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In the field of biology, behavior analysis is a valuable tool for observing the change and development of the brain and neural 

mechanism non-invasively. However, there is a lack in automatic tools for the measurement of behavioral data. Therefore, the 

purpose of this study is to develop a motion capture system which can be applied for social behavior analysis of animal 

model, chicks and enables us to improve processing a vast amount of data. Specifically, we propose marker-less motion 

capture system obtaining the position and direction of chicks berore and after fluttering from video camera using computer 

vision. 
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1． 緒  言 

モーションキャプチャ技術は，人や物体の動きを解析で

きるため多くの分野で利用されている．その手法のひとつ

であるビデオ式モーションキャプチャは，他手法に比べて

特別な施設を必要とせず，計測物体への負担も軽いなどの

利点がある．反面，カメラから得られる二次元動画像デー

タ量は少ないため，実際の動きとの誤差が大きくなる問題

もある．その解決のためにコンピュータビジョン（以下，

CV）の発展が必要不可欠である．また，CV によって人間

の視覚能力をコンピュータにもたせることは，人間の各種

の作業効率を高くする上でも重要な研究分野である．1)    

動物の行動解析は，脳や神経機構の変化・発達を観察で

きるため生物学分野で広く使われている．利点は，非接触

な解析によってモデル動物を傷つけることなく，低ストレ

スで実験が行えることや生体内成分変化が発見されていな

い神経疾患のスコア化が可能なことである．一方，測定の

自動化が遅れており，膨大なデータを伴う処理が困難なこ

とや主観的計測によって評価がばらつくという問題がある． 

現在，東京農工大学中村俊研究室ではモデル動物を使っ

た行動解析実験を利用し，動物の認知心理学的状態や人の

精神状態を判別できる社会性行動の定量化を目指している．

モデル動物として主流のマウスは，異種間での脳機能解析

が困難になる問題があるため，中村研究室ではモデル動物

として家禽雛を用いている．2)行動解析における自動測定

に関して，マウスはバイオリサーチセンター社の SMART

などが適用できるのに対し，家禽雛には羽ばたき動作など

を伴うため，市販されている製品では継続的なモーション

キャプチャが行えないという問題がある． 

そこで，本研究では中村俊研究室と共同で家禽雛の行動

解析に適するモーションキャプチャシステムの開発を目指

す．家禽雛本来の挙動を得るために，マーカレスであり，

定量的かつ自動的なビデオモーションキャプチャシステム

を CV を用いて開発していく． 

先行研究 3)では，家禽雛の追跡に KLT トラッカと SURF

によるマッチングを利用していた．以下の Table 1 にそれら 

の特徴を示す． これを見ると KLT と SURF は互に相互補

完可能な関係にあることがわかる．それを踏まえて，二つ

の手法を組み合わせて補い合うことで，羽ばたき動作など

による特徴点の離散にも対応するシステムを提案する．そ

の際，家禽雛の行動解析をすることを考慮し，連続的なデ

ータの KLT をシステムのメインにし，特徴点が離散した場

合には，SURF によって得られた雛の推定位置を元に KLT

の再追跡を行うことで実現する． 

Table 1 Comparison of features about KLT and SURF 

 

 

 

 

2． 計測手法 

2.1 KLT(Kanade-Lucas-Tomasi)Tracker 

Harris 作用素の特徴点検出と勾配法の拡張である

LK(Lucas-Kanade)法による特徴点追跡を統合した手法は

KLT トラッカと呼ばれる 4)．Harris 作用素は，注目点の輝

度値から得られるその近傍点との色や明るさの違いの総和

から濃度変化の激しい点を検出する．一方，勾配法は注目

点の時間的な輝度勾配を考え，微小時間では点の明るさが

不変であるとして，点の運動を見かけの速度ベクトルで表

す．しかし，その速度ベクトルは拘束条件式上にあること

はわかるが，一意には求めることができない窓枠問題とい

う曖昧性が生じる．そこで，LK 法によって局所領域での

空間的な輝度値が一定であるという拘束を加えて，速度ベ

クトルの解を求める．解が安定して求まる時の条件は，

Harris 作用素と等価な条件であることから，二つの手法を

組合せた KLT トラッカにより安定した特徴点追跡を行な

うことができる．KLT の特徴点の様子を Fig.1 に示す． 

2.2 SURF(Speeded Up Robust Features) 

画像データの情報量の多さに対応するために画像局所特

徴量はよく利用され，それを求める手法のひとつに SURF

がある 3)．SURF の検出処理は，特徴点検出と特徴量記述

の二段階に分けられる．特徴点検出ではヘッセ行列の行列

式の極値探索により特徴の抽出に適するキーポイントの座

標とそれを中心にした特徴量を記述する範囲を示すスケー

ルスペースを検出する．さらに，特徴量記述では，Haar-like

特徴量を計算することでキーポイントのオリエンテーショ

ンとそれに基づいた特徴量を記述する．これらにより，検

出時に得る局所領域のスケールを変化させ，最小範囲内で

より多くの濃淡パターン情報を有するスケールを決定する．

次に，スケールが決定した領域内の濃淡から各画素におけ

る勾配方向を算出し，一番頻度の高い方向を領域における

座標軸として決定する．以上により，同一領域内での座標

軸は一定の方向を向くことになり，拡大・縮小，回転に関

係なく画像の類似度を計算できる．SURF の特徴量の様子

を Fig.2 に示す．SURF 単体では，局所特徴量を求めるにす

ぎず，家禽雛の位置推定には特徴量のマッチングを行わな

ければならない．本研究では，ビデオデータから任意のフ

レームにおける家禽雛の画像を検出元のクエリ画像として

各フレームにおいて最近傍探索によるマッチングを行なう． 

Fig.1 KLT tracking    Fig.2 Feature value of SURF 
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3． 実験方法 

3.1 KLT トラッカによる手法 

家禽雛の動画データから KLT トラッカを用いてトラッ

キングを行った．手順は，①ビデオファイルの読み込み、

②画像中の対象物体について体と頭に関心領域を設定，③

関心領域に対して Harris オペレータによる特徴点抽出を行

う．また， トラッキング中の羽ばたき動作などによって生

じる特徴点の離散に対処して，離散時にトラッキングを一

時停止するシステムを製作した．その仕組みを次に述べる．

現フレームの特徴点のひとつに関して，その座標を  nn YX ,

とし，次フレームでは  1,1  nn YX に移ることを考える．その

移動距離の二乗である 2L は，式(1)のように表せる． 

   21

2

1

2

nnnn YYXXL  
 (1) 

この値を閾値として変化させることで特徴点の離散具合を

評価させることができる．無論，羽ばたき動作時は急激に

特徴点が離散するため，自動で一時停止することになる．

本実験では 5 秒に一回の頻度で止められるように， 2L の値

を 10 として特徴点の離散を評価した．離散した場合の一時

停止後には 関心領域を手動で再設定し，再度 KLT による

トラッキングを行った．  

4． 実験結果 

同じ動画データに対して 3章で述べたKLTによる手法を

用いて特徴点の手動再抽出をしない実験と 3 回手動再抽出

をした実験を行った．家禽雛の体と頭の特徴点郡の中心を

家禽雛の代表位置とし，家禽雛の体と頭の中心を 1 秒毎に

目視で観測した値である Ground truth との比較を行なう．

トラッキングにおいて手動再抽出の有無に分けた 2 種類に

ついて，トラッキングによって得られた全フレームの代表

位置と矢印で示した一秒間の軌跡とともに，Ground truth 

の結果から導いた一秒間の実際の軌跡を矢印でまとめたグ

ラフを Fig.3(a),(b)に示す．同様に体と頭に対する一秒毎の

Ground truth と計測値との誤差を Fig.4(a),(b)に示す．また，

手動再抽出していないデータと手動再抽出したデータの体

と頭の誤差平均を Table 2 に示す． 

Table 2 から KLT の再抽出の有無での誤差平均は，頭に

関しては 4pixel 程精度がよくなっているが，体に関しては

精度が 1pixel 程落ちている．頭のような素早い動きに弱い

KLTにおいては頭の精度が良くなることで弱点を補えてい

ると言える．また，体の誤差は落ちているが，これは 関心

領域の設定に依存し，特徴点の分布が変わっているため，

大きな差を生じているわけではないと言える．しかし，長

時間動画データを利用した場合には，特徴点が離散したり，

すべりによって追跡が遅れることが多くなるため，特徴点

の手動再抽出の有無は大きな誤差を生じさせることになる．

また，再抽出を可能にすることで弱点である頭の追跡が克

服できたことに加え，羽ばたき動作後も関心領域を再設定

して追跡できることから，KLT のみで継続的なトラッキン

グが行えるようになったという大きな利点がある．反面，

問題点としては，特徴点の離散具合の評価としての変位量

の閾値を小さくしていると，再抽出の回数が多くなってし

まうことがある．しかし，本来，中村研究室で行っている

目視での計測に比べれば，その労力は軽減できるため，有

効な自動計測システムと言える．特徴点の離散具合に関し

ては，一般的な家禽雛の移動や回転の速度の統計を考慮し

た閾値設定をすることで手動再抽出の回数を少なくできる．

また，複数の特徴点の相関的な離散具合の評価も加えるこ

とも有効であり，それらによってよりストレスレスな再抽

出処理を行なうことができると考えられる． 

5． 結言 

KLTトラッカによる特徴点が離散したとみなされる場合，

トラッキングを一時停止し再度ROIを手動で行った上で再

トラッキングするシステムを構築した．これにより特徴点

を見失った場合や家禽雛特有の羽ばたき動作後にも継続的

に精度のよいトラッキングが行えるようになった．問題点

としては，特徴点の移動距離の閾値設定の吟味が必要であ

ることである．  

今後は，KLT 特徴点の手動再抽出処理によって可能とな

った継続的なトラッキングを，SURF の位置推定を組み合

わせることで自動化していきたい．その際，SURF のデー

タが検出されない場合の対処と，SURF マッチングの精度

を向上させることが求められる． 

(a)With re-tracking        (b) Without re-tracking 

  Fig.3 KLT tracking with/without re-tracking and Ground truth 

(a)With re-tracking            (b)Without re-tracking 

Fig.4 Body/head errors between KLT with/without re-tracking 

and Ground truth 

 

  Table 2 Average of body/head errors with/without re-tracking 
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 Body error [pixel] Head error [pixel] 

Without re-tracking 6 13 

With re-tracking 7 9 
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