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あらまし 本論文では，Boosting に基づく特徴量の共起表現による人検出法を提案する．既に，特徴量間の共
起を表現する手法として AdaBoost により 2 値に識別した符号を複数組み合わせる手法が提案され，顔検出にお
いてその有効性が確認されている．しかし，入力特徴がオクルージョンなどの影響によって，どちらのクラスと
も言いがたい場合にも 2 値に識別して共起を表現するため，間違えた符号を組み合わせる問題がある．そこで，
弱識別器の出力が連続値である Real AdaBoost を用いて，出力を演算子によって結合した共起表現による人検
出法を提案する．提案手法は，オクルージョンなどの影響を抑制することができるため，高精度な検出が期待で
きる．評価実験により，従来法と比較して誤検出率 5.0%において検出率を約 6.8%向上させることができた．
キーワード

人検出，共起，Real AdaBoost，Histograms of Oriented Gradients

更に，検出精度を向上させるために，アピアランス

1. ま え が き

とは異なる特徴量の併用 [5]〜[7] などが提案されてい

画像中から自動的に人を検出する技術は，監視シス

る．しかし，これらの手法は，背景画像や複数枚の連

テムや ITS など多岐にわたる分野で実現が期待されて

続した画像が必要などの条件がある．そこで，1 枚の

いる．また，人の追跡や姿勢認識の前処理としても必

画像から高精度な検出を実現するために特徴量間の関

要な技術であるため，近年最も盛んに行われている研

係をとらえることができる Shapelet 特徴 [10] や Joint

究の一つである．近年の人検出法は，Viola と Jones

Haar-like 特徴 [9] が提案された．これらの特徴量は，

が提案した顔検出 [1] に代表されるように low-level な

複数の low-level な局所特徴量を Boosting によって組

特徴と統計的学習による Boosting の組合せによる手

み合わせることにより，特徴量間の関連性をとらえる

法が多い．人検出に有効な low-level な局所特徴量と

ことができる．このため，検出対象物体の構造に基づ

して，領域の累積エッジ強度の比を特徴量とする Edge

いた特徴の関係性を評価することにより高精度な検出

Orientation Histograms (EOH) [2] や，局所領域に

が可能となる．しかし，Shapelet 特徴量は多数の弱識

おけるこう配方向をヒストグラム化した特徴量である

別器による識別が必要であるため処理コストが大きく，

Histograms of Oriented Gradients (HOG) [3]，エッ

Joint Haar-like 特徴量はオクルージョンなどの影響を

ジ同士をつなげた短い線，カーブを特徴量として表現

受けやすい問題がある．

する Edgelet [4] など，エッジに着目した特徴量が多

そこで，本論文では Real AdaBoost [8] の弱識別器
の出力を演算子によって結合する新しい特徴量間の共

数提案され，高い検出精度を達成している．

起表現による人検出法を提案する．Real AdaBoost
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様なとらえ方で表現することが可能であるため高精度

そこで，我々は弱識別器の出力が連続値である Real

AdaBoost を利用し，弱識別器の出力を演算子によって

な人検出が期待できる．

結合することによって共起確率特徴を算出する．Real

2. 従来の共起表現法

AdaBoost の弱識別器の出力は，大量の学習サンプル

近年では，検出性能を向上させるため，low-level

を用いることで統計的な信頼度を連続値によって出力

特徴を Boosting により組み合わせ，識別に有効な

する．信頼度は，プラスの方向へ大きい場合は検出対

mid-level な特徴量を生成する手法が多数提案されて

象である信頼性が高く，マイナスの方向へ大きい場合

いる．Mita らは，複数の Haar-like 特徴の共起に基づ

は検出対象である信頼性が低いことを表す．そのため，

く Joint Haar-like 特徴を提案した．Joint Haar-like

オクルージョンなどの影響によって low-level な特徴

特徴量は，Haar-like 特徴量から 2 値に識別した符号

量を用いた識別が間違った場合においても，それ以外

を組み合わせることにより表現され，組み合わされた

の low-level な特徴量が正しい識別を行うことにより，

Joint Haar-like 特徴の同時確率に基づき識別を行う．

最終的な識別を正しく行うことができる．

そのため，Joint Haar-like 特徴では，顔の構造に基づ
いた特徴量の関係性をとらえることができる．例えば，

3. 共起確率特徴による人検出

図 1 では，3 個の Haar-like 特徴によって顔の特徴的

Real AdaBoost の複数の弱識別器から得られる出

な部分を複数とらえることができる．これは，単一の

力を演算子により結合した共起確率特徴を提案する．

Haar-like 特徴ではとらえられない，各 Haar-like 特

図 2 に提案手法による識別の流れを示す．本研究は，

徴量間の共起性をとらえることが可能となる．Joint

画像中から検出ウィンドウをラスタスキャンし，検出

Haar-like 特徴は，Viola と Jones の顔検出と比較し

ウィンドウから得られる low-level 特徴量から共起確

て，高精度かつ高速に処理することが可能であり，検

率特徴を生成し，この特徴により人（ポジティブクラ

出対象や組み合わせる low-level な特徴量に制限がな

ス）とそれ以外（ネガティブクラス）の判別を行う．

いため，このような共起を表現する方法は非常に有効

本章では，low-level 特徴として用いる HOG 特徴量に

である．しかし，組み合わせる特徴量の中に，誤った

ついて説明した後，提案する共起確率特徴について説

2 値符号が含まれていた場合，Joint Haar-like 特徴量

明する．

にも影響するため，最終的な判定に用いられる同時確

3. 1 HOG 特徴量

率の確率分布によっては誤識別する問題がある．特に，

本研究では，low-level な特徴量として，人検出に

検出対象が人など形状変化の激しいものや画像中の重

おいて有効な特徴量とされている Histograms of Ori-

なりによるオクルージョンが発生した場合，これらの

ented Gradients (HOG) 特徴量 [3] を用いる．HOG

問題が多く発生することが考えられる．

特徴量とは，局所領域における輝度のこう配方向をヒ
ストグラム化した特徴ベクトルである．近接画素のこ
う配を局所領域によってヒストグラム化するため，照
明の影響を受けにくく，局所的な幾何学変化に頑健と
いう特徴がある． まず最初に，各ピクセルの輝度 L か
らこう配強度 m とこう配方向 θ を次式より算出する．

m(x, y) =
図 1 Joint Haar-like 特徴
Fig. 1 Joint Haar-like feature.

Fig. 2
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fx (x, y)2 + fy (x, y)2

θ(x, y) = tan−1

fy (x, y)
fx (x, y)

図 2 提案手法による人検出の流れ
Flow of pedestrian detection by the proposed method.

(1)
(2)
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Fig. 4

図 4 最終識別器の構築
Structure of final classifier.

量が得られる．

3. 2 共起確率特徴の生成
共起確率特徴を算出し，人とそれ以外を判別する最
終識別器の構築を行う．共起確率特徴を用いた学習の
流れを図 4 に示す．ここでは，学習部を三つに分けて
説明する．一つ目は，1 段階目の Real AdaBoost に
よる特徴選択（図 4 (a)），二つ目は low-level 特徴の
結合による共起確率特徴の算出（図 4 (b)），三つ目は
(a) Input image

図3



(b)Cells

2 段階目の Real AdaBoost による最終識別器の構築

(c) Blocks

HOG 特徴量算出に用いるセルとブロック
Fig. 3 Cells and blocks for HOG.

fx (x, y) = L(x + 1, y) − L(x − 1, y)
fy (x, y) = L(x, y + 1) − L(x, y − 1)

（図 4 (c)）である．

3. 2. 1 1 段階目の Real AdaBoost による特徴選択
共起確率特徴は，複数の HOG 特徴量を結合させて

(3)

算出する．ここでは，2 個の特徴量の結合について説
明するが，提案手法では N 個の特徴量の結合について

次に，算出されたこう配強度 m とこう配方向 θ を

も容易に拡張可能である．得られた 3,240 個の HOG

用いて，セル領域（5 × 5 ピクセル（図 3 (b)））にお

特徴量の全組合せから，Real AdaBoost により最もエ

いて，輝度のこう配方向ヒストグラムを作成する．た

ラーの少ない 2 個の特徴量の組合せを探索した場合，

だし，算出されたこう配方向は，0◦ – 360◦ となるが，

共起確率特徴の弱識別器候補が

◦

◦

3240 C2

= 5, 247, 180

0 – 180 に変換する．この理由は，歩行者の服の明る

個となるため膨大な学習時間が必要となる．そこで，

さとそれに隣接する背景領域の明るさの大小関係が逆

効率的な学習を行うために 3,240 個の HOG 特徴量か

転しても不変となり，人の服装に対して影響されない

ら，Real AdaBoost のアルゴリズムを用いて特徴選

こう配方向が得られるためである．得られたこう配方

択を行い，識別に有効な M 個の HOG 特徴量のみの

◦

向は，20 ずつに分割することにより 9 方向のこう配

組合せを行う．これにより，検出精度を維持しながら，

方向ヒストグラムを得る．最後に，次式によりブロッ

学習時間を削減することができる．

ク領域（3 × 3 セル（図 3 (c)））ごとに特徴量を正規
化して抽出する．

v
v= 
 k

(
v(i)2 ) + ε

(ε = 1)

(4)

i=0

ここで，v は HOG 特徴量，k はブロック内の HOG
特徴量の数，ε は分母が 0 の場合に計算不能になるこ
とを防ぐ係数である．ブロックは 1 セルずつ移動させ

まず，HOG 特徴量から確率密度分布 W+ ，W− を作
成する．確率密度分布 W± は，一次元のヒストグラム
により表現され，学習サンプルの重み Dt に基づいて
次式より作成する．

W+j =



Dt (i)

(5)

Dt (i)

(6)

i:j∈J∧yi =+1

W−j =



i:j∈J∧yi =−1

ながら HOG 特徴量の抽出を行う．検出ウィンドウを

ここで，t は学習回数，i は学習サンプルの番号，j は

30 × 60 ピクセルに正規化した場合，3,240 個の特徴

一次元ヒストグラムの BIN の番号，yi はクラスのラ
1127
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ベル y ∈ {1, −1} を表す．学習サンプル i から特徴量
を算出し，特徴量の値に対応する一次元ヒストグラム
の BIN の番号 j へ学習サンプルの重み Dt (i) を加算
することで，確率密度分布 W± を作成することがで
きる．一次元ヒストグラムの BIN 数は，学習サンプ
ルの数に応じて適切な値にする必要がある．本研究で
は，実験より一次元ヒストグラムの BIN の数を 64 と
した．作成した確率密度分布 W± は，クラスごとの確

Fig. 5

図 5 HOG 特徴量による共起特徴
Feature co-occurrence representation by HOG
features.

率密度分布の総和が 1 となるように正規化する．
次に確率密度分布 W± を用いて，分布の分離度を表

 j j
α=1−
W+ W−

ら得られた 3,240 個の HOG 特徴量を x，弱識別器の
出力を h1(x)，h2(x) とした場合，下記の 2 パターン

す評価値 α を次式より算出する．

(7)

j

の結合により共起確率特徴 C1，C2 を次式より表現
する．

この評価値 α が大きいほどポジティブクラスとネガ

C1 = h1(x) + h2(x)

(9)

ティブクラスの分布が分離していることを意味する．

C2 = h1(x) × h2(x)

(10)

最後に，すべての HOG 特徴量から得られる確率密度
分布の分離度を表す評価値 α を用いて，大きい順に
ソートを行い，α の大きい方から M 個を特徴 Pool と
する．本研究では，特徴 Pool を 200 個とした．

3. 2. 2 low-level 特徴の組合せによる共起確率特徴
の算出
提案する共起確率特徴は，Real AdaBoost の複数
の弱識別器から得られる出力と評価値を演算子によっ
て結合した特徴量である．そのため，複数の特徴量を
演算子により多様なとらえ方で観測することができ，
単一の特徴のみでは識別困難なパターンに対しても高
精度な検出が可能となる．
共起確率特徴の算出法について以下に述べる．まず，
作成したポジティブクラスとネガティブクラスの確率
密度分布 W+ ，W− を用いて，弱識別器の出力 h(x)
を算出する．学習サンプルより得られる特徴量 x の値
から，一次元ヒストグラムの BIN の番号 j を算出し，
それに対応した確率密度分布 W± から弱識別器の出力

h(x) を次式より算出する．
1 W+ + 
h(x) = ln
2 W− + 

まず，共起特徴 C1 は，弱識別器の出力の和であるた
め，二つの特徴量を総合的にとらえる特徴量となる．
そのため，片方の特徴量が隠れやノイズ等の外乱の影
響を受けた場合でも，もう一つの特徴量がクラスをよ
く表現していればそのクラスを反映した特徴量となる．
次に，共起特徴 C2 は，弱識別器の出力の積をとるた
め，両方の重み付き出力が高いときは高い共起特徴の
値，それ以外は小さい共起特徴の値となる．
検出時には，検出ウィンドウから得られる HOG 特
徴 x から弱識別器の出力を h1(x)，h2(x) を求め，共
起特徴 C1 若しくは C2 を算出する．2 個の HOG 特徴
量から共起特徴を生成する概念図を図 5 に示す．特徴

Pool が 200 個の場合，弱識別器の候補は 200 C2 × 2 演
算子 = 39, 800 個となる．これらの弱識別器候補は，

Real AdaBoost を用いた識別器構築の特徴選択時に
自動的に選択される．

3. 2. 3 2 段階目の Real AdaBoost による最終識
別器の構築
生成した共起確率特徴を用いて 2 段階目の Real

(8)

AdaBoost により最終識別器の構築を行う．3. 2. 1 に
て説明した共起確率特徴の算出のために作成する特徴

ここで， は分母が 0 の場合に計算不能になること

Pool は，更新される学習サンプルの重みに従い学習ラ

を 防 ぐ た め の 係 数 で あ る ．本 研 究 で は ，実 験 よ り

ウンドごとに作成し直す．これにより，前の学習ラウ

 = 0.0000001 とした．学習サンプルより得られる

ンドで誤識別した学習サンプルに対して重みが高くな

特徴量 x の値から，一次元ヒストグラムの BIN の番

るため，このサンプルを正識別するような特徴 Pool

号 j より確率密度分布 W± の値が得られる．

が各ラウンドごとに作成される．

算出した Real AdaBoost の弱識別器の出力 h(x)
を用いて共起確率特徴を算出する．検出ウィンドウか
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3. 3 N 個の特徴量を用いた共起特徴への拡張
3. 2 では，共起特徴を算出するために 2 個の HOG
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特徴量の結合を行ったが，提案手法は N 個の HOG 特
徴量についても容易に拡張することが可能である．本
節では，N 個の HOG 特徴量の結合を行い，共起特徴
を算出する．

4. 評 価 実 験
本章では，提案手法の有効性を確認するために，下
記に示す二つの実験を行う．

3. 3. 1 最適な特徴量の組合せ探索
3. 2 で示した共起特徴の生成法を用いて多数の HOG
特徴量の組合せを行った場合，特徴 Pool のサイズを
小さくしても長時間の学習時間が必要となる．そこ

実験 (1)：提案手法と従来法の比較実験
実験 (2)：最適な特徴量の個数の推定

4. 1 データベース

で，効率的な組合せ探索を行う Sequential Forward

評価実験は，文献 [7] で使用されている人画像データ

Selection (SFS) [11] を用いる．SFS は，はじめに最

ベースを使用する．この人画像データベースは，屋外

も評価値 α が高い HOG 特徴量を 1 個選択する．次

で撮影した映像から人の全身の画像を切り出すことで

に，共起特徴の評価値 α が最も高くなるように別の特

作成されている．カメラの設置環境は，地上から高さ

徴量を 1 個追加する．これを N 回繰り返すことによ

約 6〜12 m，設置角度を下方約 30◦ としている．得ら

り，N 個の HOG 特徴量を効率的に組み合わせること

れた映像は様々な場所で撮影しているため，背景や照

ができる．

明，人の向きなどが異なったデータとなっている．人画

3. 3. 2 最適な結合させる特徴量の個数の推定

像を切り出すために，人の全身を最小方形となるよう

結合する HOG 特徴量の個数 N を増やすことによ

に囲い，最小方形の縦幅と横幅の 10%を余白として横

り，より強力な弱識別器を作成することができる．し

端，縦端に加えている．また，評価用サンプルについ

かし，共起の関係を強くするほど過学習となる等の問

ては，位置ずれを含んだデータとなっている．上記の

題が考えられるため，結合させる特徴量の最適な個数

方法により切り出された人画像の解像度は，30 × 60〜

を各学習ラウンドごとに決定する必要がある．そこで，

40 × 80 ピクセルとなった．画像データベースの枚数

文献 [9] と同様の手法により，結合させる特徴量の最

は，学習用のポジティブサンプルは 2,053 枚，ネガティ

適な個数を推定する．文献 [9] では，学習用サンプル

ブサンプルは 6,253 枚用いる．評価も学習と同様に切



とは別に N 個の検証用サンプルを用いて評価を行う

り出された画像を用いて行う．評価用はポジティブサ

hold-out 法により結合させる特徴量の個数を推定して

ンプルは 1,023 枚，ネガティブサンプルは 1,233 枚用

いる．hold-out 法は，結合させる特徴量の個数 N を

いる．また，hold-out 法により結合する特徴量の個数

あらかじめ決めた上限値 Nmax まで増加させ，各 N

を推定する実験 2 では検証用サンプルも必要となるた

に対する弱識別器を学習し，Nmax 通りの弱識別器候

め，新たに検証用としてポジティブ，ネガティブサン



補を得る．この中から，その学習ラウンド T までの

プルともに 1,000 枚用意した．図 6 に学習用サンプル

強識別器により検証用サンプル (xi , yi ) に対する識別

の一部を示す．





誤り率 ET  を最小とする N を選択している．識別誤

4. 2 評 価 方 法

り率 ET  は，次式より識別誤りとなった検証用サンプ

比較には Detection Error Tradeoﬀ (DET) [12] に
よって評価を行う．DET とは，横軸に誤検出率 (False

ルの数を計数することにより求められる．

positive rate)，縦軸に未検出率 (miss rate) を両対数



ET 

M


1 
=
I(HT  (xi ) = yi )

M n=1

(11)

こ こ で ，HT  (x) は ，そ れ ま で の 学 習 ラ ウ ン ド に
お け る 強 識 別 器 と し て 式 (12) で 表 さ れ る ．な お ，




I(HT  (xi ) = yi ) は，HT  (x) による識別結果が誤
りならば 1，正しい場合には 0 となる．

HT  (x) = sign

t=1

を変化させることによって，誤検出率に対する未検出
率の比較を行うことが可能である．原点に近いほど検
出性能が良いことを表す．

4. 3 実

験

1

実 験 1 で は ，提 案 手 法 の 共 起 表 現 の 有 効 性 を
確 認 す る た め に 比 較 を 行 う．実 験 は ，共 起 を 表 現
し な い 方 法 (HOG+Real AdaBoost)，従 来 の 共 起



T


グラフによって表したものである．識別器のしきい値

ht (x)

(12)

表現法 [9](HOG+Conventional method)，和演算子
（式 (9)）を用いた共起表現法 (Proposed method (+)，
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表 1 誤検出率 5.0%における検出率
Table 1 Detection rate with miss rate 5.0%.
手法
HOG + Real AdaBoost
HOG + 従来の共起表現法
提案手法 (×)
提案手法 (+)
提案手法 (+ and ×)

検出率
50.2
69.4
63.0
69.6
78.3

(a) Positive class

(b) Negative class

図 8 選択された演算子の割合
Fig. 8 Ratio of selected operators.

図 6 学習サンプルの一部
Fig. 6 Examples of training data.

図 7 と表 1 に実験結果を示す．結果より，DET カー
ブ全体が原点に近いことから，最も検出性能が高い手
法は和演算子と積演算子を用いた共起表現法であるこ
とが分かる．まず，提案する共起表現法を比較する．
検出性能は，和演算子と積演算子を用いた共起表現法，
和演算子を用いた共起表現法，積演算子を用いた共起
表現法 (×) の順に高いことが分かる．異なる共起表
現法を併用することで検出性能が向上しているため，
和演算子と積演算子は異なる共起表現法であり，Real

AdaBoost により最適な共起表現方法を選択すること
で検出性能が向上していると考えられる．和演算子と
積演算子を用いた共起表現法において，学習中に選択
図 7 DET カーブ
Fig. 7 DET curves.

された演算子の割合を図 8 に示す．学習の初期では，
和演算子の共起表現法が多く選択され，学習ラウンド

100 回以降は和と積の演算子の選択される割合が同程
積演算子（式 (10)）を用いた共起表現法 (Proposed

度であることが分かる．そのため，学習の初期では多

method (×)，和演算子（式 (9)）と積演算子（式 (10)）

くの学習サンプルを正識別させるために和演算子が多

を用いた共起表現法 (Proposed method (+ and ×)

く選択され，学習の中盤においては高い重みをもつ学

を比較する．提案手法は，3. 2 で記述した方法によっ

習サンプルに対して正識別するために積演算子が選択

て検出器を構築する．学習は，性能評価を平等にする

されていると考えられる．

ために，結合する特徴量数 N = 2 としたときの共起

次に，和演算子と積演算子を用いた提案手法と共起

特徴を用いる．その際の強識別器に使用する特徴量は

を表現しない方法の比較を行う．誤検出率 5.0%の未

計 500 個とする．

検出率を比較した場合，提案手法は共起を表現しない
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Fig. 9

図 9 識別可能となったサンプル例
Example of classifiable data by the proposed
method.

表 2 識別に用いる特徴量の数と学習回数
Table 2 Total number of features and training round
to use for strong classifier.
弱識別器に用いる特徴量数
1
3
7
Nmax = 7

学習回数
500
167
72
110

図 10 DET カーブ
Fig. 10 DET curves.

Table 3

弱識別器に用いる特徴量数
1
3
7
Nmax = 7

全特徴量数
500
501
504
500

方法よりも検出率が 27.8%向上した．最後に，和演算

表 3 誤検出率 5.0%における検出率
Detection rate with false positive rate 5.0%.
検出率 [%]
50.2
84.0
81.6
87.3

を比較する．識別に用いる HOG 特徴量の数が検出

子と積演算子を用いた提案手法と従来の共起表現法の

精度に影響を与えないように，強識別器に使用する

比較を行う．誤検出率 5.0%の未検出率を比較した場

HOG 特徴量の数は 500 個に固定する．表 2 に，学習

合，提案する共起表現法は従来の共起表現法よりも検

回数と 1 個の弱識別器に用いる特徴量の数，強識別器

出率が 6.8%向上した．これは，提案手法では複数の

に用いる特徴量の数を示す．弱識別器に用いる特徴量

演算子により弱識別器の出力を結合するため，従来法

が 1 個の場合は共起表現できないため，HOG 特徴量

よりも多様な結合の表現が可能になったと考えられる．

と Real AdaBoost を組み合わせた手法となる．また，

従来の共起表現法では正しい識別ができないが，提

弱識別器に用いる特徴量数として最適な個数を推定す

案手法では識別できるようになった例を図 9 に示す．

るために hold-out 法により求める手法は，1 個の弱識

図 9 (a) は，オクルージョンが発生している場合や人

別器における HOG 特徴量の最大結合個数 Nmax = 7

の形状変化が激しい場合においても正しい識別が可能

とする．

になった．図 9 (b) は，縦方向の強いこう配が人の形

図 10 と表 3 に実験結果を示す．実験結果より，全

状に似ているため，従来法では誤検出していたが，提

体的に共起表現した手法が良い結果が得られているこ

案手法では人に似た背景に対しても頑健に検出が可能

とが分かる．例えば，Nmax = 7 とした hold-out 法

となった．この理由として，従来の共起表現法では，

により最適な結合数を推定した識別器は，共起を表

画像から得られた low-level 特徴量に基づいて人と人

現しない方法よりも，誤検出率 5%において検出率が

以外の 2 値に識別するため，誤識別した 2 値符号が組

37.1%向上している．中でも，hold-out 法により結合

み合わされた場合，最終的な判定に悪影響を及ぼす可

させる特徴量の最適な個数を推定する方法が最も精度

能性がある．これに対して，提案手法は実数を出力す

が高い．結合させる特徴量の個数による違いは，増や

る Real AdaBoost の弱識別器の出力を演算子によっ

すほど検出率が向上するが，7 個結合させると検出率

て結合するため，従来の共起表現法よりも悪影響を及

が低下している．この理由は，多数の特徴量を結合さ

ぼす可能性が低いためだと考えられる．

せた結果，学習サンプルに過剰適合し，汎化性能が低

4. 4 実

験

2

HOG 特徴量の結合する個数による検出性能の違い

下したことが考えられる．そのため，hold-out 法に
よって最適な結合させる特徴量の個数を推定すること
1131

電子情報通信学会論文誌 2009/8 Vol. J92–D No. 8

(a) Average gradient
image

図 12
Fig. 12

Fig. 11

(b) Selected HOG feature

平均こう配画像と選択された HOG 特徴量の可視化
Average gradient image and visualization of
selected HOG features.

図 11 結合された特徴量の数
Number of feature in weak classifier.

が有効であり，提案する共起特徴に対しても適応でき

図 13 選択された HOG 特徴量の可視化
Fig. 13 Visualization of selected HOG features.

ていることが分かる．

4. 5 考

察

hold-out 法を用いて結合させる特徴量の最適な個数

では右半身のシルエットをとらえるような HOG 特徴
量が選択されている．これは，学習ラウンドの初期で

を推定した手法において，学習時に選択された HOG

は，多数の HOG 特徴量を用いて人の形状をとらえて

特徴量から考察を行う．まず，hold-out 法によって結

いることから，人の大まかなシルエット形状の情報を

合させる特徴量の最適な個数が，各学習ラウンドにお

とらえることができると考えられる．次に，学習ラウ

いてどのように変化しているかに着目する．図 11 に，

ンド終盤に選択された HOG 特徴量に着目する．図 13

Nmax = 7 としたときの学習回数 30 ラウンドごとに

に学習ラウンドの終盤（108〜110 ラウンド）におい

選択された HOG 特徴量の結合した個数の分布を示す．

て選択された HOG 特徴量の可視化例とこの弱識別器

図 11 から学習ラウンドの初期では，6 個や 7 個といっ

によって正しい識別が可能な学習サンプルを示す．学

た多数の HOG 特徴量が結合され，学習ラウンドが進

習ラウンドの終盤では，少数の HOG 特徴量によって

むにつれて HOG 特徴量の結合数が減少していること

人の輪郭とは異なる位置とこう配の HOG 特徴量が選

が分かる．

択されている傾向がある．これらは，学習ラウンドの

次に，各学習ラウンドにおいてどのような HOG 特

初期でとらえられていた大域的な情報では得られない，

徴量が選択されているかに着目する．図 12 に学習サ

学習サンプルの局所的な情報に着目していると考えら

ンプルの平均こう配画像と学習ラウンドの初期に選択

れる．これらの学習サンプルは，図 12 のような弱識

された HOG 特徴量を可視化した例を示す．学習ラウ

別器ではとらえにくいため，学習の後半ではこのよう

ンドの初期では，人の輪郭に沿った HOG 特徴量が多

なサンプルに対応するために，局所的な情報をとらえ

数選択されている．例えば，学習ラウンド 1 回目では，

られる特徴量が選択されていると考えられる．

人の頭部，手，足部の形状をとらえる HOG 特徴量が

4. 6 提案手法による人検出の実施例

選択されている．更に，2 回目では人の左半身，3 回目

評価実験では，切り出したデータベースを用いて提
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図 14 提案手法による人検出例
Fig. 14 Examples of pedestrian detection.
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