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概要 

本研究では，日常生活における人間の行動認識を目的としている．そこで本研究では，

人間の行動の中でも手を使って物体に作用する行動に着目し，その行動中の手の動作と，

行動によって引き起こされる物体の状況変化を観察する．そのために，手を使った行動を

物体の状況変化ごとに 1)操作と変化の場所，2)変化の種類の２つの観点から分類を行い，分

類中の各カテゴリに属する行動それぞれに対して，動作と物体状況変化の組み合わせによ

る行動認識手法を提案した． 

また，分類した行動の中から物を置く行動をとりあげ，物を置く行動に対する動作と物

体状況変化の組み合わせを用いて，行動の認識を行うシステムを開発した．そして開発し

たシステムによって物を置く行動認識の実験を行い，認識が行えることを確認した．他の

行動においてもそれぞれに対応した動作と物体状況変化の組み合わせを用いることによっ

て認識が行える可能性を示した． 

 

 

abstract 
 This paper presents a method of recognizing actions in daily life. Note that action recognition 

requires not only movements of humans, but also their interaction with the environments and causal 

relationships. Therefore we focus on such changes of object context, when an action is done. The 

method exploits such changes as well as human motions. 

 First, we classify human actions from two viewpoints: the relationships between the positions of 

handling and those where the changes of object context occur; and the type of context change. Then, 

we propose to combine hand motion and changes of object context for recognition of each classified 

action. 

 Finally, we develop a system which recognizes putting actions, which are typical daily actions. 

Experimental results demonstrate the effectiveness of the method.  
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第1章 はじめに 

1.1 背景背景背景背景 

 行動認識は，人間がどこでどのような行動を行っているかといった情報を知るための技

術である．特に，日常活動をしている人の行動をシステムが認識し支援する機械やロボッ

トを念頭においた場合，人の自然な行動を計測し，記録することが不可欠となる．人の行

動の記録と分析については，これまでは実験室レベルで人に負担を強いる形でこれを計

測・記録されてきたにすぎない．自然な人間行動を人に負担を掛けることなく認識・蓄積

できることが，この分野の研究に求められている．これに対してコンピュータビジョンの

技術を用いることで，非接触で人に負担を掛けることなく計測が行うことが可能である．

また，従来は静止画をもとにした認識が主であったが，近年の計算機の性能の向上などに

より，動画をもとにした認識が主流となっている． 

 また，人間の日常的な行動を認識するにあたり，Bobick は人間の動作を細かい順に，

Movement, Activity, Actionの３つのレベルに分類している[1]．Movementは最もプリミティ

ブな人間の動きそのもので，その認識に特に知識が必要ないレベルとしている．Activityは，

Movementの系列であり，この系列の統計的な性質によって記述ができるレベルとしている．

そして，Actionは３つのレベルの中でもっとも高位に位置し，外部との相互関係や因果関係

などに関する知識が無ければ正しく認識することができないレベルであるとしている．こ

のことから，Actionのレベルで人間の日常的な行動認識を行う際，人間の動きのみを用いて

認識を行うことは困難であることがわかる．Activityレベルで意味を持つジェスチャーのよ

うなものの認識であればMovementの系列を解析すればよいのだが，人間の日常的な行動は

Actionレベルで認識するには，動き以外の外部知識なしには認識が困難なのである．これは，

人間が日常的に行っている行動が置かれている状況やそれを行う個人毎に微妙に異なる動

作でなされること，そして，毎回同じ動作で行動を行うとは限らず動作自体にも複数の動

き方があることなどから同じことが言える．そこで本研究では，動作だけでなく，物体状

況の変化を利用して行動認識を行う．これは日常生活中の多くの行動は物体への作用を伴

い，同時に何らかの変化を物体にもたらすということに注目したためである． 

 ここでいう物体状況の変化とは，物体の位置変化，形状の変化，または表面のテクスチ

ャ変化を意味する．本研究では，このような物体状況変化を手の動作以外の外部知識とし

て用いることによって Actionレベルでの行動認識を目指す． 
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1.2 目的目的目的目的 

 本研究の目的は，コンピュータビジョンを用いて人間の日常的な行動を認識することで

ある．これまでも日常的な行動の認識を目的として研究を行ってきた[2][3][4]．しかし，動

作のみによる行動の認識，または物体の変化のみでは，日常的な行動を認識することは難

しい．動作のみでは，その多様性から行動を特定できず，また物体からの情報だけでも行

動との関連付けを行うことは難しい． 

そこで，本研究では，さらに，行動中の手の動作とそれに伴う物体状況変化を組み合わ

せることによって，より多くの日常的行動を認識することを目指す． 

1.3 関連研究関連研究関連研究関連研究 

 本研究で想定している環境は，室内にカメラが設置してある環境である．このように人

間への支援を目的として室内でセンシングを行う知的住環境は，ユビキタスコンピューテ

ィングの１つの例である．Krummらは�EasyLiving�と呼ばれる知的住環境プロジェクトにお

いて、室内環境中の複数カメラを使用した複数人追跡の手法を提案している[5]．また，

Brumittらは同じ�EasyLiving�プロジェクトの中で，住環境中の物体同士の関連付けを用いる

ことによって，それらの連携による人間への知的支援を提案している． 

一方，行動認識に関しては，Actionレベルで行動認識を行うために統計的な学習で得られ

る以外の情報を用いる必要がある．そこで Bobick は Activity レベルの動作認識に対して，

特徴空間中の軌跡を状態遷移モデルで記述する手法を提案している[7]．特定の Movement

や Activity によってコンテクストに関する知識を蓄えておき，後にこれを参照することで

Action レベルの行動認識を行うというアプローチである．また，和田らは，NFA とその状

態遷移に応じて特徴抽出を行う注目領域を切り替える機構を組み合わせた動作認識手法を

提案している[8]．これは，例えばドアが閉じた部屋から出るときは，人はドアノブに触り，

次にドアが開き，�というように，動作段階に応じて必ず変化が起きる画像上の領域（注

目領域）が存在することに着目した手法である．この手法では，注目領域内での画像の変

化が起きると，次の状態に遷移すると同時に注目領域を切り替えるという動作を繰り返し

て，最終的に到達した際の認識結果が得られる． 

 本研究と同じく，行動認識に用いる外部知識として，行動中に扱う物体に注目する研究

もいくつかなされている．西田らは行動認識において対象物を直接センサ化する手法を提

案している[9]．しかし，現在では対象物の位置のみの情報を用いて認識しており，複数の

状態を扱うことは今後の課題としている．また，Mooreらは，ある物体を扱う行動が限定さ

れていることに着目し，それを行動認識に応用している[10][11]．また，逆に行動を物体認
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識にフィードバックする手法も同時に提案している．しかし，この研究における物体は１

つの状態しか扱っておらず，物体自身の変化は考慮していない． 

 本研究では，手の動作と物体状況の組み合わせによる行動認識の例として，物を置く行

動を取り上げているが，類似研究として川嶋らの行為履歴記録システムがある[12]．この中

で，ウェアラブルカメラを装着したユーザが自身の物を置く行動を検出している．また，

Davisらの Backpackシステム[13]では，人間のシルエットを用いることで，物を持っている

かどうかの検出を行っている． 

行動認識の研究ではないが，内海らは，手と物体の関わりの重要性に着目して，インタ

フェースへの応用を目的とした手と物体のインタラクションを検出するシステムを提案し

ている[14]． 
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第2章 行動認識のための物体状況変化の利用 

 本研究では，人間が行動を通して物体に作用するとき，行動中に行った動作だけでなく

行動に伴って物体に起きる変化の情報をもとにして，行われた行動を認識することを目指

す．本章では，行動認識を行うための，それら２つの情報を用いる手法について述べる． 

2.1 行動とそれに伴う物体状況の変化行動とそれに伴う物体状況の変化行動とそれに伴う物体状況の変化行動とそれに伴う物体状況の変化 

人間が手を使って何らかの行動を行う際，その行動の過程で作用した物体の状況に何ら

かの変化が生じる．例えば，物を押したり引いたりすればその場所が変化し，ノートやキ

ャンバスに字や絵を描けばテクスチャが変化する．このような行動とそれに伴う物体状況

変化の関わりから，それを引き起こした行動の認識に利用することを考える．そのために

まず，物体状況の変化を引き起こす多くの行動を２つの観点から分類した（表 2-1）．１つ

は手が作用する場所と実際に変化が起きる場所との相違による分類，2つ目は，起きる物体

状況変化の種類による分類である． 

表表表表 2-1 行動分類行動分類行動分類行動分類 

操作と変化の場所  
一致 不一致 

座標変化 
（位置・向き） 

物を置く 
物を拾う 
ドアを開ける 
押す・引く 

物を投げる 

形状変化 
（変形・分離・
合体） 

紙を破る 
ふたを閉める 
ふたを開ける 
食べる 

 

物
体
状
況
変
化
の
種
類 テクスチャ変化 絵を描く 

字を書く 
字を消す 
本のページをめくる 

テレビをつける 
明かりを消す 
キーボード操作 
マウス操作 

 

表 2-1中の「操作と変化の場所」は，手が作用した場所と実際に変化が起きた場所とが�一

致�しているか，またはそれらの場所が異なっているかどうか（�不一致�）を表す．ここで

いう�一致�している状況とは，人間がある行動の中で手を使って何らかの物体に作用すると
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き，その手の位置と行動によって物体状況が変化する位置の距離がごく近距離である状況

を意味する．この分類には，置く・拾う・押す・引くなどの手を直接使って物体に作用す

る最もシンプルな行動が多く含まれる．また，手を直接使うことにより細かい行動が可能

であるため，物体状況の変化も小さな変化になる場合が多いことが特徴である．ただし，

絵を描く・字を書くなどの行動は，厳密には手（指）を直接使って行う行動ではなく筆や

ペンなどを用いて行う行動である．しかし，一般的にペンや筆は小物体でありその大部分

がそれを把持する手の中に隠れてしまう．また，筆やペンを持つ手の場所と，行動によっ

て変化が起きる場所は非常に接近している．そのため，操作と変化の場所による分類では�一

致�に分類している．一方，�不一致�である状況は，手の位置と物体状況変化の位置が離れ

た状態で行動が進行する状況を意味する．主に，リモコン操作でテレビのスイッチを入れ

る行動といった電子機器等による物体のリモート操作がこの分類に当てはまる．リモコン

の例では，操作によって手が触れているリモコン自体には変化がほとんど起きず（実際に

はボタンが押されるといった微小な変化が起きる），別の場所にあるテレビの画面が変化す

る．ただし，物を投げる行動の場合，投げられた物体の位置は時間が経過ともに離れてゆ

き（変化する位置が移動する），最終的には落ちて定常的な変化に移行する．この行動は，

ほとんどの変化が手に近い場所で行われないため�不一致�側に分類している． 

「物体状況の種類」は物体状況変化の仕方を表し，�座標変化�，�形状変化�，�テクスチ

ャ変化�の３種類のカテゴリに分けられる．それぞれの変化内容を説明したものは以下の通

りである． 

 

�座標変化座標変化座標変化座標変化� 

物体の位置・向きが変化することを表す．手が物体に作用するとき，物体の形状やテクス

チャを変化させずに移動や向きの変化だけを行う行動がこのカテゴリに分類される．例と

しては押す・引く・置く・拾うなどの手を直接使うシンプルな行動の多くがこのカテゴリ

の分類される． 

 

図図図図 2-2 置く行動置く行動置く行動置く行動の例の例の例の例 

図 2-2は置く行動の例である．それまで何もなかった部分に行動が行われることによってリ

モコンが現れていることが分かる． 
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�形状変化形状変化形状変化形状変化� 

物体の形状が，変形または分離・合体などによって変化することを表す．手が物体に作用

するとき，その前後で物体の形状が変化する行動がこのカテゴリに分類される．例として

は，紙を破る行動がこのカテゴリにあてはまり，その行動の前後で紙が複数の紙片に分離

していることが分かる（図 2-3）． 

 

図図図図 2-3 紙を破る行動紙を破る行動紙を破る行動紙を破る行動の例の例の例の例 

�テクスチャ変化テクスチャ変化テクスチャ変化テクスチャ変化� 

物体の表面の模様が変化することを表す．手が物体に作用するとき，その前後で物体のテ

クスチャに変化をもたらす行動がこのカテゴリに分類される．図 2-4は，字を書くという行

動の例である．行動の前後でノートに字が現れていくのが分かる． 

 

図図図図 2-4 字を書く行動字を書く行動字を書く行動字を書く行動の例の例の例の例 

2.2 行動認識への応用行動認識への応用行動認識への応用行動認識への応用 

物体状況変化を行動認識に用いる際，表 2-1で行った分類をもとに，物体状況変化の種類

からある程度行動の候補を絞ることが考えられる．ただし，物体状況変化のカテゴリ中の

どの行動が行われたのかという具体的な行動の特定を行おうとすると，物体状況変化だけ

では難しい．そこで，物体状況変化を外部知識として手の動作と組み合わせることによっ

て，手の動作のみによる行動認識の曖昧さを軽減する． 

各行動ごとに手の動作と物体状況変化を用意することで，複数の行動の認識に対応でき

る．そこで表 2-1の各カテゴリごとに行動を１つ例に挙げ，その行動に対応する手の動作と
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物体状況変化を示す（図 2-5，図 2-6，図 2-7，図 2-8，図 2-9）． 

図 2-5は物を置く行動の例である．この行動の際に行う動作は，図中の矢印のように物を

置く場所に対して手を伸ばし，その手を戻すという動作である．このとき起こる変化は，

今まで無かった物体が現れるという変化である．図 2-5（下）は背景との差分によって変化

した部分を検出した様子である． 

図 2-6は物を投げる行動の例である．この行動の際に行う動作は，図中の矢印のように投

射する方向に対して加速度的に手を動かす動作である．また，投げる動作の前には勢いを

つけるためにテイクバックするなどの予備動作が起こる．一方，このとき起こる変化は，

手と離れた場所に今まで無かった物が現れるという変化である．また，投げられた物体が

着地して静止するまでの間，検出された変化の場所が移動するという特徴がある． 

図 2-7はふたを開ける行動である．行動中に手は図の例のように本体とふたに対してそれ

ぞれ反対方向に力を加える動きを起こす．また，ふたの構造によってはその前にふたを回

すなどの動作が加わる．一方，このとき起こる変化は，図のようにふたの部分に変化が起

こる．また，別の場所に分離したふたが置かれることもある． 

図 2-8は字を書く行動の例である．縦書きか横書きかによって異なるが，手は書く方向に

対してしばらく動いた後，改行の動作を行い，そして再び書く方向に対して動くという繰

り返しの動作で構成される．また，手が動くと同時に文字がだんだんと現れてくることが，

この行動の物体状況変化である． 

図 2-9はテレビをつける行動の例である．この例はリモコンを使ってテレビのリモコンを

つけている．このとき，手の動作としては，リモコンの先端をテレビ側の受光部の向ける

動きが行われる．一方，変化は手と離れたテレビの画面で起こる． 
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図図図図 2-5 物を置く行動時の手の動作と物体状況変化物を置く行動時の手の動作と物体状況変化物を置く行動時の手の動作と物体状況変化物を置く行動時の手の動作と物体状況変化 
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図図図図 2-6 物を投げる行動時の手の動作と物体状況変化物を投げる行動時の手の動作と物体状況変化物を投げる行動時の手の動作と物体状況変化物を投げる行動時の手の動作と物体状況変化 
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図図図図 2-7 ふたを開ける行動時の手の動作と物体状ふたを開ける行動時の手の動作と物体状ふたを開ける行動時の手の動作と物体状ふたを開ける行動時の手の動作と物体状況変化況変化況変化況変化 
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図図図図 2-8 字を書く行動時の手の動作と物体状況変化字を書く行動時の手の動作と物体状況変化字を書く行動時の手の動作と物体状況変化字を書く行動時の手の動作と物体状況変化 
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図図図図 2-9 テレビをつける行動時の手の動作と物体状況変化テレビをつける行動時の手の動作と物体状況変化テレビをつける行動時の手の動作と物体状況変化テレビをつける行動時の手の動作と物体状況変化 
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手の動作のみでは，似たような動作が日常の他の行動中にも行われる可能性が大きいた

め，行動認識を行うことが難しい．そこで，行動中に扱っている物体状況変化で行動を限

定することで，動作のみによる行動認識のあいまいさを軽減することが期待できる．一方，

物体状況変化を検出する際に，小さい変化を検出しようとすると高い解像度が必要となる

が，光源の揺らぎや影などが影響したノイズを多く検出してしまう．そこで，小さい変化

を伴う行動は主に操作と変化の場所が一致する行動であることが多いことに着目し，手の

付近のみを注視する．手の付近のみを注視することで，シーン全体を高解像度で観察する

場合に比較して，計算コストを軽減することが期待できる． 

提案手法を用いて画像入力から行動認識を行うための主な流れを図 2-10に示す． 

 

図図図図 2-10 画像入力から行動認識までの処理の流れ画像入力から行動認識までの処理の流れ画像入力から行動認識までの処理の流れ画像入力から行動認識までの処理の流れ 

入力画像から手の位置を求め，毎フレームそれを繰り返すことで，手がどのように動い

たかを観察する．一方で，入力画像から背景差分などの方法で物体状況変化を検出する．

この際，操作と変化の場所が一致しない行動を検出するためにシーン全体を観察すると同

時に，一致する行動を検出するために手の付近を注視する必要がある．ただし，条件とし

て，シーン中のユーザが 1 人であること，ユーザの行動はそれに伴う変化が目に見えるも

のであること，の２つが必要である．前者は，シーン中にユーザが複数人存在すると，操

・位置を求める 

・動きを観察 

手の観察手の観察手の観察手の観察 
・手の周囲を観察 

（“一致”行動検出） 

・全体を観察 

（“不一致”行動検出） 

物体の観察物体の観察物体の観察物体の観察 

カメラからの

画像入力 

行動認識 

物を置く 

物を投げる 

ふたを開ける 

字を書く 

テレビをつける 
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作と変化の場所が一致しない行動で対応付けが困難になってしまうためである．また，後

者は，カメラからの画像入力で変化検出することを前提としているため，見た目が変化し

ない行動（音をたてる行動など）は検出できないからである． 
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第3章 物を置く行動の認識 

第 2 章で提案した手法を用いて実際にシーン中から複数の行動を認識するシステムを実

現する場合，「どの物体を扱ったか」という知識が多くの行動で必要となる．そのため，高

精度の物体認識機能が必要であり，実現が難しくなってしまう．そこで，本研究では物体

に関する知識を用いることなく簡便に認識可能な行動として�物を置く�行動に注目し，その

認識を行うシステムを作成する．物体状況変化について内容の解析を行わず，その有無の

みを用いるため，「何の物体が置かれたか」という情報を得ることはできない．そのため，

変化の内容を画像形式で保存することで最終的な判断は人間側が行うこととする．また，

このシステムを利用して物を置く行動の記録を行うことができれば，忘れ物に関する問題

の解決にも有効である． 

3.1 提案システム概要提案システム概要提案システム概要提案システム概要 

 まず，�物を置く�行動によって，行動が行われた付近の背景中には無い新しいオブジェク

トが検出される．また，この行動は操作と変化の場所が一致する行動であるため，物体状

況変化を観察する場所は手の付近に限られる．一方，行動中の手の動きは手を伸ばして戻

すという動作である．提案するシステムでは，物を置く行動のこれらの特徴に基づき，カ

メラからの映像を入力として物を置く行動を検出する．その一連の処理の流れを図 3-1に示

す． 

 まず，カメラからの映像を入力として，フレームごとに入力画像中から手領域の検出を

行う．次に各フレーム間で手領域の対応付けを行うことによって手の軌跡を得る．そして,

得られた手の軌跡と，手の周辺で起きた画像変化をもとにして行動を検出する．これらの

処理は Onlineモジュールでリアルタイムに行われ，その結果は画像として Image Storageに

保存される．一方，Offline モジュールでは，Online モジュールで検出された行動に伴う物

体状況変化（背景と比較した変化）を追跡して観察することで誤検出を取り除く．提案シ

ステム中の各処理の詳細については 3.2～3.6で説明する． 

 提案システムの機能を図 2-10で示した処理の流れにあてはめると，Online モジュールの

手の位置検出・追跡部分が手の観察部分にあたり，Onlineモジュールの手周辺の画像変化検

出と Offlineモジュールが物体の観察部分にあたる． 
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図図図図 3-1 システム構成システム構成システム構成システム構成 

3.2 背景差分背景差分背景差分背景差分 

 シーン中から人間の領域を切り出したり，または画像中から変化した部分を検出するた

めに，入力画像と背景画像との差分を用いる．ここでは，背景差分の方法とそれに用いる

背景画像の更新方法について述べる．また，本研究で用いている物体状況変化は，背景と

の差分によって検出される変化である． 

 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
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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． 

 図 3-2は背景差分により人間領域を切り出した例である．入力画像から背景画像との間で

画素同士の比較を行い，その差が一定以上の部分を検出している．また，人間の領域は背

景差分によって検出された非背景画素をクラスタリングした後，もっとも大きな領域を人

間の領域とする． 

入 力 画 像  背 景 画 像  背 景 と の 差 分 画 像  

 

図図図図 3-2 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 

 

3.3 手の検出手の検出手の検出手の検出 

 画像中から手を検出することは，後に追跡を行うために必要不可欠である．また，手の

検出による位置情報は，物体観察で手の付近を観察するためにも用いられる．ここではそ

の検出方法について述べる． 

 画像から手を検出するにあたり, まず手を肌色検出によって求める．このために，あらか

じめ肌色と背景色をシステムに教示しておかなければならない．このことによって肌色の

領域をその他の領域と区別して検出できる．また，得られた肌色領域に対してクロージン

グ処理を施して肌色画素のクラスタリングを容易にしている．しかし, 肌色検出によって検

出される画素は, 手だけではなく，その領域が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を最終的に手領

域とする．肌色検出，顔領域の除去，YUV-RGB変換，クロージングについては 3.3.1-3.3.4

で後述する。 

3.3.1 肌色検出 

 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もとにした肌色
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領域の検出を行うための手法について述べる． 

 肌色領域の検出には，和田俊和教授（和歌山大学システム工学部）の色識別システム[4]

の色競合学習・色検出部分を利用している．この色識別システムは，ターゲットと非ター

ゲットの色を人間が教示し，教示した色から最近傍識別基準に基づいてターゲットの検出

を行うインタラクティブなシステムである．このシステムでは，入力され得るすべての色

に対して最近傍識別器で識別した場合のクラスラベルを割り当てた Look Up Table（LUT）

を学習時に生成しているため，識別は極めて高速であり，トレーニングパターンは LUT内

部に記憶されるため記憶容量が増えることもない． 

 

 

図図図図 3-3 LUT更新アルゴリズム更新アルゴリズム更新アルゴリズム更新アルゴリズム 

clear LUT; 

foreach (Y, U, V, Class) in TrainingSample 

begin 

Entry.Color:=(Y, U, V); 

Entry.Distance:=0; 

Entry.Class:=Class; 

Enqueue(Queue.Entry); 

end 

while (not Empty(Queue)) 

begin 

 Entry:=Dequeue(Queue); 

 if LUT[Entry.Color].Distance>Entry.Distance then 

 begin 

  LUT[Entry.Color]:=Entry; 

  Entry.Distance:=Entry.Distance+1; 

  foreach (y, u, v) in CityNeighborEntry(Y, U, V) 

  begin 

   if InRange(y, u, v) then 

   begin 

    Entry.Color:=(y, u, v); 

    Enqueue(Queue, Entry) 

   end 

  end 

 end 

end 
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図 3-3は市街地距離（６近傍距離）を用いて実装した場合の LUT 更新アルゴリズムであ

る．LUTを用いた識別器の学習は，トレーニングパターン集合が与えられたとき，LUTの

各エントリにトレーニングパターンからの距離とクラスラベルを書き込んでいくことによ

って実現される．すでに他のトレーニングサンプルによって書き込まれているときは，書

き込まれている距離と書き込もうとしている距離を比較して距離が小さいほうを選択する． 

 また本研究では，色識別システムを肌色検出に用いるため，色空間に肌色クラスと背景

色クラスのいずれかのラベルを LUTに付ける．システムはこの 2種類のラベルを付けるこ

とによって構成された LUTをもとにして入力画像から肌色の検出を行う．ユーザがあらか

じめ肌色と背景色を学習させることによって，肌色の検出が可能である．ダンボールなど

の似ている色がシーン中に存在していても，その色を背景色として登録しておけば，それ

らの区別に最適な識別面が形成され肌色の部分のみが検出される．図 3-4は色識別システム

を用いて肌色検出を行った様子である．図中の緑色の部分が肌色として検出された部分で

ある．また，一定の密度と大きさを持ったものに印をつけており，左右の手が検出されて

いることが分かる． 

システムではカメラから RGB24bit（各チャンネル 8bit 256階調）で入力を受け取るが，

色識別システムは YUV24bit（各チャンネル 8bit 256階調）で処理を行うため，RGB→YUV

色変換を行う必要がある．RGB→YUV色変換については後述する（3.3.3 YUV-RGB変換）．

ただし，LUTは 128×128×128サイズに量子化した YUV色空間で構成される． 

 

 

図図図図 3-4 肌色検出結果肌色検出結果肌色検出結果肌色検出結果 
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3.3.2 顔領域の除去 

 色識別システムの学習の際，手部分の色をトレーニングパターンとして使用しても，実

際に肌色検出を行うと，ほとんど手と同じ色が含まれる顔の領域が肌色として検出される

ことが多い．手の追跡の際，悪影響を及ぼす恐れがあるため顔領域を考慮の対象から除く

必要がある．そのため，手の領域と顔領域を区別しなければならないが, 本研究では頭にあ

あたる領域を画像から検出することで手の領域と区別している．頭は顔と髪の部分がある

ことから，非背景領域でかつ明るさが一定値より少ない領域を持った肌色領域で，画像中

で最も高い位置にある領域を頭とみなし手領域の候補から取り除く．また，ここで取り除

く頭領域は，背景差分により人間領域を切り出した際（3.5.1で後述），切り出した人間領域

内の上部になければならない． 

髪領域 手領域候補 求まった手領域  

図図図図 3-5 顔領域の削除顔領域の削除顔領域の削除顔領域の削除 

3.3.3 YUV-RGB変換 

 ここでは YUV と RGB の変換式について述べる．ここでいう U, V はそれぞれ色差信号

Cb，Crを表す．RGBの値域は0-255の8bitフルスケールである．輝度信号Yの値域は16-235，

色差信号 Cb,Cr の値域は共に 16-240 である．実際の変換式は以下の通りである．また，こ

れらの変換式は ITU-R BT.601規格に基づいた変換式に線形変換を行い，使用する値域に合

わせてスケーリングしたものである． 

 

RGB→YCbCr 

128071.0368.0439.0
128439.0291.0148.0

1609.0504.0257.0

+−−=
++−−=

+++=

BGC
BGRC

BGRY

r

b  
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YCbCr→RGB 

    

128)-2.018(Cb + 16)-1.164(Y = B
128)-0.813(Cr - 128)-0.391(Cb - 16)-1.164(Y =G 

128)-1.596(Cr +16)-1.164(Y = R
 

3.3.4 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．本研究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． 

膨張: }|),(max{),( 11,11 <<−<<−= vuvufvug  

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

□□□□□□□□ 

□■■■■■■□ 

□■□□□■□□ 

□■■■■■■□ 

□□■■■□□□ 

□□■■■□□□ 

□□□□□□□□ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■■ 

□■■■■■□□ 

□■■■■■□□ 

□□□□□□□□ 

□■■■■■■□ 

□■■■■■■□ 

□■■■■■■□ 

□□■■■□□□ 

□□■■■□□□ 

□□□□□□□□ 

膨張 収縮 

 

図図図図 3-6 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 

3.4 追跡追跡追跡追跡 

 手の動作を解析するために，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などを用いた運動予測を利用する手法

がある．しかし，本研究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から構成される単純な手法を採用している．こ
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れは複雑な処理を行うことによって計算コストが増えてしまうことを避けるためである． 

 まず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），

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．まず，

追跡物体が移動しなかったことを考慮し，各追跡オブジェクトは，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，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．また，そこで更新されなかった

追跡オブジェクトに対しては，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− との間で対応付けが行われる．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ユークリッド距離を返す関数で
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． 

 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，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
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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． 
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． 

)(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 3-7 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 

3.5 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，１つ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つ目は，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．前者は手の動きとそれによって起こる状況変化を見るもので，提案システムの基本と

なる行動認識手法である．また，後者は「物を置く」行動特有の特徴を利用したもので，

対象が大きい物体なら効果が期待できる． 

3.5.1 手の動作に基づく行動検出 

 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
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るという動作が行われる．つまり，動作の途中で運動の方向が反転し，手の軌跡は不連続

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反転した場

所を求め，その周囲に変化が検出された場合，「そこに物が置かれた」とみなす．そこで，

そのような反転した位置を検出するために手の軌跡から得られる k-曲率を使用している． 

 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に並んだ N 個の点から
なる点列 }{ 1 NppL L を得る．このとき，L中の点 iにおける左右の k-勾配は，右 k-勾配が 

ip から kip + が作る勾配であり，左 k-勾配が ip から kip − が作る勾配である．点 iにおける k-

曲率はこの左右の k-勾配の差で表される．例えば図 3-8上のような点列が与えられたとき，

k=3とすると各点での k-曲率は図 3-8下のような値をとる．提案システムでは手の軌跡から

得られる点列の各点から k-曲率を求め，その微分の絶対値が閾値以上となる点で反転が起

こったとする． 

 

図図図図 3-8 k-曲率曲率曲率曲率 

 図 3-9は運動反転検出アルゴリズム部分を提案システムとは別のアプリケーションで実

装したものである．図の上部の実線は追跡対象が動いた軌跡である．この場合の k-曲率を

図下部の細線で表し（緑：nフレーム, 赤：n-1フレーム時の k-曲率），その微分の絶対値を

図下部の太線で表す．破線は閾値である．このとき，k-曲率の微分の絶対値が閾値以上とな

る点を軌跡上に丸でプロットすると，図のようになり，軌跡上で運動の反転が起こった場

所が検出されているのが分かる．図のアルファベットは k-曲率が閾値以上であった点とそ

のときの対象物体の位置を表す． 

 次に得られた運動の反転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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nフレームにおいて運動の反転が 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，手によってそこに物体が置かれたとみなして，その時の画像を保存する．図 

3-10は運動の反転によって行動が検出されたシーンの例である．左側の図は反転が検出され

た時点より過去の画像で，右側の図は現在の画像である．矩形は反転が検出されたときの

手の位置をもとにした変化検出のための探索領域であり，システムはこの中から変化を探

す．また，折線は手の軌跡である．反転が起こった場所に物体が置かれているため，状況

変化が検出され，画像として記憶される． 

 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

E 
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G 

D 
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F G 

 

図図図図 3-9 手の運動解析手の運動解析手の運動解析手の運動解析 

 

図図図図 3-10 過去の背景（左）と検出例（右）過去の背景（左）と検出例（右）過去の背景（左）と検出例（右）過去の背景（左）と検出例（右） 



 30

3.5.2 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． 

 
これを物体保持情報としてスタックしておく．図 3-11左図は検出された物体保持領域の例

である． 

 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 (�持っている� or �持っていない�)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�持っている�→�持っていない�の変化が認められたときに，

物を置いたとみなしてその時の入力画像を保存する．つまり，物体を持っていない状態（図 

3-11中図）から持っている状態（図 3-11右図）への移行を検出する． 

 

図図図図 3-11 保持物体領域との有無保持物体領域との有無保持物体領域との有無保持物体領域との有無 

3.6 物体状況の追跡物体状況の追跡物体状況の追跡物体状況の追跡 

 Onlineモジュールにおいて物を置く行動がなされたとシステムが認識した場合，その結果

は行動が検出された場所とシーン全体の画像で保存される．図 3-12は Onlineモジュールに
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よって保存された画像の一覧を表示した例である．表示されているのは行動が認識された

ときのシーン全体ではなくシーン中の検出された部分，つまり状況変化が起こった場所の

画像のみを表示している．この中には物が置かれたと思われるような画像もあるが，まっ

たく関係が無いと思われる画像もいくつか存在しており，これらは明らかに余分な検出で

ある．このように，Onlineモジュールで行われる手と物体状況による行動認識では，実際に

物を置く行動をしていなくても物を置く行動として認識される場合がある．これは Online

モジュールで行われる行動認識の基準が低いためであり，実際には物を置いたらしい行動

を検出することになる．行動認識の基準が低くなる要因の１つは，手の運動の反転が他の

行動中にも行われる可能性が大きいことである．ジェスチャ認識で用いるようなユニーク

な手の動きは日常生活では余り用いられず，実際は動きだけを見るとどの行動ともとれる

ような曖昧な動きが多く行われる．また，余分な検出が行われるもう１つの原因として，

物体状況変化の観察方法がある．Onlineモジュールで行われる行動認識では計算コストを少

なくするため，物体状況変化を検出するのは，反転が起こったと思われる時点でのみ行わ

れる．そのため，検出された変化が一時的なノイズによるものだった場合でも行動として

認識してしまう．そのため，Offlineモジュールでは Onlineモジュールで認識された行動時

の物体状況変化を，行動認識後も追跡して観察することにより，余分な検出を取り除く． 

 

 

図図図図 3-12 検出した行動検出した行動検出した行動検出した行動 



 32

図 3-13は Offlineモジュールを中心とした処理の流れを示したものである．Onlineモジュ

ールは行動認識によって物が置かれたと認識したとき，認識された場所とその時点での画

像・背景を Offlineモジュールに送る．Offlineモジュールでは，Onlineモジュールで検出さ

れた状況変化が永続的な物かどうかを調べるために，その後一定時間背景と比較を続ける．

ここで変化が一定で続いているようであれば，それを永続的な変化と判断，つまり Online

モジュールでの認識が正しいものと判断して画像を保存する．一方，変化が一時的な物で

あった場合，Onlineモジュールでの認識は誤認識であると判断して，送られてきた情報を削

除する． 

 

図図図図 3-13 物体状況変化の追跡観察物体状況変化の追跡観察物体状況変化の追跡観察物体状況変化の追跡観察 

 図 3-14は実際に Onlineモジュールからの情報をもとに追跡観察を行った例である．行動

が検出された場所で，そのときの背景と現時点での画像から背景差分を行って変化を検出

している．この例では，検出された場所で一定時間追跡して変化を観察した結果，変化が

続いているため，Onlineモジュールでの認識結果が正しいものと判断して，行動認識時の画

像を保存する． 
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認識行動時の 
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追跡観察 
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図図図図 3-14 物体状況変化の追跡観察物体状況変化の追跡観察物体状況変化の追跡観察物体状況変化の追跡観察 

Onlineでの認識画像 

背景 

背景差分に

よる変化 

認識後の画像 

t=10 t=100 
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第4章 実験 

 提案したシステムを使って，実際に物を置く行動を認識する実験を行った．本章ではそ

の方法と結果について述べる． 

図 4-1は実際にシステムを用いて認識した行動の例をシーン全体の画像で表したもので

ある．矩形はその場所で物体状況の変化が起こったことを示す．左図のような単純な背景

による場合はもちろん，右図のような複雑な背景でも検出できていることがわかる． 

 また，図 4-2は物を置く行動によって実際に置かれた物体の例である．物を置くという行

動ではあらゆる物体が対象となるため，対象物体に関する知識を用いることは難しい．そ

のため，システムは物体を単純に画像中で変化した領域として扱い，そのものが何である

かについては考慮しないことにしている．このように画像形式で保存しておくことで，対

象物体が何であるかという最終的な判断をユーザを任せている． 

 

  

図図図図 4-1 シーン中の認識行動例シーン中の認識行動例シーン中の認識行動例シーン中の認識行動例 

 

 

図図図図 4-2 状況変化した状況変化した状況変化した状況変化した物体例物体例物体例物体例 
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 表 4-3はシステムを用いて実際にユーザの行動を観察し，物を置く行動の認識を行った実

験の結果である．この実験では 1人のユーザを 1時間観察し，ユーザには時間内に 30回物

を置く行動を行ってもらった．実験に用いた機材は，カメラ：EVI-D30，PC：Atholon900MHz

（OS：Windows98）である． 

表表表表 4-3 認識結果認識結果認識結果認識結果 

Stored 22 
false alarm 153 

candidate 238 

redundancy 63 
miss 8 

 

この実験において，Onlineモジュールは 238個の行動認識候補を検出した．そのうち Offline

モジュールを通じ，物を置く行動として認識されたものが 22個，153個が false alarmとし

て，63 個が 1 回の行動が複数回に渡って余分に検出されたとして削除された．この場合の

false alarmは，物を置く行動を行っていないのにも関わらず，物を置く行動として認識され

たことを表す．ユーザが 30回行動を行ったうち，22回は正しく検出されたが，残りの 8回

は見逃したことになる．この原因として以下のものが考えられる． 

 

! 仮定を外れた行動仮定を外れた行動仮定を外れた行動仮定を外れた行動    

物を置く行動時の動作として，手の運動の反転を用いているが，このような動作を行

わずに者を置かれると検出できない． 

 

! 自己オクルージョン自己オクルージョン自己オクルージョン自己オクルージョン    

対象物体が腕や手などユーザ自信の体に隠れてしまうことがあり，そのために背景差

分による状況変化検出が上手く出来ない場合がある． 

 

! 手の検出・追跡時のエラー手の検出・追跡時のエラー手の検出・追跡時のエラー手の検出・追跡時のエラー    

提案システムで用いている手の検出・追跡方法は，リアルタイム処理に伴い単純なも

のになっている．そのため，検出･追跡といった低レベルでの処理でエラーがあると，

上位の認識部分でで正しく認識することができない． 
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第5章 終わりに 

本章では，本研究の結論と今後の課題について述べる． 

5.1 結論結論結論結論 

 本研究では，日常生活における人間の行動認識を目的として，手の動きとそれによって

引き起こされる物体状況の変化の２つを組み合わせて行動認識を行う手法を提案した．  

人間の行動認識を行う際，人間の動きのみを用いて認識を行うことは難しい．これは，

日常的な行動を Bobickのいう Actionのレベルで認識しようとすると，外部環境に関する知

識や因果関係が必要であるためである．一方，人間の行動は，ジェスチャーのように動き

自体が意味を持つ行動もあるが，多くの行動は物体への作用を伴い，何らかの変化をもた

らす．そこで本研究では，手の動きだけでなく，それによって動作の対象がどのように変

化したかを外部知識として参照することで，人間の行動認識を行う手法を提案した．日常

生活における人間行動に対して，操作と変化の場所，変化の種類，という２つの観点から

分類を行い，その分類の各カテゴリに属する行動ごとに動作と物体状況変化を組み合わせ

た手法を提案した． 

また，上の手法を用いた応用の一例として物を置く行動の認識・記録を行うシステムを

作成した．物を置く行動の認識を実現するには，単純な手の動きだけを追っても，物を置

く行動の動作の多様性から認識は難しい．一方，単純に，対象となるオブジェクトと背景

との差分をとる方法では，意味の無い誤検出が大量に検出される．そこで本研究では，大

量の差分の中から意味のある永続的なものを見つけるために，人間の動きとそれによって

引き起こされる変化を観察する手法を用いた．この場合の手の動きと物体状況の変化は，

手が動いた場所に物体が置かれたことによってその場所に物体が現れるように見える，と

いうことである． 

開発したシステムによって物を置く行動の認識実験を行い，認識が行えることが確認さ

れた．他の行動においても，行動ごとに組み合わせた同様の手法を用いることによって認

識が行える可能性を示した． 
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5.2 今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題 

 本研究では，提案手法を用いて認識する行動の例として物を置く行動を取り上げたが，

提案手法の有効性を示すために，他の行動においても提案手法を応用して認識が行えるこ

とがどうかを確認する必要がある．もし，他の行動においても提案手法が有効であれば，

物体状況変化と手の動作から複数行動を識別できる． 

また，他の行動に応用する際，物体状況変化を検出するための背景差分や，手の動作を

認識するための手検出・追跡といった基本処理の性能が上位の認識性能に大きく直結する

ことから，それらの基本処理を充実させる必要がある． 
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