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Abstract— This paper describes a low level visual function to know behaviors of human who handles daily
tools in real environment. In order to track several parts on human body at the same time, three different
types of tracker to observe temporal, spatial and appearance changes are combined. The first one is based
on continuous disparity filter which tries to keep distance between frames. In addition to the filter, optical
flow and appearance continuity are investigated to know the tracking validity. Several types of dataset of
a person who handles various tools were captured, experiments of multi-window tracking were performed.
This results showed the effectiveness of our approach.
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1. 緒言
ロボットにより人間の道具操作行動を観測するには，

追跡すべき物体知識を事前に必要とする高次の視覚機
能に加え，低次の視覚特徴を利用するボトムアップ視
覚が必要である．このボトムアップ視覚を充実させる
ことで，対象が複雑に干渉したり動いている場合でも，
高次視覚での処理を効率良く行うことが可能になる．
筆者らは，ロボットが人の行動を観察し，その行動

が環境に及ぼす影響を理解するための視覚機能の構築
に興味がある．本稿では，人の手の動き，道具の動き，
顔の向き等を把握するための低次視覚機能について述
べる．提案方式では，三次元形状評価器と時間変化評
価器を組み合わせた時空間対象追跡を行う．また，日
常環境で人間が様々な道具を操作している様子を観測
したデータセットを用意し，提案手法の有効性を確か
めた．なお，本研究の基礎研究として空間連続性に着
目した方式 [1]があるが，これと比較した本研究の効果
についても考察する．

Fig.1 Temporal-spatial tracking system

2. 低次視覚時空間対象追跡注視システム
本論文で提案する低次視覚時空間対象追跡システム

を Fig.1に示す．追跡システムは，初期位置又は前回
注視位置から，三次元形状評価器と時間変化評価器，そ
の他の概観評価器によって注視制御を行い，次の時刻
の注視点位置を出力する．また，注視制御は並列に行
う [2] ことで，人の行動認識の際に両手と頭部，道具，
操作対象等の同時追跡を行う事を可能とする．三次元
形状評価器は，空間フィルタリングを行い，形状の連
続する場所のみの画像を他の評価器へ渡す．

3. 評価器と統合の実現法
2章で述べた追跡システムの実装法として，具体的な

評価器の実現法と尤度決定法，統合法について述べる．

3·1 三次元形状の連続性評価と空間フィルタリング

三次元形状評価器としては，連続視差フィルタ [1]を
用いる．これは，ゼロ視差及びその周辺の特徴抽出を
行う拡張ゼロ視差フィルタ [3] を，注視点並列制御を可
能とする為，ゼロ視差以外に拡張したものである．
連続視差フィルタの左右画像相関演算法に，

SAD(Sum of Absolute Difference) を用いると，最大
相関演算視差をとる視差の評価，最大相関視差に於け
る相関値の評価及び，他に最大相関を取る場所が存
在しないかの評価により，空間フィルタリングが可能
である．三次元形状の連続性評価値 (D尤度)として，
eq.(1)を用いると，E3D は 0から 1の値を取り，前フ
レームの注視点位置に近い程高い値となる．

E3D(T, i) = exp{−C||p(T, i) − p(T − 1) − vb||}(1)
ただし，C は正の定数，p(T − 1)は，t = T − 1にお
ける注視点三次元位置，p(T, i)は t = T における注視
点候補 iの三次元位置，vb は，注視における速度指向
性を表現するものである．また，t = T において空間
フィルタの出力がゼロである場合は．t = T − 1の結果
を用いて t = T + 1で同様に演算を行う．これにより
注視点移動候補領域内に信頼できるステレオマッチン
グ結果を持つ点が一時的に存在しなかった場合の追跡
失敗復帰が可能となる．



3·2 時間変化の評価
時間変化の評価 (F尤度)として，テクスチャの時間

変化を使用するならば，eq.(2)Etempを用いれば良い．
Etemp(T, i) = 1 − S(T, i) (2)

ただし．S(T, i)は，t = T − 1の注視領域局所画像と，
t = T の位置 iの局所画像の SADを pixel数で割り正
規化したものとする．

3·3 概観記憶の評価
意味のある注視点移動とする為に，概観記憶を用い

るには，概観記憶との類似性評価項 (A尤度)を導入す
る．例えば，色記憶を持つ物体記憶との類似性評価値
には eq.(3) Ecolorを用いれば良い．ただし，Nallは注
視領域内 pixel数，Ncolorは注視領域内に存在する記憶
色空間内の pixel数である．

Eapr(T, i) = Ecolor(T, i) = Ncolor(T, i)/Nall (3)

3·4 複数尤度を統合した評価
ここまでの評価を統合する為に，eq.(4)Eall(T, i)を

用いる．
Eall(T, i) = E3D(T, i)C3D · Etemp(T, i)Ctemp

·
∏
j

Eaprj
(T, i)Caprj (4)

ただし C∗ は正の定数で，各評価値を統合する際の比
重を表し，これを変化させることで注視点の振る舞い
を制御する事ができる．現在時刻の総合評価値Eallが
最大となる点 iを，現在時刻の注視点位置とする．

4. 日常環境観測データ並列対象追跡実験
提案手法の評価の為，等身大ヒューマノイド HRP-

2VZを用いて取得した調理動作中の人観察データから，
人の頭部及び両手を並列に追跡する実験を行った．ま
た，空間連続性のみに着目した場合及び，本論文の提
案手法を用いた場合の実験結果について比較を行った．

4·1 人の道具操作行動観測のための並列注視点制御
顔が検出された三次元位置を初期値とし，上向き速

度指向性を持つ注視点 Tface 及び，顔検出位置の左右
下側位置を初期値とする注視点 TR，TL を作成し，い
ずれも概観記憶として肌色 (eq.(3))を用いた．

4·2 空間連続性のみに着目した場合
色の概観記憶と空間連続性のみを使用した場合の結

果を Fig.2に示す．Aが注視制御結果，Bが注視領域
と三次元形状評価器の探索範囲を示したもの，C, Dが
三次元形状評価及び色概観評価の結果を高評価ほど暖
色で示したもの，Fが統合尤度と，最大尤度をとる位
置を赤色十字で示したものである．空間フィルタによ
り除外された箇所は Cに灰色で示した．人の両手と，
肌色に似た色の操作対象物が接近したときに，注視点
は手を追跡し続ける事ができなかった．

4·3 提案手法で時空間追跡を行った場合
提案手法を用い，時間変化評価 (eq.(2))を導入した

場合の結果を Fig.3に示す．E が時間変化評価結果を
示したものである．前節と同じ入力画像ながら，両手
を追跡し続ける事が可能であった．テクスチャ時間変
化評価により安定した追跡となっていると考えられる．

5. 結言
本論文では，人の道具操作行動観測を目的とした低

次視覚機能構成法として，三次元形状評価器と時間変
化評価器を組み合わせた時空間対象追跡手法について
述べ，人間の日常環境での道具操作観測データについ
て並列対象追跡実験を行い，提案手法の有用性を検証
した．

Fig.2 Result of recognizing human action without
temporal change evaluation

Fig.3 Result of recognizing human action with tem-
poral change evaluation
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