
コンピュータビジョン特論コンピュ タビジョン特論
第13回対象追跡第 回対象追跡

２０10年7月12日２０10年7月12日

呉 海元



色ヒストグラムによる追跡



色ヒストグラムによる追跡色ヒストグラムによる追跡

づ 追見えに基づく追跡の問題点

• 対象の形状変化に弱い対象の形状変化に弱

• 非剛体の追跡には向いていない

同じ位置の画素ごとに比較する同じ位置の画素ごとに比較するため同じ位置の画素ごとに比較する同じ位置の画素ごとに比較するため

対象領域全体の統計量対象領域全体の統計量を使う

色ヒストグラム• →色ヒストグラム



色ヒストグラムとは？色ヒストグラムとは？
 ヒストグラムを色空間に拡張

 2次元色空間を矩形分割し、各色の数をカウント

 照明変動の影響を避けるため 輝度成分を除いた 照明変動の影響を避けるため、輝度成分を除いた
2次元色空間（例えば：(r, g)）を用いることが多い



ヒストグラム間の類似性評価ヒストグラム間の類似性評価

 Bhattacharyya Coeficient(バタッチャリア係数) Bhattacharyya Coeficient(バタッチャリア係数)

色空間ヒストグラム： :)( Ciih 
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内積の一種（両ヒストグラムの重なる部分）
はずれ値の影響を受けにくいはずれ値の影響を受けにくい
勾配法を使うため→Mean Shift



Mean shift algorithmg
D.Comaniciu, “Kernel-based object tracking”, PAMI, 2003

色ヒストグラムの重なり具合による追跡色ヒストグラムの重なり具合による追跡

Wakayama University Vision and Robot Laboratory---- VRL

色ヒストグラムの重なり具合による追跡色ヒストグラムの重なり具合による追跡



Mean Shift法より物体追跡の基本原理Mean Shift法より物体追跡の基本原理

対象の初期位置を楕円で指定 入力画像対象の初期位置を楕円で指定 入力画像

その場で
色情報を

繰り返し
楕円の位置をシフト

色情報を
学習

モデルの色分布
繰り返し

対象候補の色分布
1

類似度 重な ている部分小大

0 1

類似度：重なっている部分小大

Kernel関数で重みづけして計算 山登り山登りKernel関数で重みづけして計算、山登り山登り



ヒストグラムに基づく追跡まとめヒストグラムに基づく追跡まとめ

 対象領域内の色ヒストグラムを使って類似性を評価 対象領域内の色ヒストグラムを使って類似性を評価

 画素ごとの比較をせず、領域内で積算した特徴を使う

利点 形状変化 姿勢変化に強い• 利点：形状変化、姿勢変化に強い

• 欠点：姿勢、スケールの推定は難しい

 勾配法の適用→MeanShiftアルゴリズム

• 領域内でヒストグラムの重心を求めるだけでよい



最近の顔検出・追跡研究例最近の顔検出 追跡研究例

追跡アルゴリズム M hift追跡アルゴリズム： Meanshift
顔検出アルゴリズム： AdaBoost



その他の表現を用いた追跡その他の表現を用いた追跡
 エッジのマッチングによる追跡

 輪郭による追跡

 ３Dモデルを用いた追跡デ を用 追跡

など。。。



運動予測に基づく追跡
パーティクルフィルタ(Particle Filter)
 システムプロセス、観測プロセスを非線形に拡張

• 非ガウシアンの分布を表現

 ランダムサンプリングによる仮説の生成と、各仮説の尤
度推定によって、事後分布を推定(モンテカルロ近似)( )

 Monte Carlo Filter (北川ら、’95), Bootstrap Filter 
(Gordon ’96) ConDensation (Isardら ’98) とも呼ばれ(Gordon, 96), ConDensation (Isardら、 98) とも呼ばれ
るが基本的に同じ

 その後 Particle FilterParticle Filter(粒子フィルタ)という呼び名に落 その後 Particle FilterParticle Filter(粒子フィルタ)という呼び名に落
ち着く
• ＣＶ分野ではConDensationと呼ばれることも多いＣＶ分野ではConDensationと呼ばれることも多い



Condensation（MCMC, Particle Filter ）
M.Isard and A.Blake “CONDENSATION”, IJCV, 1998

Condensation(Conditional Density Propagation)
•追跡対象の状態を確率的に推定（ランダムサンプリングによって各•追跡対象の状態を確率的に推定（ランダムサンプリングによって各
フレームごとに推定する）

•ランダムサンプリング・・・仮説を無作為（ランダム）に散布
追跡対象についての事前知識を用いてパ テ クルの位置を観測•追跡対象についての事前知識を用いてパーティクルの位置を観測

•その中で対象である可能性の高いものを抽出

尤度（尤もらしさ）と呼ぶ



Condensation（MCMC, Particle Filter ）
M.Isard and A.Blake “CONDENSATION”, IJCV, 1998

輪郭（モデル）からエッジ（画像情報）輪郭（モデル）からエッジ（画像情報）
点までの距離を尺度（尤度）とする点までの距離を尺度（尤度）とする

対象表現：輪郭モデルモデル(一般的に：高次元)対象表現：輪郭モデルモデル( 般的に：高次元)
類似度(尤度）：エッジと輪郭の距離

照明変化 色の変化に強い照明変化、色の変化に強い
裾野が広く、滑らかな尤度分布



処理の流れ(1/4)処理の流れ(1/4)

1. 前の時刻 での事後確率から，ランダムサンプリ
ングによって仮説サンプル（パーティクル）を生成

1t
グ 仮説 （ ィク ）を 成

時刻(t-1)の
時刻(t–1)の重みつき

仮説
事後確率

時刻 t の仮説

事前確率

事前確率 ： 事象Aが発生する確率P(A)
事後確率 ： 事象Xが発生した下で事象Aが発生する確率P(A|X)



処理の流れ(2/4)処理の流れ(2/4)
2. 時刻 t の仮説サンプルと観測結果から尤度を推定

し，時刻 t の事後確率（分布）を生成

!

元の画像 エッジ画像

サンプルの座標 ( x1 , y1 )
対象（モデル）の座標 ( x2 , y2 ) d = ( x2ー x1 )2 + ( y2ー y1 )2                                

2点間の距離 ： d

2点間の距離が近いほど尤度が高くなるように，尤度関数を設定



処理の流れ(3/4)処理の流れ(3/4)
2. 時刻 t の仮説サンプルと観測結果から尤度を推定

し，時刻 t の事後確率（分布）を生成

事前確率

時刻 t の仮説

尤度関数

時刻 t の
事後確率

時刻 t の重み付き仮説

事後確率

注：尤度関数は応用によって自由に定義することができる注：尤度関数は応用によって自由に定義することができる



処理の流れ(4/4)処理の流れ(4/4)
プ3. 尤度に応じてサンプルの重みを計算し，その比に応

じて次の時刻 の仮説サンプル数を決定1t

時刻 t の画像 時刻 t + 1 の画像

仮説サンプル 対象 ： ： ＝ 2 ： 1 ： 0

対象（モデル）と全ての仮説サンプルとの距離を計算

仮説サンプル 対象

重みの比で仮説サンプル数を決定

2 1 0

対象（モデル）と全ての仮説サンプルとの距離を計算



Monte Carlo Filterを用いた追跡の利点

 システムプロセス、観測プロセスが任意

あるサンプルに対する尤度が定義できれば基本的• あるサンプルに対する尤度が定義できれば基本的
になんでもいい

 非ガウシアン分布を表現可能 非ガウシアン分布を表現可能
 実画像の観測過程は雑音（ノイズ、見え隠れ）

ガウス性の分布 実際の分布（複雑な状況）

 多重仮説
 尤度分布が局所的に

状態

尤度

 尤度分布が局所的に
 滑らかでなくてもいい

状態



黒目の追跡・視線推定

追跡対象表現（モデル）：黒目の輪郭

処理速度:25ms/frame MIRU’05インタラクティブセッション優秀賞



Monte Carlo Filterを用いた追跡の欠点

 状態ベクトルが高次元になると計 状態ベクトルが高次元になると計
算量が増加（ビデオレートが困難）
• 多数のサンプリングが必要 尤度多数 リ グ 必要

 複数ターゲットへの拡張が難しい
尤度

 尤度分布の裾野が狭いと不安定

状態

尤度分布 裾野 狭 不安定
になる

 精度問題？
尤度

 精度問題

状態



K-meansトラッカー（色と位置情報）ラッ （色 位置情報）

ヨーロッパカップヨーロッパカップ

NBANBANBANBA
処理速度:30ms/frame

船井若手奨励賞’05船井若手奨励賞’05

山下研究賞’08



K-means Trackerの基本原理基本原理
http://vrl.sys.wakayama-u.ac.jp/VRL/studyresult/study_result_3.html

5次元空間でクラスタリング
・対象に関する正事例（ターゲット）と
負事例（非ターゲット）を用いる

可変楕円モデル更新

素素

・色(Y,U,V or R,G,B)・位置(x,y)から構成さ
れる５次元特徴空間内でのクラスタリング

楕円重心

５次元特徴空間
入力画素画素

d
ターゲットクラスタ中心

非ターゲット楕円重心

対象の位置
＝

Nd

Td

Nd

Td :最も近いターゲットまでの距離
Nd

Td

Td :最も近いタ ゲットまでの距離

Nd :最も近い非ターゲットまでの距離



Target cluster centers
Pixel classification by y
K-means clustering

(from the previous frame)

Background samples 
(no-target cluster centers(no target cluster centers 
collected from the ellipse)

Search area (updated for each frame)



K-means Trackerの追跡例



Comparative Experiment Results
Translation 

(1)

2D 
Rotation 

(2)

3D 
Rotation 

(3)
Scale

(4)

Color 
shift 
(5)

Partially 
occlusion 

(6)

Wired 
object 

(7)

Textured 
lighting 

(8)

SAD 
Template 
matching

Mean-
shift 

(Comanic
iu, 2003)

K-means 
tracker

Comparative Movies (1) (3)(2) (4) (7)(5) (6) (8)

Hardly track the target Can track but unstably. Track well

p ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

Wakayama University     Vision and Robot Laboratory---- VRL



顔検出・追尾機能のあるデジカメ機
K-meansトラッカーによる被写体追尾機能を実装したデジカメが，
三洋電機製品として発表されました洋電機製品として発表されました

「ジャパネットたかた」という通販で販売
型番：DSC-X1200 
※ カ クした被写体を自動追尾する「 シ カ※フォーカスロックした被写体を自動追尾する「AFシーカー」
商品情報はジャパネットたかたのWebサイト
http://www japanet co jp/shopping/index htmlhttp://www.japanet.co.jp/shopping/index.html
https://www.japanet.co.jp/shopping/internet/InetGoodsList.do



顔自動追尾のビデオカメラ
被写体追尾技術を搭載した三洋Xacti2010年モデル
http://jp sanyo com/news/2010/01/15-1 htmlhttp://jp.sanyo.com/news/2010/01/15 1.html
http://sanyo.com/news/2010/01/15-1.html （英文）
４．その他の特長
写真機能:「新・手ぶれ補正機能」※6「顔検出追尾機能」※7「色検出追尾機能」※8 
※8 本機能は、和歌山大学のK-Meansトラッカー技術を参考に独自
で開発を行いましたで開発を行いました。



鮮明な画像撮影のための高速追従型能動カメラ

「位置制御」
安定な画像処理

相乗

鮮明な対象の画像

相乗
効果

対象の「速度」と「位置」を合わす

物体の認識・画像処理が不安定化

画像
K-meansトラッカー
対象追跡

画像処理

対象追跡

物体の認識・画像処理が安定化制御
PID制御



高速追従型アクティブカメラの概要

画像撮影 能動カメラ①

対象追跡の画像処理 ② K-means tracker

追跡対象の角速度推定 ③処理結果より対象の運動予測
位置、速度、加速度より計算

PTUの制御量決定・制御 ④対象の角速度、位置に合わす

鮮明な対象 画像鮮明な対象の画像



ランダムな動きに対しての追跡ランダムな動きに対しての追跡



試合中のポールの自動追従試合中 ポ ル 自動追従

アクティブカメラ

Wakayama University



高速に運動している頭部追跡実験高速に運動して る頭部追跡実験



試合中の注目選手の自動追従

アクティブカメラ

Wakayama University



鮮明な画像撮影のための高速追従型2眼能動カメラ



Application of the K-means tracker
国際会議でのデモ風景 処理速度30fps 

CVIM研究会2004卒論セ シ ン最優秀賞 システム制御情報学会論文賞

Wakayama University Vision and Robot Laboratory---- VRL

CVIM研究会2004卒論セッション最優秀賞；システム制御情報学会論文賞



まとめま
 モデルの表現と類似性尺度について

勾配法に基づく探索について 勾配法に基づく探索について

 見えに基づく追跡

• →Lucas Kanade法

 色ヒストグラムによる追跡

 →Mean Shift法
 色・位置＋前景・背景による追跡 色 位置＋前景 背景による追跡

 →K-means Tracker
 動き予測に基づく探索 動き予測に基づく探索

• 過去のフレームから次の位置を予測

非線形に拡張 P ti l Filt ランダムサンプリングに• 非線形に拡張→Particle Filter：ランダムサンプリングに
よる推定



出席チェック出席チェック

籍学籍番号、氏名

予測に基づく探索の利点、欠点を述べなさい予測に基づく探索の利点、欠点を述べなさい



Webによる授業評価アンケ トWebによる授業評価アンケート
実施期間：７月12日（木）～７月30日（金）実施期間：７月12日（木） ７月30日（金）

大学院講義関係大学院講義関係：
http://www.sys.wakayama-u.ac.jp/ｇ-enquete/ 

（記入をお願いします）

アンケートの趣旨趣
今後の授業改善のための資料になる
匿名性があるとともに成績には一切関係しない


