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Although location estimation using the Global Positioning System is used in various fields due to its high conve-

nience, it cannot be used indoors because it uses radio waves from satellites. To address this issue, indoor location

estimation methods using BLE, PDR, etc. have been proposed, but they have the disadvantage of poor accuracy.

In this study, we propose an improved indoor person location estimation system using a ceiling-mounted camera

and a hat with a marker. The markers are extracted from the image and the color used is identified.

1．はじめに
見学施設の移動経路を決定するときに，それぞれの見学
者の興味を考慮する必要がある．移動先に目的がある場
合，見学者の興味は実際の移動経路から推定出来る．
近年，GPS を利用した位置推定システムが増加してい
る．しかし，屋内の見学者施設では，GPS を受信できな
いため，他の位置測位技術が求められている．移動経路追
跡を行う手法として，屋内位置推定がある．
主な屋内位置推定の手法として，Bluetooth Low En-

ergy(以下，BLE)やWi-Fi ，歩行者自立航法 (Pedestrian

Dead-Reckoning:以下，PDR)，または動画像を用いた手
法がある．Wi-Fiと PDRを併用した手法は，平均誤差が
1.85[m]である [1 ]．これに対し，俯瞰動画像を用いた手法
は，平均誤差が 0.25[m]と他の手法と比較して小さい．我
々はこれまで，俯瞰動画像を用いた移動経路追跡を行い
，見学者に装備したマーカから個人識別を試みている．し
かし，マーカの識別精度が悪く，見学者の移動経路の表示
が不可能であった．
そこで，本研究では，俯瞰動画像を用いた移動経路追跡
において，マーカを用いた個人識別の精度向上を目的と
する．
2．先行研究
丹下らの研究では，頭部に複数色のマーカをつけた帽子
を設置した被験者を，撮影した俯瞰動画を用いて，被験者
の歩行状態を分析している [2]．床や被験者の服装の色を
統一することで，マーカを検出しやすくしている．また，
被験者の帽子に複数色のマーカをつけることで，未検出に
対する頑健性を備えている．これによって，俯瞰動画から
マーカを着用した被験者の歩行軌跡を抽出することが可能
であることを示している．
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Figure 1. Example of a marker painted on a white hat

本研究では，服や床の色に左右されないマーカ検出手法
の検討，マーカの種類を表すマーカタイプの識別精度，色
の組み合わせであるマーカパターンの識別精度の向上を目
的としている．
3．提案手法
俯瞰動画から，頭部にマーカを着用した被験者の位置を
推定するために，我々の提案した手法を用いる．まず，画
像内の人物を検出するために，フレーム間差分法を用いて
移動物体を検出する．その後，大津の 2 値化によって画
像の高彩度領域の抽出を行う．高彩度領域画像に対して，
Canny 法とハフ変換による円検出をすることで，マーカ
を検出する．検出したマーカの中心点を被験者の推定位置
としている．最後に，検出したマーカに対して，正解の色
と RGB値の差分を用いることで，色の組み合わせである
マーカパターン識別を行う．
本研究では，個人識別の精度向上のため，移動物体を抽
出した画像からマーカ部分の抽出までの処理と，マーカパ
ターン識別の手法に着目した．
3.1 マーカ部分の抽出
本研究では，頭頂部に Figure 1 のようなマーカを設置
した白色の帽子を追跡したい人物に装備させている．人物
画像からマーカ部分を抽出するために，HSV 色空間の彩
度と明度を用いる．
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まず，Figure 2(a) のように高明度部分を抽出し，帽子
の白色部分を抜き出す．その後，ノイズ処理のために，膨
張処理と収縮処理を行い，Figure 2(b) のような帽子領域
を取得する．最後に，Figure 2(c) のように帽子領域から
高彩度部分を抽出し，同様にノイズ処理を行うことでマー
カを抽出する．
3.2 マーカタイプの識別
使用するマーカは，Figure 3(a) のような 2 色のマーカ
タイプと Figure 3(b)のような 3色のマーカタイプの 2種
類がある．画像からマーカの色の種類を特定するときに，
2色と 3色を区別する必要がある．識別するために，それ
ぞれのマーカタイプによるエッジ画像の違いを用いる.

Figure 2(c) より抽出したマーカ画像に対して円検出を
行う．Figure 3(c) のように，内側の円の半径と等しい長
さの 2本の直線を，円の中心を基準に配置する．その直線
上にエッジがある場合は 3色マーカ，ない場合は 2色マー
カと識別する．
3.3 マーカパターンの識別
マーカに使用されている色の組み合わせをマーカパ
ターンと定義する．マーカパターンを識別するために，
Figure 3(a) や Figure 3(b) のように抽出したマーカ画像
を用いる．まず，画像を RGB色空間から HSV色空間に
変換し,全ピクセルの色相値を調べ，Table 1の各色ごとの
範囲内にあるピクセルの合計数を求める．次に，各色に該
当するピクセルの合計数を比較し，3色マーカであるなら
ば上位 3色，2色マーカであるならば上位 2色をマーカパ
ターンとする．

Table 1. Hue value range for each color

Color Hue value range

Red 160-180

Blue 100-120

Yellow 20-40

Green 40-60

Purple 130-150

3.4 移動経路の表示
対象者の関心を推定するために，移動経路を撮影画像に
表示する．そこで，撮影動画から各フレームで検出した
マーカの中心点を線で繋ぎ，撮影画像上にプロットする．
プロットした結果を Figure 4に示す．
4．結果
4.1 マーカタイプの識別
提案手法で，動画上のマーカに用いられている色数を識
別したところ，3色マーカ 98フレームに対しては，80[%]

の精度，2色マーカ 64フレームに対しては，83[%]の精度

(a) (b) (c)

Figure 2. (a)Person area(b)High brightness area(c)High

saturation area

(a) (b) (c)

Figure 3. (a)2-color marker(b)3-color marker(c)Edge

image of 3-color marker

Figure 4. Plotted image

で識別できた．
4.2 マーカパターンの識別
3 色マーカの 30 パターンを対象に，ピクセルの RGB

値を用いた従来手法と提案手法の精度を比較した．従来手
法では，正解率 90[%] を超えるマーカパターンは 2 個で
あるのに対し，提案手法は正解率 90[%]を超えるマーカパ
ターンは 30個であった．
5．まとめ
本稿では，1人を撮影した俯瞰動画像を用いて実験を行
い，色相値を用いた提案手法によってマーカパターンの識
別率を向上させた．今後は，多人数が同時に移動している
俯瞰動画像を対象にして，正しく位置推定が可能か確認す
る．また，人物の位置だけでなく，興味の可視化を目指す．
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