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RFIDを援用した映像中の人物追跡
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Object Tracking with RFID 
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This paper reports a new m巴thodfor visual tracking of humans using active RFID technology. Pr巴viousstudi巴swere 

bas巴don the assumption that th巴radiointensity from an RFID tag will be linearly proportional to the distance betw巴巴n

the tag and th巴ant巴nnaor wiU r巴mainunchanged; how巴ver，in reality， th巴intensityfluctuat巴ssignificantly and chang巴S

drastically with a smaIl chang巴 inth巴 environment.The proposed method h巴Ipsto ov巴rcomethis problem by using 

only accurate binary information that r巴vealswh巴therth巴 targetp巴rsonis close to the ant巴nna.Several exp巴rimental 

results have shown that the information from the RFID tag was useful for reliabl巴trackingof humans. 
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1. まえが、き

映像中の人物追跡、は，監視や行動解析，対象人物の位置

同定など幅広い応用があると同時に，様々な困難性を持つ

問題として知られている。すなわち，対象の姿勢変動に よ

る見えの変化，オクルージョン，照明状況変化，動きを伴っ

た複雑背景など，正確な追跡を困難にする数多くの要因が

ある。対策として，色ヒス トグラムの利用，動的背景モデ

ル，確率推論モデルの利用などが提案され， 一定の効果を

示している。しかし映像から得られる情報だけでこれらの

問題を完全に解決するには限界があると思われる。

本論文の目的は，アク テイブ RFIDによる位置情報を援

用した，映像中の人物追跡の高精度化と する。すなわち，

映像情報とは異なった特性をもった情報を統合することで，

上述の様々な問題の解決を目指す。本手法では，追跡対象

がアクティブRFIDタグを所持していることが前提条件と

なる。この条件は，特定区画の環境監視， 高セキュ リティ区

域へのアク セスコントロールなど，正確な追跡、が必要な状
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況においては十分現実的なものである。実際， 2000年代に

入って，学童見守りシステムなどの RFIDを活用した監視

技術の実証実験が多数行われており ，む しろ RFIDを前提

条件とした検討を積極的に行うべき段階にあると思われる。

アクテ イブ RFIDによる位置情報として，従来，電波の

受信強度 (RSSI)値が用いられてきた (1卜 (3)。しかし， RSSI 

値はタグとア ンテナ問の距離に関する単純な関数にはなら

ず，例えば3地点で RSSI値を測定できたとしても，それ

らからタグの位置を正確に推定する ことは現実には難しい。

この難点をil!iけるべく，予め環境の各所において記録した

RSSI値を学習データとし，入力された RSSI値と比較する

こと によってタグの位置を算出するという方法も検討され

ている 同。しかし，RSSI値は環境変動の影響を受け易く非

常に不安定な点が問題になる。このため，机の配置変更な

ど環境が変化した場合には再び学習データを取得する必要

がある。さらに複数人物が動き回っているような動的な環

境では，人物の位置関係によっても RSSI値が変動するた

め，完全な手段とは言えない。

そこで本論文では，不安定な RSSI値を直接用いずに，ア

ンテナへの近接情報を用いる。これは RFIDタグがアンテ

ナの近傍に存在するか否かという 2値情報であり， RSSI値

を閲値処理することで得られる。閥値を十分厳しくしてお

けば， RSSI 値を直接用いるよりも遥かに信頼性の高い位置

情報として活用できる。その結果，位置情報がアンテナ付

近に限定されたものになるが，映像情報との相補的な組み

合わせにより十分な効果が得られる。

本論文と同様に RFIDタグの情報をアンテナ付近に限定
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Fig. l. Relationship between RSSI and distance. 

して利用した他の例として中11鳴らの研究仰がある。彼らの

研究はパーティクルフィルタで追跡した経路に対して RFID

により人物ラベルを与える方法である。従って追跡そのも

のを RFIDによって制御しよ うとする本手法とは目的が異

なっている。

RFIDには，以 仁の位置情報(アンテナへの近接情報)に

加えて，所持者の ID情報を提供する本来の機能がある。本

手法の枠組みにおいて このE 情報を活用することも可能

である。まず，特定の 由 を持った人物のみの分離追跡が

可能となる。その結果，例えば子供のみを選択的に追跡す

るシステムなど，より細やかな環境監視が可能となる。さ

らに， IDと共に格納された所持者情報が利用できるという

利点もある。例えば所持者の身長や服装がわかれば，他者

との分離が容易になり，追跡精度の向上効果が期待できる。

本論文では，この効果についても，実際に実験を通してH今

味する。

以上の考え方は様々な物体追跡手法に適用可能であるが，

本論文では動的計画法 (DP)を用いた追跡、手法に基づいて

その効果を議論する。DPには，大局的に最適な追跡結果

が求まるという特長カfある仰-(10)。このため， particle filt巴r

や 111巴an-shiftなどの逐次最適化型の追跡手法に比べ， RFID

利用の効果を吟味したいという本論文の主目的には適して

いると考える。

2. RFID 

(2・1) 概 要 RFIDとは電波を利用した非接触型

の認証技術である。RFIDリー ダ(アンテナ)が RFIDタ

グからの電波を受信することによって，タグに予め埋め込

まれたビッ ト列情報や受信強度 (RSSI) 値などの情;~a を得

ることができる。

RFIDタグにはパッシブ型と本論文で用いるアクテイブ

型の 2種類がある。パッシブ型は安価で非常に小型化で、き

る反面，電波到達距離が非常に短い。このため，位置同定に

利用する際は，床や壁などに張り詰めたタグを移動体の底

面 ・側面に装着したアンテナで読み取ることが多い。従っ

て，アンテナを含めた受信装置が装着可能なロボットなど

の位置同定に使われることが多いいり。一方，アクテ イブ型

はタグに電池を内蔵しているために電波到達距離が長い。

このため，移動体が持つタグを環境':1"に分散配置されたア

ンテナで読み取ることで位置推定を行うことができる。

(2・2) 実環境での特性測定実験 RSSI値はタグと

アンテナ聞の距離に反比例して減衰するため，原理的には

RSSI値を用いることによってタグとアンテナ聞の距離を

推定できる。ただしこれは理想的な環境での話であり，実

際の環境下では周囲に存在する壁や机，人物，そしてタグ

の向きなどによって RSSI値は大きく変動する。そのため

文献 (4)(5)でも指摘されているように RSSI値からタグの位

置を高精度に推定することは実際には困難で、ある。

この困難性を実証すべく ，簡単な実験を行った。実験で

はアクテイブ RFIDタグを手に持つ人物とアンテナと の距

離を変えながら， 3種類の環境で RSSI値を 5回ずつ計測し

た。各環境における RSSI値と距離の関係をプロットした

ものを Fig.lに示す。同図 (a)は周囲に物がない環境， (b) 

は机や椅子などが配置されている環境， (c)は机や椅子に加

え，複数の人物が動き回 っ ている ~~lでのデータである 。

Fig. l(a)は，最も距離推定の容易な環境であるが，それ

でも床や壁の建材などの影響，ならびに電波の放射特性に

よって RSSI値は距離の単調減少関数にはなっていない。

同図 (b)のように電波に影響を与える物品が周囲にあった

場合， RSSI値の単調減少性はさらに崩れてしまっている。

このことから，距離と RSSI値の関係は非常に複雑かつ不

安定なものであり， 3点iJ!1J註の原理による位置測定は困期

である「。

十詳細はふれないが後述の実験環境において単純な 3点iJ!1j量の原迎
により RHD所持者位置を RSSl1Jtiより求めたところ，実際の位置と
は全く異なる位置が待られた。
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さらに Fig.l(c)のように，人物の移動などによ って周囲の

環境が動的に変化すれば， RSSI値も変化してしまう。RIFD

を用いた位置推定の方法には 環境の各所おいて記録した

RSSI値を学習データとして格納しておき，入力された RSSI

値と比較することによってタグの位置を算出する方法が提

案されている刊。しかし，このような動的な環境に対する

不安定さを考癒すると， 利用できる場面は制約されると思

われる。

3. RFIDを援用した映像中の特定人物の分離追跡

(3・1)RFIDによるアンテナ近接情報 本手法の最

大の特徴は，不安定で複雑な特性を示す RSSI値を直接用

いずに，各アンテナでの近接情報 (RFIDタグがアンテナの

近傍に存在するか否かという 2値情報)のみをmいる点に

ある。この近接情報は RSSI値そのものに比べ十分信頼で

きる。このことは， <2・2>の実験データからわかる。すな

わち， 一定値以上の RSSI値が観測されれば，環境に影響さ

れることなく，タグ所持者がアンテナ近傍に存在している

ことが高い確度で推定できる。Fig.1の実験環境では，40 

を越える RSSI値が観測された場合，アンテナを中心とす

る半径約 1.5mの範囲内にタグ所持者がいると判定できる。

(3・2)映像情報を用いた追跡 RFIDによ る近接情

報の利用に先立ち，まず映像情報のみを用いた対象追跡問

題を定式化しておく 。時刻 fのフレーム画像において位置

x/ = (x/> !}tlに追跡対象が存在した場合のコスト δ(x/)を以

下のように定義する。

δ(x/) = n(x/) + m(x/)・・・ ・・ー・・・・・・ ・ • • • • • • • • • (1) 

ここで，n(x/) は，位置 x/ を中心とする矩71~領域穴(x/) 内の

色ヒス トグラムと追跡対象の色ヒスト グラムとの距離(具

体的には Bhattacharyya距離)である。なお，本論文では

特に断りのない限り追跡対象の色ヒストグラムは事前に用

意されるものとする。右辺第二項 m(x/)は穴(x/)内におけ

る背景領域の割合であり，背景差分によって前最領域とさ

れなかった部分の占める割合を評価する。

矩形領域穴(x/)については，断りのない限り固定とする。

ただしこれは世界座標系で固定しているという意味であり ，

映像中での大きさは対象の奥行き方向の移動に応じて変化

する。(例えば対象が手前に来るほど映像1:1:1の穴(x/)は大き

くなる。)この処理のために，カメラは事前にキャ リプレー

ションしておく。またJti眼で奥行きを定めるために，床面

は平面とし，矩71~領域の下部 (追跡対象の足)は床に接地

していると仮定する。

コスト 6(x/)を用いれば，第 1から第 Tフレームまでの

最適追跡経路は次の目的関数を最小化する XI，...，XTとし

て与えられる。

J(XI，... ，kr) = 1ン(x/)....................... (2) 

/=1 

なお最小イヒに際しては，x/とX川の聞に何らかの連続性制

約が謀されるのが一般的である。
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Fig.2. Optimal tracking via RFID tag d巴tectlOn.

(3・3) アンテナ近接情報の組み込み 今， Suを時刻 t

においてアンテナ l(l= 1，...，L)が受信した RSSI値とし，

同時刻において最大の RSSI値を受信したアンテナを l/と

する。すなわち，

l， =ωgmax st，I . . . . . . . . . . .・......・......・ .....(3) 

提案する追跡法の基本的な考え方は，現時刻 tにおいて，

観測されている RSSI値の最大値 sfjrが関値 0以上であれ

ば，対象がその最大値を与えたアンテナ l/に近接している

として，対象位置 x/とアンテナ l，の距離に応じたコスト

(ペナルテイ)fJi，(x/)を与えるというものである。このこ と

を数式で表せば，以下のようになる。

I fJ， (x/) if s" > e 
d(x/) =δ(x/) + ~ :，，'--" .， ~/，/， -~ ， ・・・ ・・・・ ・・ (4) 

I 0 otherwise 

この d(x/)を6(x/)の代わりに用いることで， RFIDによる

位置情報の組み込みが可能となる。このように RSSI値は

近接判定のみに使われ，目的関数値には直接組み込まれて

いないことに注意されたい。

ペナルテ イfJi，(x/)としては， フレーム画像中での対象位

置x/とアンテナ位置の単純な距離ではなく，両者の世界座

標系での床面上の距離を用いている。このためカメラとア

ンテナの位置関係を予めキャリプレーションを行い求めて

おく必要がある。

Fig.2に本手法による追跡の考え方を示す。近接情報が

検知された時刻 tにおいて，アンテナ位置と追跡対象位置

の整合性が評価され，追跡対象と ~ I三追跡対象が差別化され

る。この差別化により ，特定人物の分離識別が可能になり，

本論文の目的である特定人物の分離追跡精度の向上が期待

される。

(3・4) 分離追跡アルゴリスム 目的関数 jの最小化

問題には様々な解法が考えられる。本論文では動的計画法

(DP)を用いて Jを最適化する。DPを用いることでリア

ルタイム性は無くなる。 しかし，(i)解の大局的最適性が保

証されることによ ってRFIDの効果を厳密に評価できる，

(ii)庖内における顧客の動態調査のようにリアルタイム性が

必要無い応用も多い，という立場から， DPを用いている。

DPを用いる場合，時刻 lから Tの順に，全ての x/にお

いて以下の漸化式を計算すればよい。
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ここでめ(Xr)は，Xr = (X{> Yrlに至る経路の最小コストと

なる。また X;= (x;，Y;lは前時刻での追跡、位置である。前

述の連続性制約はこのx;に対するftjlJ約として表現されてい

る。mingT(XT)を与える XTが最適経路の終点となり ，そ

の点からパックトラックを行つことによって目的関数Jの

最小化という意味での最適経路が得られる。実際に以下の

実験では .0.=3とした。

(3・5) 所持者情報の利用 RFIDタグには lDだけで

なく任意のビット列情報を埋め込むことができる。ここで

タグ所持者の見えや移動特性に関する特徴を情報とすれば，

それを追跡時の評価に用いることで分J)J!E追跡性能の向上が

期待できる。なお RFIDタグ自身に埋め込める容量は一般

に少量に限られているが， RFIDの IDをキーとしてイン

ターネット上のデータベースと関連付けておけば，事実上

無制限に情報を埋め込むことができる。

以下の実験の一部では，所持者情報として身長を埋め込

んで利用することを考える。一般に，追跡対象の大きさす

なわち矩71~領域 穴(Xr) の(世界座標系での)大きさは事前

に決められ固定であることが多い。しかし実際には，追跡

対象となる人物の大きさは異なるために，不具合が生じる

場合がある。これに対し， RFIDから得られる身長情報を

利用できれば，矩形領域 穴(Xr)の大きさを身長に併せて適

応的に変化させることが司能となる。

4. 実験

カメラ映像中の特定人物の分間[，追跡実験を行った。 映像

のみによる追跡、結果と RFIDと画像を併用した追跡結果を

定量的に比較することで，併用による追跡精度向上の効果

を確認する。近接判定のための RSSI値の閲値 θは以下の

実験環境において 30が適当であった。なお，この 6を変化

させた場合の影響についても 以下では考察している。

色ヒストグラムについては， RGBそれぞれで 256ピン

とした。すなわち，色量子化は行っていない。また， (1)の

m(Xr)のための背景差分画像としては，背景画像との単純

差分が非零となった画素を lとした 2値画像に対し，膨張

伸縮 (3x 3構造要素)とメディアンフィルタ (3x 3)を施

したものを用いた。

(4・1) 実験試料 3人もしくは 5人の人物に，それ

ぞれ異なる lDを持ったタグをポケットに所持させた上で，

Fig.3(a)の室内環境を歩行させた。同環境にはポスターボー

ドが3列並んで、配置されており，各人はその聞を歩行した。

タグは各人にて所持してもらった。使用するタグはアク

ティブ型であり，固有の IDを l秒当たり 5回すなわち

200msの間隔で電波発信する。この電波を Lニ 6本のアン

テナで受信した。アンテナの配置は Fig.3(b)に示すとおり

である。また，アンテナとカメラの位置関係は予めキャリ

プレーションを行い求めである。
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USB カ メラを用いて 3 人物 (a~c) が映っている動画を

3パターン (movi巴1，2， 3)， 5 人物 (a~巴)が映っている

動画をlパターン (movie4)蝿影した。各動画は 15fpsで

500フレームであった。追跡、対象を変更する こと により全

体で (3x 3 + 1 x 5) x 500 = 7000フレーム'"460秒分のデー

タとして利用できる。Fig.4に各動画中の各人物を示す。

(4・2) 実験 1:RFIDの援用効果

(4・2・1) 映像情報のみによる追跡 RFIDによるアン

テナ近接情報の効果を確認するのに先立ち， まず映像情報

のみによる分離追跡実験を行った。映像情報のみなので，

コストには O(Xr)を用いることになる。

動回 movie4ヰIの人物 dに対して追跡実験を行った結果

をFig.5(a)に実線で示す。同図は手動で、与えた正解経路と

本手法による追跡経路 島 との誤差を示したものである。第

230フレーム付近から誤差が大きくなっている ことがわか

る。Fig.6(a)からわかるように，第 230フレーム付近にお

いて人物同士の交差に よるオ クルージョンが発生し，それ
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以降しばらくの間，非追跡対ー象を誤って追跡している。こ

のフレーム付近では追跡対象(人物 d)がカメラから遠い

位置に存在し，領域 穴(Xt)が小 さくなっていた。このため，

わずかなオクルージョンでも 穴(Xt)内の変動が大きくなっ

てしまい誤追跡が発生したものと考える。

このように，複数人物が混在するような状況においては，

オクルージョンなど，追跡を困iJi!tにする要因が発生しやす

い。そのため映像情報のみで追跡対象を正しく分離追跡す

ることは困911[となる。

<4・2・2) RFIDを援用した場合の追跡結果 次にア

ンテナ近接情報を援用した場合の結果を示す。コストには，

近接情報による評価を組み込んだ d(xt)を用いることにな

る。経路誤差をFig.5に点線で示した。同図中の縦線はア

ンテナ近接情報が得られたフレームを表している。

Fig.5(a)を見ると，映像のみの場合と比べ RFIDを援用

した方が全体的に追跡経路誤差が小さくなっていることが

わかる。これは図中に縦線で示したフレームにおける近接

情報が機能し，追跡対象と非追跡対象を差別化できたため

と考える。

Fig.5(a)において注目すべきは，映像のみではオク lレー

ジョンの影響で誤追跡とな っ た第 230~340 フレームの区

間である。同区間の第 258フレームにおいて近接情報が l

回得られたことで，その区間すべてにおいて正しい追跡結

電学論 0，131巻 4号司2011年
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果が得られた。このように，近接情報の無いフレームにお

いても，近接情報があ ったフレームでの正確な位置情報が

伝播されたことがわかる。Fig.6(b)に同区間の前半におけ

る追跡位置を示す。同区I(a)と対照すると明らかなように，

オクルージョンの発生にもかかわらず，正しく追跡できた

ことがわかる。なお，第 258フレームにおいて，人物 dは

Fig.3(b)中の Aに位置しており，アンテナに近接している

ことがわかる。

各動画の各人物の平均経路誤差をFig.7に示す。アンテ

ナ近接情報によって，総じて追跡精度が向上しており，ア

ンテナ近接情報の効果がわかる。また，平均誤差は最悪で

も 100cm以内に収ま っていることもわかる。

一方で， Fig.7よりわかるように， RFID援用の効果があ

まりみられなかった例もあった。これらの中には， movie2 

人物 a/cや movie3-人物 a/bのように，映像のみでもほぼ成

功していたものが多い。 しかし， moviel-人物 cのように，

精度がよくないままの例もある。

Fig.5(b)は，この効果のなかった moviel一人物 cの場合

の経路誤差の推移である。 この例の第 300フレーム付近や

第 400フレーム付近では，アンテナ近接情報が得られず，

整合性評価の間隔が空いてしま った。このため，追跡対ー象

と非追跡対象の差別化が適切に行われなかったと考える。

実際これらのフレームにおいて対象は Fig.3中の B及びC

の位置にあり，アンテナから比較的離れていた。

<4・2・3) RSSI値に対する闇値θの影響 関値θの影

445 



E 
o 
τ150 
L同，_ 
Q) 

8100 
応，_ 
ω 
詰 50

。

-・・・・ camera 
E二二=コ ca打、era+ RFID 
亡-コ camera+ RFID + height 

a b c' a b c' a b c' a b c d e 
¥一一可___./ '--ー可~ '-一一~

movie 1 movie 2 movie 3 movie 4 

Fig.7. Average tracking error 

響を調べるために，eを変化させながら追跡実験を行った

結果を Fig.8に示す。実験は 4動画の全ての人物に対して

行った結果の平均である。

闇値 6が大き過ぎる場合はアンテナに近接 したと判定さ

れる回数が少なくなる。その結果， RFIDからの情報によ

る追跡位置の整合性評価があまり行われず，分離追跡精度

向上につながらなかったと思われる。一方，閲値 0を小さ

くしても悪化はあまり見られなかった。これは，eを小さ

くして近接条件判定を甘くしたとしても ，(3)の処理によっ

て結局最も強い RSSI値が得られたアンテナ位置との整合

性だけが評価されるためと思われる。

<4・3) 実験 2:RFIDからの所持者情報の導入効果

RFIDの所持者情報を用いた場合の効果を確認する実験

を行った。<3・5>で述べたように，本論文では所持者情報

として身長を用い，その身長に応じて領域穴(Xr)の世界座

標系での大きさを定めた。

Fig.5の一点鎖線は身長情報を用いた場合の経路誤差を

表している。同図 (b)(movi巴l人物 c)について着目する

と，第 350~400 フレ ー ムの区間において身長情報利用 に

よる大きな改善が見られる。この付近のフレームを示した

ものが Fig.9である。<4・2・2>でも述べたように，この区

間では近接情報が十分に得られず，その結果同図 (a)のよ

うに誤追跡が発生している。これに対し身長情報を用いた

場合，その身長に合致した本来の追跡対象のみが差別化さ

れ，誤追跡が回避されている。

Fig.7には，この身長情報を用いて実験を行った結果の

平均誤差も示されている。アンテナ近接情報だけでは改善

の見られなった上述の例 (movi巴1-人物 c)では，身長情報

による改善効果が見て取れる。一方，映像のみでも精度よ

く追跡できている場合やアンテナ近接情報により既に十分

改善している場合については，身長情報による著しい精度

向上は見られなかった。逆に movi巴4(5人)では若干では

あるが精度が悪くなっている場合も見られる。これは人物

が多いため追跡対象と非追跡対象が重なりやすく，対象の

身長に合致した領域が適切に検出できなかった場面がやや

増えたためと考える。
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5. むすびと今後の課題

本論文では， RFIDから得られる位置情報を援用した複

数人物中からの特定人物の分離追跡手法について検討した。

具体的には， RFIDタグのアンテナへの近接情報を粗い位

置情報として扱い，それと追跡位置との整合性を評価する

ことによって，追跡精度の向上を図った。実験の結果，複

数人物中から特定の人物を追跡すると言っ た映像情報のみ

では困難なタスクにおいても，精度よく対象を分離追跡で

きることが確認された。また， RFIDを介して得られる所

持者の情報 (ここでは身長)を用いることについても，

定の効果を確認した。

今後の謀題としては，例えば以下が挙げられる。

・本実験では，追跡対象の見えの情報(色ヒストグラム)

を予め手動で与えていた。これに対し今後は， RFIDを

介して入手するという，より 実際的な問題設定につい

て検討する必要がある。さらに，アンテナ近接時に追

跡、対象を正確に捕捉できることを利用した，対象の色

ヒストグラムの逐次更新についても検討したい。

・身長だけでなく，他の所持者情報について検討してい

きたい。例えばRFIDを介して得た 3次元 CADモデ

ル(12)や，所持者の移動特性は，追跡の際の事前知識と

して有用であると思われる。

・ある特定の RFIDを持つ人物一人を追跡するタスクか

ら，集団全体としての迫跡タス クへの拡張を試みる必

IEEJ Trans.IA， Vo1.131， No.4， 2011 
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要がある。集団全体として追跡経路の最適化を図る際，

RFIDによる所持者 ID情報は相互識別に有効に機能す

ると思われる。

・本論文では最適追跡経路の導出に DPを用いた。大局

的最適jfjI(，が求まるため，手法の限界性能 を見るために

は適している。反面，リアルタイム追跡ができないと

いう問題がある。今後は リアルタイム追跡アルゴリ

ズム(例えばパーテイクルフィルタ)と RFID情報の

組み合わせについても検討が必要で、あろ う。
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