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技術概要

 概要
衣服特徴を用いた人物検索システムについて検討
衣服は全身が遮蔽されていなければ比較的大きく容易に取
得することができる人物特有の特徴

あらかじめ登録してある衣服特徴データベースと画像中の
人物の衣服特徴を比較して対象人物を検索

 用途
人物の検出，検索，認識・認証
防犯・セキュリティからマーケティングに至るまで利用方法
は多様

 従来技術・競合技術との比較
色・模様といった衣服特徴の抽出手法の提案，身体方向に
よって見え方の異なる場合への対応，照明条件の異なる環
境への対応といった課題に対し，それぞれ手法を提案
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 顔情報を用いることで比較的容易に個人認証，性別・年齢推定
監視カメラ画像に映る人物は小さい
顔向きも一定ではない

人物の顔を常に取得することが困難
カメラを複数台設置して死角をなくすことも考えられるが，コ
ストや監視の手間が増大

研究背景 (1/2)

 監視カメラ映像から自動で情報取得
人物の検出，検索，認識・認証に関する研究
防犯・セキュリティ・マーケティング等の応用
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研究背景 (2/2)

 衣服
全身が遮蔽されていなければ比較的大きく容易に取得可能
問題点としては制服やスーツなど，類似した衣服
 however...他人と同じ服を着ることは好まれておらず，むしろ
他の人と異なる格好をすることが多い
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 想定環境
ある場所で撮影した画像から抽出・登録した衣服情報に基
づき，他の場所の画像から当該人物を検索

 例えば商業施設において
「上は赤と青のチェックの
ジャンパー，下は紺色の
スカートを履いた身長
100cmくらいの女の子」を

キーワードとしてカメラ画
像から検索



先行研究

 衣服特徴を使用
人物認識

5[1]  山口純平, 嶋田和孝, 榎田修一, 江島俊朗,遠藤勉, “顔特徴とコンテキスト情報に基づく人物識別” , 日本知能情報ファジィ学会誌知能と情報, Vol.23, No.2, pp.13-22, 2011.

[2]  郷原邦男, 馬場功淳, 江島俊朗, “人物追跡画像に基づく服装の実時間分類”, 情報処理学会研究報告, Vol.2001, No.87, pp.101-108, 2001.

顔と衣服を用いた個人認証 [1] 衣服の分類 [2]

衣服分類

 マスクや眼鏡で隠れる顔情報に
対して衣服情報を付加，個人認識

 人物追跡に応用が可能な人物
の衣服分類(模様・色・型)

身体方向の制限 : 有
色や模様の制限 : 無

身体方向の制限 : 無
色や模様の制限 : 有



目的

 本研究では以下の課題に取り組み，衣服特徴を用いた人物検
索手法の提案・システムの構築を行う

色・模様といった衣服特徴の抽出手法の提案
身体方向によって見え方の異なる場合への対応
照明条件の異なる環境への対応
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概要:人物検索システム

 衣服の見え方
デザインの違い
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着方の違い



概要:人物検索システム

 色・模様といった衣服特徴の抽出手法
特徴

 色： 色ヒストグラム特徴,色差特徴
 模様:周波数特徴と同時生起行列特徴
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人物抽出

身体方向推定

衣服領域抽出

衣服領域分割

衣服特徴抽出

衣服認識

データベースと実環境の撮影画像とで
類似度に基づきマッチング・検索

人物検出・人物領域抽出:背景差分法
およびHOG特徴
 背景差分法では色や輝度値に影響されない
距離画像を使用

 背景差分処理で抽出した移動物体領域から
HOG特徴による人物領域抽出



概要:人物検索システム

 身体方向によって見え方の異なる場合への対応
身体方向により衣服認識に用いるデータベースを適宜変更
身体方向推定手法 : 人物の胴体の距離情報から推定
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前向き用 後ろ向き用

特徴

特徴

前向き

後ろ向き

比較

比較

入力 認識結果
横向き用

比較特徴

横向き

衣服特徴データベース



概要:人物検索システム

 照明条件の異なる環境への対応
照明条件の違いにより衣服の色の見え方が変化
特定の画素値の画素ごとに補正レベルを変化させうるトー
ンカーブを用いた色校正
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環境1 環境2 環境3 キャリブレーションボード



人物抽出

 人物抽出: 背景差分法, HOG特徴[3]

色や輝度値に影響されない距離画像を使用
移動物体領域からHOG特徴による人物領域抽出
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[3] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of Oriented Gradients for Human Detection” , IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol.1, pp.886-893, 2005.

平均背景距離情報入力距離情報差分画像

人マスク画像 人抽出画像

入力画像

人検出結果

候補領域抽出

検出あり検出なし

HOG特徴による人物検出

背景差分法



衣服領域の取得と分割

 衣服領域の取得・分割: 肩位置と腰位置が基準
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身体部位 値 [mm] 比率
身長(身長) H = 1590.6 1.00

肩高(肩峰高) sH = 1282.0 0.806

腰高(上後腸骨棘高) wH = 894.9 0.563

TABLE II 日本人の平均値 [4]

[4]産業技術総合研究所, “AIST人体寸法データベース 1991-92”, http://riodb.ibase.aist.go.jp/dhbodydb/index.php.ja, (2012-12-20 アクセス)

身長
h [pix] 肩高

shc [pix]腰高
whc [pix]

人マスク画像sh = 0.806h [pix]

wh = 0.563h [pix]

肩高 : shc = sh + 0.124sh [pix]

腰高 : whc = wh + 0.124wh [pix]
カメラの設置条件による補正

曖昧な領域があるため除去

衣服領域分割画像

肩高

腰高

人抽出画像

頭部領域として除去



衣服特徴
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色特徴

色差特徴

周波数特徴

同時生起行列特徴

色ヒストグラム

パワースペクトル画像

パワースペクトル画像の画素値

GLCMから得る40の特徴色差ヒストグラム

色差 :エッジ周りの画素値の差
GLCM

10の
特徴

× 4

同時生起行列 GLCM : Gray-Level Co-Occurrence Matrix

テクスチャ特徴色特徴

・Angular second moment ・Contrast

・Inverse difference moment ・Correlation

・Variance ・Entropy

・Sum average ・Sum variance

・Sum entropy ・Difference entropy

× 4



類似度の算出
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•距離が1に近いほど類似

色特徴・色差特徴の類似度

同時生起行列特徴の類似度

•距離が0に近いほど類似

部分空間法

:入力ベクトル : 辞書ベクトル
:次元数 (本研究では5とした)

•類似度が1に近いほど類似

周波数特徴の類似度

: ヒストグラムのビン数
, :比較する2つのヒストグラム

類似度

:入力値ベクトル : 平均値ベクトル
: の分散共分散行列

マハラノビス距離

バタチャリヤ距離
 衣服特徴

色特徴: ヒストグラム
色差特徴: ヒストグラム
周波数特徴:画素値
同時生起行列特徴:

多変量データ



衣服認識

 類似度:求めた4つの特徴の類似度の合計
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類似度 = 色特徴の類似度 + 色差特徴の類似度
+ 周波数特徴の類似度 + 同時生起行列特徴の類似度

ただし，人物が横向きの場合，腕の振り等でテクスチャが変化

類似度 = (色特徴の類似度 + 色差特徴の類似度)× 1.5

+ (周波数特徴の類似度 + 同時生起行列特徴の類似度)× 0.5

腕の振りによるテクスチャの変化

人物が横向きの場合の類似度は以下の通り定義



衣服認識実験

 実験に用いる衣服
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No.0 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9

No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19

No.20 No.21 No.22 No.23 No.24



衣服認識実験:デモンストレーション
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結論・新技術の特徴

 あらかじめ登録してある衣服特徴データベースと画像中の人物
の衣服特徴を比較して対象人物を検索する．

色・模様といった衣服特徴の抽出手法の提案
 色に関しては色ヒストグラム特徴と色差特徴を，また，模様に関して
は周波数特徴と同時生起行列特徴を採用．また，衣服領域を分割，
適切な特徴抽出および類似度を用いてマッチング・検索を実現

身体方向によって見え方の異なる場合への対応
 身体方向推定を行い，方向によって3種類のデータベースのうち適
切なものを使い分けることで対応

 人物の胴体部の距離情報を取得し，その距離情報に楕円近似を施
して軸方向から身体方向を推定

照明条件の異なる環境への対応
 トーンカーブを用いた色校正を行い，照明変化の影響を低減
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お問い合わせ先

 亀井隆夫
東京電機大学研究コーディネーター

 TEL 03-5284-5225

 FAX 03-5284-5242

 e-mail crc@jim.dendai.ac.jp
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