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In this paper, we present a new human detection method for mobility robot and a taxi service robot
using human detection and hand wave detection. This human detection method is LRF and Omniview
Camera co-detection method. First, range data obtained from LRF are splitted into segments and some
images are clipped from panoramic image by the segments size. Then we classify clipped images as human
or not by HOG features of the image and SVM (Support Vector Machine).
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研究の背景・目的

パーソナルモビリティと呼ばれる一人乗りの小型移動ロ
ボットによる移動支援は様々な可能性が模索されているが，
本論文ではその一つとして屋外環境でのタクシーサービス
の実現について述べる．ここでのタクシーサービスとは，巡
回中に合図をしている乗客を発見し，迎えに行き搭乗させ
て目的地まで移動するサービスである．まずタクシーサー
ビスの実現するために必要な人検出手法を提案し，それを
システムに組み込むことで，遠方から合図している乗客を
発見してそこに近づき，目的地まで搭乗させていくという
タクシーサービスの実現について述べる．提案する人検出
手法の特徴は，レーザセンサの情報を元に人検出処理を行
うべき領域を限定することで画像処理を行う領域の制限し，
同時にこの領域を追跡することで時系列での人認識結果を
利用している点である． これにより，屋外環境で活動する
ロボットが得た遠方にいるために低解像度となる人画像に
おいても 誤検出を減らすことが可能な手法となっている．
本手法を用いてロボット動作を実際に生成することで，乗
客を見つけるために必要な広範囲からの人の発見と合図の
認識が可能であることを示す．
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2.1

レーザセンサによる画像処理領域の
限定・追跡に基づく人検出

従来の人検出研究

人の検出は画像処理の分野で多くの研究がなされており，
HOG(Hisgram of Oriented Gradient)[1] による人の特徴検
出はその有用性が示されている．また，通常のカメラ以外
のセンサとして赤外線カメラを用いる研究 [2]，レーザセン

サでの計測距離情報を用いる研究 [3][4] などがある．
また，画像とレーザセンサの併用による人検出について，
Hao ら [5] はレーザセンサとカメラ画像のキャリブレーショ
ンの手法を提案し，両センサの情報を用いて人物の検出を
行っている．レーザセンサの検出した位置に写っている一
定領域の画像についてエッジ情報を計算し，その曲率の大
きさを求めることで人と柱の区別をしているが，それ以外
の物体の存在については考慮できていない．

2.2

レーザセンサ・カメラ併用による人検出手法の概要

本研究では移動ロボットに搭載している小型全方位カメ
ラから遠方の人を発見するために，低解像度の画像を用い
た人検出手法を提案する．この手法はレーザセンサの情報
を元に人検出処理を行うべき領域を限定し，並行してこの
領域を追跡することで，画像処理を行う領域の制限と時系
列での人認識結果を利用するものである．
図 1 に本手法の全体構成を示す．図の上段にレーザセン
サによる人候補領域の検出と追跡モジュールがあり，この
情報を用いて全方位画像から人間のサイズに合わせて画像
を切り出している．
切り出された画像は同じ大きさになるよう縮小拡大され，
HOG 特徴量を計算して人検出を行う．このときの識別に
は，事前に取得した画像データを用いて学習した SVM を
用いる．また，最後にレーザセンサの追跡セグメントごと
に人検出結果を統合し誤検出の低い人検出を行っている．

2.3

レーザセンサによる人候補の追跡と画像切り出し

まず，レーザセンサで得られる点群のセグメンテーショ
ンを行う．Broges ら [6]，Nunez ら [7] の研究を参考にした．
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Fig. 3: Part of our and INRIA person dataset

Fig. 1: Overview of proposed human detection system

Fig. 2: Panoramic image(270◦ ) and LRF Senser Data

次に，得られたセグメントのうち前景となっているもの
で，かつ弧長が人のサイズ (20〜100cm) であるものを人候
補として追跡する．レーザセンサによって切り出されたセ
グメントは計測のたびに形とセグメント長が変化するため，
追跡はセグメント中心に対してミクスチャパーティクルフィ
ルタを用いて行った．追跡しているセグメントの推定位置
と，現時点でのレーザセンサから得られたセグメント中心
が近いときに，その距離に応じた領域を切り出す．本研究
では 200mm 以内の距離にあるセグメントを切り出しの対
象とした．
図 2 はレーザセンサの情報を元に全方位カメラの画像の
切り出す領域を赤い枠で囲ったものである．対象までの距
離は既知であるので，地面から-40cm〜200cm の高さに対
応する領域を切り出すことができる．その際，画像の横幅
は高さの半分の画素数となるようにした．

2.4

画像の HOG 特徴量を用いた人検出学習器の構築

15×30pixel 程度の低解像度の人画像を用いた人認識のた
めに，画像の大まかな形状を特徴ベクトルとして得ること
のできる HOG 特徴量を用いる [8]．HOG 特徴量は，画像の
輝度勾配の強度を正方形に区切られた領域ごとに，その勾
配方向を離散化してヒストグラムにした特徴量である．画
像中の特徴的な勾配の位置が多少ずれてもヒストグラム化
で同じになるため，画像の大まかな形状を認識できる特徴
量であるとされている．
切り出した画像は全て 30 × 60 にリサイズして HOG 特徴
を計算する．セルのサイズが 5 × 5pixel，ブロックサイズが
3 × 3cell，ヒストグラム化の債の分割数が 9 として，3240
次元のベクトルを算出した．
あらかじめ実験環境とは別の場所を走行した際に自動的
に切り出された画像の中から，手動で教師データを選び出
して SVM による学習を行った．この時に集めたデータは
positive が 515 枚，negative が 520 枚である．また，デー
タセットの性質の違いによって最適なハイパーパラメータ
の値は異なりうるので，自作データセットのとの比較のた
めに，INRIA Person Dataset[9] の画像を用いて同様の実験
を行い，解像度の変化に対する識別率の変化を調べた．
訓練データのみを用いる性能評価のためには，ラベルが
既知のデータを分割し，ひとつを取り除いて学習した学習
器で残りのデータを識別することにより汎化性能を評価す
る交差確認法を用いた．その分割数は 5 である．INRIA の
データセットでの識別率は 99.8%で，本研究で得たデータ
セットでは 94.5%となった．
2.5

時系列追跡画像に対する人検出結果の統合

また，LRF の点群を追跡することで同一対象に対して複
数回の人検出を行い，それらの結果を統合し誤検出を減少
させることができる．
まず，ロボットが屋外を移動中に切り出した画像のうち
1979 枚について，識別器で分類した識別結果を距離ごとに
分けたものを表 1 に示す．
追跡の結果は，5000 フレームの画像のうち，2156 のク
ラスタを追跡した．そのうち人に由来するクラスタの数は
130 であり，クラスタの平均寿命は 36 フレームであった．
ロボットのそばを車が横切ったりすると，レーザセンサに
よる追跡が全て消えてしまうため，クラスタの平均寿命は
短くなっていると考えられる．追跡対象のクラスタのうち

dist [m]
true pos
false pos
false neg
true neg

4〜
146
10
61
72

6〜
129
15
75
64

8〜
72
24
47
132

10〜
45
59
36
235

12〜
21
25
38
96

14〜
12
22
18
210

16〜
5
28
6
110

18〜
4
35
2
125

Table. 1: Classiﬁcation result of images collected by moving robot

Fig. 5: PMR and Sensor positions

(a) Diﬀerential image of best matched regions
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Fig. 4: Handwaving detection
Fig. 6: HOKUYO Laser Range Finder and NM33
Omniview-Camera
人であると判定したものは 116 個で，そのうち 38 個が true
positive で，78 個が false positive であった．
今回の追跡実験において検出された人のほとんどが歩行中
であり，立ち止まっている人はわずかであった．立ち止まっ
ている人に比べて，移動している人では検出できるセグメン
トの割合は減少してしまうので，true positive の個数が 38
個と少なくなっている．また，誤識別率は 78/2026 = 3.8%
である．全体として positive な検出数自体が少ないので，
false positive の数も少なくなってはいるが，この 3.8%とい
う値は HOG 画像単独での識別率に比べると低くなってい
るので，ノイズの大きな屋外環境においてもそれなりの有
効性があると言える．

2.6

顔位置推定とフレーム間差分による手振りの検出

人の可能性の高い対象を見つけると，タクシーロボット
は乗客の合図を検出を行う．一般には手を挙げるという動
作であるが，この動作の認識は姿勢の認識であり検出が困
難である．手振りの検出という問題に対しては，画像中の
輝度の変化の中から手振りに特有の周波数を FFT によって
抽出する手法 [10] が提案されている．
しかし移動中のロボットのように背景が変化する状況で
検出可能な手法ではないと考えられるので，顔の位置推定
を利用したフレーム間差分による検出方法を用いる．
まず，視点の移動を補償するためテンプレートマッチを用
いてフレーム間の位置あわせを行う．次に Haarlike 特徴に
よる上半身検出から顔位置を推定し，その左右の領域につ
いてフレーム間の輝度の変化を調べる．顔の片側だけに大
きな振幅を連続して検出した場合にそれを手振りとみなす．

パーソナルモビリティロボットを用いたタク
シーサービス実験
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3.1

倒立二輪型移動ロボット PMR

PMR[11] は，トヨタ自動車の MOBIRO を元にセンサや
計算機を増強した，一人乗りの倒立二輪型ロボットである
(図 5 左).
LRF(UTM-30LX)・全方位カメラ・ジャイロセンサは (図
5 右) のようにひとつの部材に固定して PMR に取り付けた．
走行時のロボット揺れによってレーザと画像の対応点がず
れるので，その補正のためにジャイロセンサを取り付けた．
図 6 は本研究で人検出に用いるセンサである．カメラと
レーザセンサのキャリブレーションは，レーザ回転軸とカ
メラ光軸の回転角度差を実測し手動で行った．
3.2

タクシー動作

以上の人検出モジュール，手振り検出モジュールを，PMR
の経路生成システムと統合しタクシー動作の可能なシステ
ムを実現した．
図 7 は実験の流れである．

• ロボットは屋外の定められたルートに沿って移動して
いる (a)
• 常にレーザセンサから得られる情報を基に，人の可能
性のある対象を追跡し続ける
• 毎フレーム，追跡中の対象の画像を切り出してその
HOG 特徴量を計算し人であるかどうかを識別する (b)

(a) Moving along a given route

(b) Human detection result (red rectangle means positive，black means negative）

処理の前段階として，LRF によって人の可能性のある領域
を限定することで，10m 程度の遠距離ゆえの低解像度の人
画像であっても，ロボット上でオンラインでの人発見が可
能となっている．
今後の展望としては，ロボットが移動中に近距離で得た
物体画像を手がかりに人識別の教師データを獲得すること
で，自動的な識別性能の向上を目指す．また，モビリティ
ロボットと Web の連携により，利用者に多様な情報を提示
できるコンテンツの実現を考えている．
タクシーサービスのために，カメラとレーザセンサを併
用した人の検出手法を提案したが，人の検出は画像特徴と
して HOG 特徴を用いているため，人に限らず一般の物体
に対しても適用可能な手法であると考えられるので，その
ほかの応用の可能性を探るつもりである．
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(c) Hand wave detection

(d) Approaching user

(e) Go to the selected destination automatically

Fig. 7: Experiment of taxi service application

• 一定時間ごとに，人の確率の高い対象をズームして手
振り動作を行っているかどうかを確認する
• 手を振っていることが確認された場合には，ロボット
は対象に近づいて，一定距離に近づくと乗車可能な状
態に遷移する (c),(d)
• Web ブラウザベースのインタフェースでユーザが指定
した目的地まで自律移動する (e)
実験では人の手振りを検出し，手を振ったユーザの目の
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までの平均時間は変化すると考えられる．

4

結論・今後の課題

広範囲からの人を発見機能，手振りの認識機能を組み合
わることで，パーソナルモビリティロボットによるタクシー
サービスを実現した．
搭載した人検出機能は，計算コストの大きい人検出画像
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