 2 通りあり，一つは各フレームで手が物体を保持しているかどうかの情報を得
てそれらの情報を解析することで行動を認識するというものである。2つ目は，手の運動の
変化に注目してその運動の不連続な点での画像変化から行動を認識しようというものであ

る。 

2.4.1 物体保持情報からの行動検出 

 追跡される手領域はその間，自身が物体を保持しているかどうかの判定を行う。判定は

自らの周囲に付随している移動領域の大きさによって決定される。そのためにまず手慮息

が保存している位置情報（四角形）に隣接している移動領域の画素数を計算する。このと

き，自身である手領域の画素数は含まれない。手領域が物体を保持していれば，手周辺の

画像変化領域は物体を保持していない場合と比較して大きくなる。ここでｎフレームにお

ける追跡オブジェクト iから求まる付随移動領域の画素数を )(inπ とすると物体保持の判断

は以下のルールで行われる。 





<
≥

riempty
rihold

n

n

)(
)(

π
π  

これを物体保持情報としてスタックしておく。図 2-9は手領域周辺の移動領域を求める例で
ある。 

動領域 手領域 保持物体領域  

図図図図    2222----9999保持物体保持物体保持物体保持物体    
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 次に各フレームで求まった時系列物体保持情報の解析を行いその変化から行動を検出す

る。つまり，物体を保持している状態から保持していない状態への変化を検出することで

“持っている物体を置く”行動の認識とする。まず過去 kフレーム間の物体保持情報で多い
方を nµ (hold or empty)として保存しておく。そして前のフレームでの結果 1−nµ と比較する。

nµ ‐ 1−nµ 間で“hold”→“empty”の変化が認められたときに“置いた”とみなしてその
時の入力画像を保存する。 

2.4.2 運動解析からの行動検出 

 人間が物体を取るまたは置くという動作を行う際に，対象物の領域まで手を伸ばして戻

るため，その運動の軌跡は反転し，不連続な直線または曲線で構成されると考えられる。

そこで手領域の運動の軌跡から不連続な点を求め，その周囲の画像変化から求める行動を

検出しようというものである。そこで不連続点を見つけるために曲率を使用している。 

)(sφ

 

図図図図    2222----10101010    曲率曲率曲率曲率    

 まず，保存される手領域の中心点をフレームごとに求めて時系列の点列を得る。そして，

各点における点列の方向を，その点から k点先の点を結ぶ線の方向であると定義する。点列
の各点から得られる曲率を )(sφ とすると ts >|)(| φ となる点を不連続点とする。また，ある

不連続点が検出されるとその点より過去のデータはクリアされる。そのことで検出された

不連続点の近傍から余分に検出されることを防いでいる。 
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図図図図    2222----11111111    手の運動解析手の運動解析手の運動解析手の運動解析    

図 2-11は不連続点検出アルゴリズム部分を単体で実験した様子である。図の緑線，赤線は
それぞれ 1−n ，nフレームでの速度ベクトルの方向を表す。また，青線はその差によって
求められる曲率の絶対値 |)(| sφ を表す。破線は閾値 tである。図の上部の黒い実線のように
ある点が左から動いた場合，速度ベクトルの方向，曲率の変化は図の下部のようになる。

ts >|)(| φ となる点を赤い丸でプロットすると，図のようになり，運動の反転による不連続

点付近が検出されているのが分かる。図のアルファベットはそれぞれ不連続点の軌跡と曲

率との対応点を表す。 
 次に得られた不連続点からそこで物体移動が行われたかどうかを判断するために，検出

点を中心とする領域において過去と現在の画像の変化で判断する。判断の基準を以下に示

す。 
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∑
∑
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nフレームにおいて不連続点が tフレーム過去で検出されたとする。このとき tn 2− と nフ
レームの検出領域の差分を取る。差分の合計量を画素単位に正規化した値が一定値より大

きければ，“手によって物体が移動した”とみなしてその時の画像を保存する。 
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第3章 実験 

 提案したシステムの性能を評価するために実験を行った。部屋の上部にカメラを取り付

け，カメラの映像から行動認識を行った。なお，システムは Visual C++6.0 で設計してお
り，実験に用いた PCは Athlon900MHz。カメラは SonyEVI-D30を用いた。 

3.1 手の検出手の検出手の検出手の検出 

 図 3-1は手の検出例である。画像１，２，３はうまく検出されている例である。 
 ４では手だけでなく顔が取り除かれずに領域として検出されている。これは頭領域が正

確に認識されなかったためである。背景との差分を求めるときに，ある部分が背景と同じ

ような色成分であると移動物体が正確に求められない。そのため，顔の上部の頭領域を求

められずに失敗している。５，７は背景成分が現れた部分が検出されているが，原因は４

と同様に背景との差分である。４の顔領域，５，７の背景は一時的な雑音領域であり数フ

レームに渡って連続して検出されにくいことから，追跡の際にリストから削除される。 
 次に 6 は右手が検出されていない。これは肌色領域が顔領域と隣接しているため顔領域
と手領域がひとつの領域として検出され，顔領域として取り除かれたためである。本論文

で用いた手法は２次元的なアプローチであるため，６のような場合は区別できない。 
 画像７では対象が動いていないため，どの領域も検出されない例である。「肌色で動いて

いるもの」という手の定義上，動いていないものは検出できない。この問題については追

跡手法のテンプレートマッチングにより対策している。また色成分を特徴として用いてい

るため，対象が身に付けている衣服に影響されやすい。画像９がその例である。衣服が肌

色と認識され，手だけでなく体全体が検出されている。 
 他に問題として，手領域の大きさによる問題がある。カメラから見えている領域があま

りにも小さいと，その部分は雑音として認識され，手として検出されない。 
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図図図図    3333----1111    手の検出結果手の検出結果手の検出結果手の検出結果    

3.2 追跡追跡追跡追跡 

図 3-2は手領域の追跡例である。図中の曲線は各手領域の追跡軌跡を表したものである。左
画像、中央画像はは対応付けがうまく働いた例である。各手領域がある程度の距離を保っ

ていれば独立した運動にも対応できる。 
 しかし，図の右画像のように左手と右手が重なっているときには，領域は統合され，ど

ちらかの領域の追跡のみが継続される。よって画面中で手を交差させるような動作をした

場合，まず，交差した時点でどちらかの領域はいったんリストから削除される。次に片手

はそのまま追跡が継続され，削除された方の手は両手が分離して検出された後，新たに追

跡が開始されることとなる。 
 図 3-3 は誤った対応付けの例である。図中の(1)のような初期配置の物体ａ，ｂが次のフ
レームで(2)のような動き方をしたとする。このとき，対応付けの「もっとも近い領域に対
応付ける」に則れば，a からもっとも近い領域はＢとなり，ｂからもっとも近い領域は A
となる。よって(3)のように誤って対応付けがなされてしまうというものである。これは単
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純な距離で対応付けを決定しているためで，追跡領域が近接して運動している場合，誤っ

た対応付けが行われる可能性が高い。この問題は動作するフレームレートにも関係してい

る。“連続したフレーム間では変化は少ない”という前提が成り立たなくなるからである。

動作するフレームレートを越えた動作には，手の検出は行われるものの，離れた部分で検

出されてしまうと「もっとも近い領域に対応付ける」という性質から別の領域に対応付け

られてしまう。 

 

図図図図    3333----2222    追跡結果追跡結果追跡結果追跡結果    
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図図図図    3333----3333    対応付けの誤り例対応付けの誤り例対応付けの誤り例対応付けの誤り例    
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3.3 行動の検出行動の検出行動の検出行動の検出 

図 3-4は行動検出の例である。行動によって物体が置かれたと判断された領域を四角形で示
してある。上手く動作している例もあるが，動かした物体とは無関係な領域が検出されて

いる例もある。手の運動が反転する時点での手の領域まわりの画像変化を見るのだが，こ

れは，背景中に手を伸ばして物体を置く場合には前後で変化があり正確に検出でき，有効

である。しかし，体の周りで運動の反転が検出された場合，背景を自分の体で覆っている

と背景と自身の体を比較して変化があったと誤認してしまう。 
 また，物体を置く行動の途中でしばらく静止していると，運動の反転による不連続が検

出できない。そのために実際行動を行ったにもかかわらず，それを見落とす可能性がある。 

 

図図図図    3333----4444    行動検出例行動検出例行動検出例行動検出例    
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第 4章 おわりに 

本論文では行動認識を用いた記憶支援システムの有効性を示すために，実験的に“物を置

く”という行動を対象にしたシステムを作成した。第 2 章では単眼カメラからの映像を元
にした，もっとも単純な２次元的なアプローチによる行動の検出法について述べた。第３

章では提案したシステムでの実験とその結果，それに対する考察を行った。 

4.1 問題点と今後の課題問題点と今後の課題問題点と今後の課題問題点と今後の課題 

 第 3章の実験から，次の 3点が現在のシステムの問題点として挙げられる。 
・動作速度による問題動作速度による問題動作速度による問題動作速度による問題 
 現在の動作速度は全処理を通じて平均７.5fpsである。この動作速度ではゆっくりとし
た動作には問題ないが，実際には“物を置く”動作をゆっくり行うことは考えにくいた

め，認識漏れが生じる可能性がある。そのため，動作速度を速めるアルゴリズムの検討

が必要である。または今後の処理装置の発展に期待する。 
・色成分を特徴とした認識色成分を特徴とした認識色成分を特徴とした認識色成分を特徴とした認識の問題の問題の問題の問題 
 日常生活では，室内環境の変化は少ないものの，複雑背景による背景情報の扱いが困

難であることや，ユーザの衣服に制約を課すことができずに色特徴でのモデル化が困難

であることが挙げられる。この対策として，複数のカメラを用いた 3 次元的なアプロー
チによる行動認識を検討している。 
・小領域の認識問題小領域の認識問題小領域の認識問題小領域の認識問題    
 小領域は解像度の都合，情報量が少なく，適切に扱うことが難しい。そのため，アク

ティブカメラのパン・チルト・ズームを利用して多くの情報量を得る試みを検討中であ

る。 

4.2 まとめまとめまとめまとめ 

 本論文で提案したシステムは，ユーザに記録した行動のスナップショットを見せること

で記憶の想起を促した。しかし，単純な手法を用いた実験的なものであり，行動の認識精

度が高いとはいえない。これには日常生活における人間の行動を認識する際に，対象に制

約に課すことが難しいという問題がある。それに，もともと人間の行動はモデル化が困難
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であり，そのデータを適切に扱うことは難しい。しかし，本論文ではシステムの性質上，

イベントをできるだけ漏らすことなく記録する必要があり，例外的なイベントまで記録す

る枠組が必要である。そして、そのことにより必要の無いものまで記録する可能性が高く

なる。しかし，要約内容の提示のインタラクションによって，ユーザは必要のない記録を

消去するなどして記録を再編できる。最終的な消費者が人間であるため，100％の認識精度
を目指すこと自体の意味が薄れてきており，むしろシステムと人間との“相性”のよさを

実現することが鍵となっているといえる。 
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