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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定空間を移動する群衆を撮影した複数時刻の空間画像から前記群衆の動きを解析する
群衆解析装置であって、
　前記空間画像を時間軸に沿って並べた時空間画像における近傍画素間での画素値の相違
度を算出し、当該相違度に基づき前記時空間画像を分割し、分割境界にて内部よりも高い
前記相違度を有する複数の時空間セグメントを生成する時空間分割手段と、
　前記複数の時空間セグメントのそれぞれにおいて、撮影時刻が同一である画素の代表位
置を算出し、前記代表位置の時間変化を表す動き特徴量を算出する動き特徴量算出手段と
、
　前記複数の時空間セグメントから算出された前記動き特徴量を用いて前記空間画像に撮
影された前記群衆の動きを解析する動き解析手段と、
　を備えたことを特徴とする群衆解析装置。
【請求項２】
　前記動き特徴量算出手段は、前記複数の時空間セグメントのうちその時間長が予め定め
た値以上であるものから前記動き特徴量を算出することを特徴とする請求項１に記載の群
衆解析装置。
【請求項３】
　前記動き解析手段は、
　予め求めた前記群衆の正常な動きを表す正常特徴量を前記空間画像における画素位置ご
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とに記憶している正常モデル記憶手段と、
　前記複数の時空間セグメントそれぞれについて、その前記動き特徴量と当該時空間セグ
メントに対応する画素位置の前記正常特徴量とを比較して、前記空間画像に撮影された前
記群衆の動きの前記正常な動きに対する乖離の大きさを評価し、その評価値が基準値以上
である場合に前記群衆に異常な動きが発生したと判定する異常判定手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の群衆解析装置。
【請求項４】
　前記異常判定手段は、
　前記複数の時空間セグメントのうち任意の時空間セグメントを異常セグメントに仮設定
すると共に残りを正常セグメントに仮設定することにより、前記空間画像における前記群
衆の動き状態を複数通りに仮設定する状態仮設定手段と、
　前記群衆の正常な動きに対する前記動き状態の前記乖離を評価するためのエネルギー値
を、前記異常セグメントの前記動き特徴量と当該異常セグメントに対応する画素位置の前
記正常特徴量との類似度、前記正常セグメントの前記動き特徴量と当該正常セグメントに
対応する画素位置の前記正常特徴量との相違度、及び前記時空間画像において前記異常セ
グメントに隣接する前記正常セグメントと当該異常セグメントとの前記動き特徴量の類似
度を総和して算出するエネルギー算出手段と、
　複数の前記動き状態のうち前記エネルギー値が最小となる動き状態における前記異常セ
グメントの大きさを前記評価値として算出する乖離評価値算出手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項３に記載の群衆解析装置。
【請求項５】
　前記動き解析手段は、
　前記複数の時空間セグメントのうち任意の時空間セグメントを異常セグメントに仮設定
すると共に残りを正常セグメントに仮設定することにより、前記空間画像における前記群
衆の動き状態を複数通りに仮設定する状態仮設定手段と、
　前記動き状態ごとに、前記時空間画像において前記異常セグメントに隣接する前記正常
セグメントと当該異常セグメントとの前記動き特徴量の類似度を総和してエネルギー値を
算出するエネルギー算出手段と、
　複数の前記動き状態のうち前記エネルギー値が最小となる動き状態における前記異常セ
グメントの大きさを評価値として算出する評価値算出手段と、
　前記評価値が基準値以上である場合に前記群衆に異常な動きが発生したと判定する異常
判定手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の群衆解析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、群衆を撮影した時系列画像を用いて当該群衆の動きを解析する群衆解析装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　イベント会場などの公共スペースにおける安全を確保するため、群衆内を逆行する不審
行動、群衆への割り込み、群衆内での転倒といった異常発生をいち早く検知し、対処する
ことが望まれている。
【０００３】
　従来、群衆の動きを解析するためにオプティカルフローが利用されてきた。その従来技
術では、前後する画像のそれぞれにグリッドを設定して前後する画像の間で画像特徴が類
似するグリッドを結んだベクトル（オプティカルフロー）を群衆の動き特徴量として算出
していた。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】J. Kim and K. Grauman: "Observe Locally, Infer Globally: a Space
-Time MRF for Detecting Abnormal Activities with Incremental Updates", Proc. IEE
E Conf. CVPR, pp. 2921-2928(2009).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、オプティカルフローを用いた従来技術では、画像上で人物同士が離れた
群衆に対しては有効であるものの、人物同士が接触するほど密集した群衆に対しては個々
の人物の動きが正確に解析できず逆行、割り込み、転倒などの異常発生を検知することが
困難となる問題があった。
【０００６】
　すなわち、密集しながら動く群衆の時系列画像に対して、単に前後する画像間で類似す
る領域を結んだオプティカルフローには、異なる人物や異なる部位を誤って結んだものが
多く含まれてしまう。また密集した群衆の時系列画像から個々の人物領域を抽出して追跡
することも困難である。
【０００７】
　さらには、群衆の画像は広めの画角で撮影するため低解像度である場合が多く、物体境
界の画素において混色が生じやすいことも、異なる人物や異なる部位を誤って結ぶ原因と
なる。
【０００８】
　また、物体境界（人物同士の境界、部位同士の境界）とは無関係に画像に設定されたグ
リッドにおける画像特徴に基づいてオプティカルフローを算出していたため、グリッドの
画像特徴に複数物体の特徴が混ざってしまう。このことも異なる人物や異なる部位を誤っ
て結ぶ原因となっていた。
【０００９】
　このように、そもそもオプティカルフローを基礎とすること自体が、群衆の動き解析の
精度を低下させる原因となっていた。
【００１０】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、人物同士が接触するほど密集した群
衆であっても精度良くその動きを解析できる群衆解析装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（１）本発明に係る群衆解析装置は、所定空間を移動する群衆を撮影した複数時刻の空
間画像から前記群衆の動きを解析する装置であって、前記空間画像を時間軸に沿って並べ
た時空間画像における近傍画素間での画素値の相違度を算出し、当該相違度に基づき前記
時空間画像を分割し、分割境界にて内部よりも高い前記相違度を有する時空間セグメント
を生成する時空間分割手段と、前記複数の時空間セグメントのそれぞれにおいて、撮影時
刻が同一である画素の代表位置を算出し、前記代表位置の時間変化を表す動き特徴量を算
出する動き特徴量算出手段と、前記複数の時空間セグメントから算出された前記動き特徴
量を用いて前記空間画像に撮影された前記群衆の動きを解析する動き解析手段と、を備え
る。
【００１２】
　（２）上記（１）の群衆解析装置において、前記動き特徴量算出手段は、前記複数の時
空間セグメントのうちその時間長が予め定めた値以上であるものから前記動き特徴量を算
出する構成とすることができる。
【００１３】
　（３）上記（１）及び（２）の群衆解析装置において、前記動き解析手段は、予め求め
た前記群衆の正常な動きを表す正常特徴量を前記空間画像における画素位置ごとに記憶し
ている正常モデル記憶手段と、前記複数の時空間セグメントそれぞれについて、その前記
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動き特徴量と当該時空間セグメントに対応する画素位置の前記正常特徴量とを比較して、
前記空間画像に撮影された前記群衆の動きの前記正常な動きに対する乖離の大きさを評価
し、その評価値が基準値以上である場合に前記群衆に異常な動きが発生したと判定する異
常判定手段と、を備えることができる。
【００１４】
　（４）上記（３）の群衆解析装置において、前記異常判定手段は、前記複数の時空間セ
グメントのうち任意の時空間セグメントを異常セグメントに仮設定すると共に残りを正常
セグメントに仮設定することにより、前記空間画像における前記群衆の動き状態を複数通
りに仮設定する状態仮設定手段と、前記群衆の正常な動きに対する前記動き状態の前記乖
離を評価するためのエネルギー値を、前記異常セグメントの前記動き特徴量と当該異常セ
グメントに対応する画素位置の前記正常特徴量との類似度、前記正常セグメントの前記動
き特徴量と当該正常セグメントに対応する画素位置の前記正常特徴量との相違度、及び前
記時空間画像において前記異常セグメントに隣接する前記正常セグメントと当該異常セグ
メントとの前記動き特徴量の類似度を総和して算出するエネルギー算出手段と、複数の前
記動き状態のうち前記エネルギー値が最小となる動き状態における前記異常セグメントの
大きさを前記評価値として算出する乖離評価値算出手段と、を備えることができる。
【００１５】
　（５）上記（１）及び（２）の群衆解析装置において、前記動き解析手段は、前記複数
の時空間セグメントのうち任意の時空間セグメントを異常セグメントに仮設定すると共に
残りを正常セグメントに仮設定することにより、前記空間画像における前記群衆の動き状
態を複数通りに仮設定する状態仮設定手段と、前記動き状態ごとに、前記時空間画像にお
いて前記異常セグメントに隣接する前記正常セグメントと当該異常セグメントとの前記動
き特徴量の類似度を総和してエネルギー値を算出するエネルギー算出手段と、複数の前記
動き状態のうち前記エネルギー値が最小となる動き状態における前記異常セグメントの大
きさを評価値として算出する評価値算出手段と、前記評価値が基準値以上である場合に前
記群衆に異常な動きが発生したと判定する異常判定手段と、を備えることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、人物同士が接触するほど密集した群衆であってもその動きを高精度に
解析することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係る異常検知装置の概略の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る異常検知装置の概略の機能ブロック図である。
【図３】時空間セグメンテーションの様子を説明する模式図である。
【図４】動き特徴量算出の例を説明する時空間の模式的な斜視図である。
【図５】時間長の短い時空間セグメントの除去を説明する時空間の模式的な斜視図である
。
【図６】群衆の動き解析に関するエネルギー最小化問題に対するグラフカット法の適用を
説明するグラフの模式図である。
【図７】本発明の実施形態に係る異常検知装置が正常モデルを生成する学習動作時の概略
のフロー図である。
【図８】本発明の実施形態に係る異常検知装置の異常検知動作時の概略のフロー図である
。
【図９】群衆の動き解析処理の概略のフロー図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る異常検知装置による群衆の動きの解析例を示す模式的
な画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する
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。本実施形態として、公共スペースを撮影した時系列画像から異常な動きをしている人物
を検知する異常検知装置の例を説明する。この異常検知装置は、群衆が撮影された空間の
時系列画像から当該群衆の動き特徴量を算出し、動き特徴量に基づいて群衆の動きを解析
する群衆解析装置の例ともなっており、その動きの解析により、群衆内に発生した異常な
動きを検出する。
【００１９】
［異常検知装置１の構成］
　図１は異常検知装置１の概略の構成を示すブロック図である。異常検知装置１は撮影部
２、記憶部３、画像処理部４、出力部５及びユーザーインターフェース部６から構成され
る。
【００２０】
　撮影部２はいわゆる監視カメラであり、ＣＣＤ素子又はＣ－ＭＯＳ素子等の撮像素子、
光学系部品、Ａ／Ｄ変換器等を含んで構成される。撮影部２は画像処理部４と接続され、
監視の対象であり群衆が発生し得る所定空間（以下、監視空間と称する）を時間の経過と
共に順次撮影して時系列画像を生成し、その時系列画像を画像処理部４に入力する。撮影
部２は例えば、イベント会場や街中の歩道などの公共スペースに立てられたポールに当該
公共スペースを俯瞰する視野に固定された状態で設置され、当該公共スペースを移動する
群衆を所定の撮影周期で撮影し、撮影した画像を順次、画像処理部４に入力する。撮影部
２は群衆内の同一人物の領域がフレーム間で重なる程度の撮影周期、解像度、画角等を設
定される。以下、上記撮影周期で刻まれる時間の単位を時刻と称する。
【００２１】
　記憶部３はＲＯＭ (Read Only Memory)、ＲＡＭ (Random Access Memory)、ＨＤＤ（Ha
rd Disk Drive）等の記憶装置である。記憶部３は画像処理部４で用いられる各種プログ
ラムや各種データを記憶し、画像処理部４との間でこれらの情報を入出力する。各種デー
タには時系列画像、及び監視空間における群衆の正常な動き特徴量を表す正常モデルが含
まれる。
【００２２】
　画像処理部４はＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＤＳＰ（Digital Signal Processo
r）、ＭＣＵ（Micro Control Unit）等の演算装置を用いて構成され、撮影部２、記憶部
３、出力部５及びユーザーインターフェース部６に接続される。画像処理部４は記憶部３
からプログラムを読み出して実行することで後述する各手段として機能する。画像処理部
４は撮影部２からの時系列画像を処理し、時系列画像から異常な動きをしている人物を検
知した場合に異常信号を出力部５へ出力する。
【００２３】
　出力部５は画像処理部４と外部装置を接続する通信インターフェース回路である。例え
ば、出力部５は監視センターのサーバーとの通信を行う通信装置であり、画像処理部４か
ら入力された異常信号をサーバーに送信する。
【００２４】
　ユーザーインターフェース部６はキーボード、マウス、ディスプレイ等からなるユーザ
ーインターフェース機器であり、異常検知装置１の管理者などのユーザーにより使用され
、正常モデル生成処理と異常検知処理との切り替えを指示する指示入力などに用いられる
。
【００２５】
　図２は異常検知装置１の概略の機能ブロック図である。撮影部２により順次撮影される
時系列画像は、図２には示さないが、記憶部３に循環記憶され、画像処理部４での処理に
供される。また記憶部３は正常モデル記憶手段３０として機能する。図２に示す群衆検出
手段４０、時空間分割手段４１、動き特徴量算出手段４２、動き解析手段４３、個別人物
追跡手段４４及び個別異常検知手段４５は主として画像処理部４により実現される機能で
ある。動き解析手段４３は正常モデル生成手段４３０、正常モデル記憶手段３０及び異常
判定手段４３１を含む。動き解析手段４３は、正常モデルを生成する学習処理を行うとき
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には正常モデル生成手段４３０として機能し、群衆内の異常を検知する検知処理を行うと
きには異常判定手段４３１として機能する。異常判定手段４３１は状態仮設定手段４３１
Ａ、エネルギー算出手段４３１Ｂ及び乖離評価値算出手段４３１Ｃを含む。
【００２６】
　群衆検出手段４０は時系列画像中の人物密度を推定し、推定した人物密度が予め定めた
密度下限値を超えた場合に群衆が発生していると判定する。密度下限値は人物同士が接す
る程度の人物密度に対応する値に予め設定され、例えば、４～５人／ｍ２とすることがで
きる。
【００２７】
　例えば、予め密度下限値を超えた人物密度の群衆が撮影された学習画像を用いて人物密
度ごとに機械学習した識別器を用いて人物密度を推定する。時系列画像を構成する各画像
をブロック分割して各ブロックの画像を人物密度ごとの識別器に入力し、当該識別器の出
力が真であるブロックにおいて人物密度が密度下限値を超えたと推定する。あるいは、時
系列画像を構成する各画像から背景差分処理により差分領域を抽出すると共に各画像をブ
ロック分割し、各ブロックにおける差分領域の面積から人物密度を推定する。群衆検出手
段４０はこれらの手法により、いずれかのブロックにおいて人物密度が密度下限値を超え
たと推定した場合に群衆が発生していると判定する。
【００２８】
　時空間分割手段４１は記憶部３に記憶されている所定時間長の時系列画像を順次読み出
し、読み出した時系列画像に対して時空間セグメンテーションを行う。ここで、時系列画
像を構成する各時刻の２次元画像（空間画像）の座標軸をＸ軸、Ｙ軸とすると、時系列画
像はＸ軸及びＹ軸と時間軸であるＴ軸とで定義される時空間における３次元画像と考える
ことができ、ここでは当該３次元画像を時空間画像と称する。すなわち、時系列画像の各
時刻の画像を時間軸に沿って並べたものが時空間画像となり、時系列画像の撮影時刻ｔの
画像における位置（ｘ，ｙ）の画素値が時空間画像の画素値Ｉ（ｘ，ｙ，ｔ）となる。
【００２９】
　時空間画像ではＸ軸、Ｙ軸方向に関する画素の近傍関係、つまり空間的な画素の近傍関
係と同様、Ｔ軸方向に関する画素の近傍関係、つまり時間的な画素の近傍関係を考えるこ
とができる。例えば、任意の画素（ｘ，ｙ，ｔ）について空間的又は時間的に隣接する６
画素の画素値であるＩ（ｘ±１，ｙ，ｔ）、Ｉ（ｘ，ｙ±１，ｔ）及びＩ（ｘ，ｙ，ｔ±
１）が近傍画素の画素値となる。さらに、任意の画素に対し空間的及び時間的に隣接する
画素を近傍画素に含めることもできる。その場合、任意の画素（ｘ，ｙ，ｔ）について空
間的又は／及び時間的に隣接する２６画素の画素値であるＩ（ｘ±１，ｙ，ｔ）、Ｉ（ｘ
，ｙ±１，ｔ）、Ｉ（ｘ，ｙ，ｔ±１）、Ｉ（ｘ±１，ｙ±１，ｔ）、Ｉ（ｘ±１，ｙ，
ｔ±１）、Ｉ（ｘ，ｙ±１，ｔ±１）及びＩ（ｘ±１，ｙ±１，ｔ±１）が近傍画素の画
素値となる。
【００３０】
　時空間分割手段４１は時空間画像における近傍画素間での画素値の相違度を算出し、当
該相違度に基づき時空間画像を複数の時空間セグメントに分割する。具体的には、時空間
分割手段４１は、分割の境界が位置する画素間における相違度が時空間セグメント内に包
含される画素間における相違度よりも高くなるように時空間画像を分割し、時空間セグメ
ントを生成する。
【００３１】
　ここで、読み出す時系列画像に含まれる撮影時刻の範囲を分析区間、読み出す時系列画
像の時間長を分析区間長と呼ぶ。分析区間長は予め設定される。分析区間長は長い方が動
き特徴量の信頼度が高くなることが期待できる点で好適である一方、処理速度が低下し得
る。本実施形態では分析区間長を５時刻（５フレーム）とした例を説明する。
【００３２】
　具体的には、以下の手順（Ａ１）～（Ａ５）のようにして時空間セグメンテーションを
行う。
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【００３３】
　（Ａ１）時空間における近傍画素間の輝度（画素値）の差をエッジコストとして求める
。上述したように近傍画素とは、画素位置が隣接する画素だけでなく、撮影時刻が隣接す
る画素も含む。
【００３４】
　（Ａ２）各画素を初期の時空間セグメントとし、各時空間セグメントの内部コストの初
期値を０とする。
【００３５】
　（Ａ３）時空間セグメント間のエッジコストの昇順に、次式を満たす時空間セグメント
同士を結合させ、結合した時空間セグメント内部における最大エッジコストを当該時空間
セグメントの内部コストとする。
ＳＣ ＜ｍｉｎ（ＣＩＮＴ＋α／Ｎ）　………（１）
【００３６】
　上の式において、ＳＣは時空間セグメント間のエッジコストであり、ＣＩＮＴは時空間
セグメント内のコスト（内部コスト）である。またα／Ｎは画素数が小さい時空間セグメ
ントを統合するための緩和項である。αは定数であり、例えば４とすることができる。Ｎ
は時空間セグメントの画素数である。また最小値ｍｉｎは、結合するか否かを判定する２
つの時空間セグメントそれぞれの（ＣＩＮＴ＋α／Ｎ）のうちいずれか小さい方をＳＣと
比較し、結合を判定することを意味する。
【００３７】
　（Ａ４）上記（Ａ３）の、それぞれの時空間セグメント内部の最大エッジコストよりも
時空間セグメント間のエッジコストが小さければ時空間セグメント同士を結合する、とい
う処理を繰り返す。
【００３８】
　（Ａ５）時空間セグメントの画素数の最小値が予め定めた下限画素数以上に達した場合
に、時空間セグメンテーションを終了する。下限画素数には人の部位の大きさ以下の値を
予め設定し、群衆内の人の各部位ないし各人がそれぞれ１つの時空間セグメントとしてま
とまるようにする。
【００３９】
　上記処理により生成される時空間セグメントは、当該時空間セグメントに隣接する時空
間セグメント（以下、隣接セグメント）との間のエッジコストが、当該時空間セグメント
内部の最大エッジコストおよび隣接セグメント内部の最大エッジコストよりも大きくなっ
ており、隣接セグメントとの間で排他的に分割された時空間セグメントとなっている。つ
まり、上記処理により生成される時空間セグメントは、近傍画素における画素値の相違度
に基づいて、空間的にも時間的にも隣接セグメントとの間で排他的に分割された時空間セ
グメントとなっている。
【００４０】
　そのため、単に前後する画像の間で画像特徴が類似するグリッドを結んだオプティカル
フローとは異なり、密集した群衆内であっても、物体や部位の境界にて高い確度で分割さ
れた時空間セグメントが生成される。
【００４１】
　生成された各時空間セグメントは、分析区間長に含まれる撮影時刻のいずれかの時刻の
時空間セグメントとみなす。どの時刻のものとみなすかは予め定めておけばよい。例えば
、現時刻ｔにおいて撮影時刻がｔ－４からｔである５時刻分の時系列画像から分割した時
空間セグメントを現時刻ｔの時空間セグメントとすることができる。
【００４２】
　図３は時空間セグメンテーションの様子を説明する模式図であり、時空間セグメンテー
ションの初期段階での時空間画像の一部分を示している。図３はＸ軸、Ｙ軸、Ｔ軸で定義
される時空間の斜視図であり、当該時空間にＸ軸方向、Ｔ軸方向それぞれに２画素ずつ並
んだ４画素５００～５０３をそれぞれ立方体で示し、当該立方体の中に示す数字は輝度値
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を表している。なお、ここではα＝４として式（１）を計算している。
【００４３】
　図３（ａ）は時空間セグメンテーションの開始時を表しており、画素５００の輝度値Ｉ
（ｘ－１，０，ｔ）＝２、画素５０１の輝度値Ｉ（ｘ，０，ｔ）＝２、画素５０２の輝度
値Ｉ（ｘ－１，０，ｔ－１）＝３、画素５０３の輝度値Ｉ（ｘ，０，ｔ－１）＝６であり
、よって、画素５００，５０１間のエッジコストは０、画素５００，５０２間のエッジコ
ストは１、画素５０１，５０３間のエッジコストは４、画素５０２，５０３間のエッジコ
ストは３である。
【００４４】
　エッジコストが最小である時空間セグメントである画素５００と画素５０１との対が結
合するか否かの判定対象とされる。この場合、ＳＣは画素５００，５０１間のエッジコス
トであり０である。一方、式（１）の右辺はｍｉｎ（０＋４／１，０＋４／１）＝４であ
る。よって式（１）が成立するので画素５００と画素５０１とを結合して時空間セグメン
ト５１０を生成する。図３（ｂ）はこの時空間セグメント５１０が生成された状態を示し
ている。時空間セグメント５１０の内部コストは画素５００，５０１間のエッジコストと
同じであり０となる。
【００４５】
　次にエッジコストが最小である時空間セグメント５１０と画素５０２との対が評価され
る。この場合、ＳＣは画素５００と画素５０２との間のエッジコストで与えられ１である
。一方、式（１）の右辺はｍｉｎ（０＋４／２，０＋４／１）＝２である。よって式（１
）が成立するので時空間セグメント５１０と画素５０２とを結合して時空間セグメント５
２０を生成する。図３（ｃ）はこの時空間セグメント５２０が生成された状態を示してい
る。画素５００，５０２間のエッジコストが時空間セグメント５２０の内部コストとなり
、その値は１である。
【００４６】
　次いでエッジコストが最小である時空間セグメント５２０と画素５０３との対が評価さ
れる。この場合、ＳＣは画素５０２と画素５０３との間のエッジコストで与えられ３であ
る。一方、式（１）の右辺はｍｉｎ（１＋４／３，０＋４／１）≒２．３である。よって
式（１）が成立しないので時空間セグメント５２０と画素５０３とは結合されない。図３
（ｄ）は、画素５００～５０３からなる時空間画像が３画素からなる時空間セグメント５
２０と画素５０３のみからなる時空間セグメントとに分割された状態を示している。
【００４７】
　動き特徴量算出手段４２は時空間分割手段４１から入力された時空間セグメントのそれ
ぞれから動き特徴量を算出する。具体的には、動き特徴量算出手段４２は複数の時空間セ
グメントのそれぞれにおいて、撮影時刻が同一である画素の代表位置を算出し、代表位置
の時間変化を表す動き特徴量を算出する。算出された各時空間セグメントの動き特徴量は
動き解析手段４３へ出力される。例えば、動き特徴量算出手段４２は、時空間セグメント
における重心位置の時間変化を一次近似した速度ベクトルを、当該時空間セグメントの動
き特徴量とする。
【００４８】
　上述したように、時空間分割手段４１が排他的に分割した時空間セグメントは物体や部
位の境界で分割されている確度が高い。そのため、それらの時空間セグメントから動き特
徴量算出手段４２が算出した動き特徴量は密集した群衆内の物体や部位の動きを精度良く
表したものとなる。
【００４９】
　図４は動き特徴量算出の例を説明する時空間の模式的な斜視図である。時空間セグメン
ト６００は現時刻ｔにおいて分析区間［ｔ－４，ｔ］の時系列画像から分割されたものの
１つであり、時空間セグメント６００に含まれる画素のうち、撮影時刻がｔ－４である画
素のまとまりを切片６０１とし、同様に撮影時刻がｔ－３，ｔ－２，ｔ－１，ｔである画
素のまとまりのそれぞれを切片６０２，６０３，６０４，６０５としている。また切片６
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０１，６０２，６０３，６０４，６０５の重心位置をそれぞれ（ｘ１，ｙ１，ｔ－４），
（ｘ２，ｙ２，ｔ－３），（ｘ３，ｙ３，ｔ－２），（ｘ４，ｙ４，ｔ－１），（ｘ５，
ｙ５，ｔ）で表している。この時系列の重心位置を最小二乗法などで近似した直線６１１
を求める。そして、分析区間中で最も古い時刻の重心位置（ｘ１，ｙ１，ｔ－４） から
直線６１１に下ろした垂線との交点Ｖｓを始端とし、分析区間中で最も新しい時刻の重心
位置（ｘ５，ｙ５，ｔ）から直線６１１に下ろした垂線との交点Ｖｅを終端とした速度ベ
クトルを現時刻ｔにおける時空間セグメント６００の動き特徴量とする。
【００５０】
　なお、上記例においては動き特徴量を算出する際の代表位置として、撮影時刻が同一の
画素の重心を求めたが、これに代えて、撮影時刻が同一の画素からなる領域を楕円近似し
当該楕円の重心を当該代表位置としてもよいし、同領域の外接矩形の重心を代表位置とし
てもよい。
【００５１】
　ここで、オクルージョンが原因で一時的にしか写っていない人物や一時的にしか写って
いない人物の部位に係る時空間セグメントや、ノイズが原因で生じた時空間セグメントは
群衆の動き解析の精度を低下させる要因となる。これらの時空間セグメントは時間長が短
い傾向がある。時間長が短くなると動き特徴量を算出する線形近似の信頼性が低くなり、
その結果、既に述べたように動き解析の精度低下を生じる。
【００５２】
　そこで動き特徴量算出手段４２は、時空間分割手段４１から入力された複数の時空間セ
グメントのうち予め定めた下限時間長以上である時空間セグメントのみから動き特徴量を
算出する。例えば、下限時間長として分析区間長と同一の長さを設定し、５時刻分の時間
長を有する時空間セグメントのみから動き特徴量を算出する。このように時間長の短い時
空間セグメントを取り除くことで信頼性の高い動き特徴量のみを利用した高精度な動きの
解析が可能となる。
【００５３】
　図５は時間長の短い時空間セグメントの除去を説明する時空間の模式的な斜視図である
。現時刻ｔにおいて分析区間［ｔ－４，ｔ］の時系列画像から分割された時空間セグメン
トの１つが時空間セグメント７００であり、別の１つが時空間セグメント７０１である。
例えば、時空間セグメント７００，７０１は互いに同一人物の同一部位に係るものであり
、撮影時刻ｔ－４，ｔ－２において当該部位が他の人物の陰に隠れて写らなかったために
当該部位の像が得られずに途切れたことが想定される。その結果、時空間セグメント７０
０，７０１の時間長はそれぞれ１時刻と２時刻になり、いずれも５時刻未満であるため動
き特徴量の算出対象から除外される。
【００５４】
　動き解析手段４３は動き特徴量算出手段４２で算出された複数の時空間セグメントの動
き特徴量から時系列画像に撮影された群衆の動きを解析する。動き解析手段４３は例えば
、解析の結果、群衆内の異常な動きを検出した場合に異常信号を出力部５へ出力する。
【００５５】
　上述したように、時空間分割手段４１が排他的に分割した時空間セグメントは物体や部
位の境界で分割されている確度が高い。そのため、動き解析手段４３は、それらの時空間
セグメントから算出した動き特徴量を用いて、密集した群衆の動きを精度良く解析できる
。
【００５６】
　解析方法として、例えば、各時空間セグメントの動き特徴量と、当該時空間セグメント
と同位置で予め解析した正常時の群衆の動き特徴量との差を算出し、正常時に対する動き
特徴量の当該差が予め定めた基準値以上である時空間セグメントがあれば、当該時空間セ
グメントの動き特徴量は正常時から乖離し異常な動きを示しているとして群衆内に異常な
動きがあると判定する。当該解析を行うために、動き解析手段４３は正常時の群衆の動き
特徴量を学習し、記憶部３に記憶させる機能を備えている。
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【００５７】
　また他の解析方法として例えば、各時空間セグメントとその周囲の時空間セグメントと
の動き特徴量の差の絶対値の平均値を計算し、その平均値が異常判定閾値以上であれば、
当該時空間セグメントの動き特徴量は周囲と異なる異常な動きを示しているとして群衆内
に異常な動きがあると判定してもよい。
【００５８】
　動きの解析は、時空間セグメント単位で行っても良いし、時空間セグメントの動き特徴
量を当該時空間セグメント内の各画素の動き特徴量とみなして画素単位で行っても良い。
また、現時刻で得られた時空間セグメントの動き特徴量から動きの解析を行っても良いし
、複数時刻の時空間セグメントの動き特徴量を利用して統計的に動きの解析を行っても良
い。現時刻で得られた時空間セグメントの動き特徴量のみを利用して動きの解析を行えば
、瞬間的な動きの変化を検出することが可能である。一方で、各時刻の時空間セグメント
の動き特徴量を統計して解析を行えば、より安定した動きの解析が可能である。統計的に
動きの解析を行う場合、異なる時刻から得られた時空間セグメント間では時空間セグメン
ト同士の位置及び形状が一致しないため、上述したように画素単位の解析を行って画素位
置ごとに動き特徴量の統計量を算出するとよい。統計量は、例えば複数時刻の動き特徴量
の平均値とすることができ、また例えば複数時刻の動き特徴量の混合正規分布などとする
ことができる。
【００５９】
　正常モデル記憶手段３０は予め群衆の正常な動きを表す正常特徴量（正常モデル）を、
時系列画像に対応する画素位置ごとに記憶する。なお、正常モデルは正常モデル生成手段
４３０により生成される。
【００６０】
　正常モデル生成手段４３０は異常判定処理の開始前に動作され、監視空間において異常
が発生していない正常な状態で撮影された時系列画像から算出された動き特徴量を統計分
析して正常特徴量を算出し、算出した正常特徴量を正常モデル記憶手段３０に記憶させる
。
【００６１】
　正常特徴量は、複数時刻の動き特徴量を時系列画像の画素ごとに集計した動き特徴量の
分布とすることができる。当該分布は所定の分布モデルを用いてモデル化された形式で表
現できる。例えば混合正規分布モデルを用いることができる。または正常特徴量は、時系
列画像の画素ごとに複数時刻の動き特徴量を平均して算出してもよい。
【００６２】
　異常判定手段４３１は複数の時空間セグメントそれぞれについて、その動き特徴量と当
該時空間セグメントに対応する画素位置の正常特徴量とを比較して、時系列画像に撮影さ
れた群衆の動きの正常な動きに対する乖離の大きさを評価し、その乖離の大きさを示す評
価値が異常判定閾値（基準値）以上である場合に群衆に異常な動きが発生したと判定する
。
【００６３】
　なお、人の存在しない背景領域の時空間セグメントから算出された動き特徴量は異常判
定から除外する。そのために、異常判定手段４３１は、ベクトルの大きさが予め定めた静
止判定閾値（例えば速さ１０ｃｍ／秒相当）以下の動き特徴量を削除してから異常判定を
行う。
【００６４】
　本実施形態では異常判定手段４３１は現時刻の時空間セグメントと正常モデルとの動き
特徴量の相違度、及び、現時刻における各時空間セグメントとその周囲の時空間セグメン
トとの動き特徴量の相違度に基づいて異常検出を行う。
【００６５】
　このように２種類の相違度を用いることにより、正常と異なる動きかつ周囲と異なる動
きが強調される。そのため、群衆内での逆行や転倒など、群衆内の一部の人物がとった他
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の人物と異なる動きを精度良く検出できる。
【００６６】
　また、２種類の相違度を用いることにより、会場の出入口における入場者の流れと退場
者の流れとが隣り合う群衆など、進行方向が異なる流れが隣り合って生じた群衆において
、流れの境界が多少ずれても誤って異常とする誤判定を抑制できる。例えば、正常モデル
との相違度のみを用いると、入場者の流れが正常モデルよりも増えた場合に、正常モデル
における流れの境界を越えた入場者が異常と判定されてしまうが、周囲との相違度を併せ
て用いれば、境界を越えた入場者の動き特徴量が周囲の入場者の動き特徴量と類似するこ
とにより異常と判定されにくくすることができる。
【００６７】
　具体的には、群衆の時系列画像（時空間画像）から分割された複数の時空間セグメント
のそれぞれを正常な動き特徴量を有する正常セグメントと異常な動き特徴量を有する異常
セグメントのいずれかに分類する問題を設定し、その問題を正常モデルとの相違度及び周
囲セグメントとの相違度に応じて定義されるエネルギー関数を最小化する最小化問題とし
て解く。当該最小化問題は例えばグラフカット法を適用して解くことができる。エネルギ
ー最小化問題に帰着させることで、各時空間セグメントの動き特徴量が正常か否かを判定
する閾値を予め設定する必要がなくなる。そのため多様な群衆に対して柔軟に異常判定を
行うことができる。
【００６８】
　異常判定手段４３１は上述の最小化問題を解くために状態仮設定手段４３１Ａ、エネル
ギー算出手段４３１Ｂ及び乖離評価値算出手段４３１Ｃを備える。以下、これらを含めて
異常判定手段４３１について説明する。
【００６９】
　図６は上述の最小化問題に対するグラフカット法の適用を説明するグラフの模式図であ
る。図６に示すグラフにおいて、３行３列のマトリクス状に配列された９個の円（斜視図
である図６では楕円に表されている）が画素ｅｉであり、当該画素が並ぶ水平面が或る時
刻（例えば現時刻ｔ）における空間画像を模式的に表している。また複数の画素を囲む線
が現時刻ｔの空間画像に現れる時空間セグメントの輪郭を表しており、図６には３つの時
空間セグメントが示されている。時空間セグメントｐは時空間画像中の任意の時空間セグ
メントであり、時空間セグメントｑは現時刻ｔの空間画像上にて時空間セグメントｐに隣
接する任意の時空間セグメントである。ソースＳは正常セグメント側の仮想のターミナル
であり、シンクＴは異常セグメント側の仮想のターミナルである。隣接する時空間セグメ
ント間にリンク（ｎ－ｌｉｎｋ）を設定し、各画素とソースとの間及び各画素とシンクと
の間にもリンク（ｔ－ｌｉｎｋ）を設定する。さらに各リンクに当該リンクの結合度を設
定する。結合度は領域分割のために行うリンクの切断に要するコストとしてエネルギーに
計上される。以下、結合度の値をコストと称する。
【００７０】
　各ｎ－ｌｉｎｋには、正常セグメントと異常セグメントとの間の境界設定に伴い当該ｎ
－ｌｉｎｋを切断するときのコストを設定する。また、各画素とソースＳとの間のｔ－ｌ
ｉｎｋには当該ｔ－ｌｉｎｋを切断して当該画素が属する時空間セグメントを異常セグメ
ントに帰属させるときのコスト（異常側帰属時コスト）を設定し、各画素とシンクＴとの
間のｔ－ｌｉｎｋには当該ｔ－ｌｉｎｋを切断して当該画素が属する時空間セグメントを
正常セグメントに帰属させるときのコスト（正常側帰属時コスト）を設定する。
【００７１】
　各コストは時空間セグメントの分類が正しくないときに高くなるように設定される。す
なわち、ｎ－ｌｉｎｋのコストは、時空間セグメントｐ，ｑが類似するほど大きくなる量
、つまり動き特徴量の類似度を表す量に設定され、画素とソースＳとの間のｔ－ｌｉｎｋ
のコストは、当該画素を含む時空間セグメントの動き特徴量が正常特徴量に類似するほど
大きくなる量、つまり正常特徴量との類似度を表す量に設定され、また、画素とシンクＴ
との間のｔ－ｌｉｎｋのコストは、当該画素を含む時空間セグメントの動き特徴量が異常
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であるほど大きくなる量、つまり正常特徴量との相違度を表す量に設定される。
【００７２】
　エネルギーは、時空間セグメントを正常セグメントと異常セグメントとに分類する際に
切断されるリンクのコストの総和で定義される。そして、当該エネルギーを最小化する時
空間セグメントの正常／異常の分類が求められる。
【００７３】
　状態仮設定手段４３１Ａは複数の時空間セグメントのうち任意の時空間セグメントを異
常セグメントに仮設定すると共に残りの時空間セグメントを正常セグメントに仮設定する
ことにより、時系列画像における群衆の動き状態を複数通りに仮設定する。
【００７４】
　エネルギー算出手段４３１Ｂは群衆の正常な動きに対する動き状態の乖離を評価するた
めのエネルギー値を、異常セグメントの動き特徴量と当該異常セグメントに対応する画素
位置の正常特徴量との類似度、正常セグメントの動き特徴量と当該正常セグメントに対応
する画素位置の正常特徴量との相違度、及び空間画像において異常セグメントに隣接する
正常セグメントと当該異常セグメントとの動き特徴量の類似度を総和して算出する。
【００７５】
　具体的には、複数通りに仮設定した群衆の動き状態Ｌのそれぞれに対して式（２）で定
義されるエネルギー関数Ｅ（Ｌ）を算出する。
【００７６】
【数１】

【００７７】
　式（２）の右辺第１項が現時刻の時空間セグメントと正常モデルとの動きの相違度に応
じたエネルギーである。具体的にはＤｐ（Ｌｐ）は時空間セグメントに対してラベルＬｐ

を割り当てるコストを計算するデータコスト関数である。Ｄｐ（Ｌｐ）で定義するデータ
コスト関数は、時空間セグメントに異常ラベルを仮設定する場合には、正常モデルとの動
きの類似度をデータコストとして出力し、時空間セグメントに正常ラベルを仮設定する場
合には、正常モデルとの動きの相違度をデータコストとして出力する。
【００７８】
　ちなみに、現時刻の時空間セグメントと学習時に得られた時空間セグメントは同一形状
とならないため、現時刻の時空間セグメントと正常モデルの比較は画素単位で行う。すな
わち複数の時空間セグメントの動き特徴量とそれぞれに対応する画素位置の正常特徴量と
を比較する。そして、注目している時空間セグメントｐに含まれている各画素ｅｉにおけ
る類似度または相違度を平均して当該時空間セグメントｐにおけるデータコストＤｐ（Ｌ

ｐ）を算出する。また、異常ラベルを仮設定する場合のデータコストは、当該時空間セグ
メント（の各画素ｅｉ）とソースＳとの間のｔ－ｌｉｎｋに設定される異常側帰属時コス
トに対応し、一方、正常ラベルを仮設定する場合のデータコストは、当該時空間セグメン
ト（の各画素ｅｉ）とシンクＴとの間のｔ－ｌｉｎｋに設定される正常側帰属時コストに
対応する。
【００７９】
　式（２）の右辺第２項が現時刻における各時空間セグメントとその周囲の時空間セグメ
ントとの動きの相違度に応じたエネルギーである。Ｎは時空間セグメントｐに隣接する時
空間セグメントの集合であり、Ｖ（ｐ，ｑ）（Ｌｐ，Ｌｑ）は時空間セグメントｐと隣接
する時空間セグメントｑとに、それぞれラベルＬｐ、ラベルＬｑを割り当てたときのコス
トを計算するスムーズコスト関数である。時空間セグメント同士が隣接しているかの判定
は、時空間セグメント同士が時系列画像を構成する画像（空間画像）上で接しているかに
よって判定する。なお、時空間セグメント間の重心位置の距離が所定以下かどうかにより
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時空間セグメント同士の隣接を判定してもよい。
【００８０】
　上記例において、スムーズコストの値は時空間セグメント間の動きの相違度に基づいて
算出したが、次の複数の値のいずれか、又は次の複数の値の重み付け和に基づいて算出し
てもよい。
・時空間セグメント間の重心距離
・時空間セグメント間の面積比
【００８１】
　λは２種類の指標の寄与を調整するための正の定数であり、事前の実験に基づき予め設
定される。
【００８２】
　乖離評価値算出手段４３１Ｃは複数の動き状態のうちエネルギー値が最小となる動き状
態における異常セグメントの大きさを、時系列画像に撮影された群衆の動きとその正常な
動きとの差（乖離）を表す評価値（乖離評価値）として算出する。異常セグメントの大き
さは、或る時刻（例えば現時刻ｔ）の空間画像における異常セグメントに属する面積（画
素数）とすることができる。また、異常セグメントである各時空間セグメントの体積（画
素数）をその時間長で除して正規化サイズを定義し、正規化サイズの和を異常セグメント
の大きさとしてもよい。
【００８３】
　異常判定手段４３１は、乖離評価値が、予め定めた基準値である異常判定閾値以上であ
る場合に群衆に異常な動きが発生したと判定する。また、エネルギー値が最小の動き状態
における異常セグメントを、異常が発生している領域と判定する。
【００８４】
　個別人物追跡手段４４は群衆検出手段４０が群衆を検出しなかった時系列画像に撮影さ
れている個々の人物を追跡し、各人物の移動軌跡を算出する。
【００８５】
　個別異常検知手段４５は個別人物追跡手段４４が算出した各人物の移動軌跡を予め定め
た基準と比較して、長時間滞留している人物やうろついている人物などの移動軌跡を異常
と判定する。そして、個別異常検知手段４５はいずれかの移動軌跡が異常と判定された場
合に異常信号を出力部５へ出力する。
【００８６】
［異常検知装置１の学習（正常モデル生成）時の動作］
　図７は異常検知装置１が正常モデルを生成する学習動作時の概略のフロー図である。
【００８７】
　撮影部２は監視空間を撮影して、撮影した画像を順次、画像処理部４に入力する。画像
処理部４は、撮影部２から画像を取得すると（ステップＳ１０）、まず群衆検出手段４０
として動作し、取得した画像に群衆が撮影されているか否かを判定する（ステップＳ１１
）。群衆検出手段４０は取得した画像をブロック分割し、密度下限値を超えた人物密度の
画像を学習した識別器に各ブロックの画像を識別させて各ブロックの人物密度が密度下限
値を超えているか否かを推定する。そして、いずれかのブロックにおいて人物密度が密度
下限値を超えたと推定された場合に、群衆を検出したと判定し（Ｓ１１にてＹＥＳの場合
）、画像処理部４はステップＳ１１で取得した画像を記憶部３に蓄積する（ステップＳ１
２）。一方、群衆が検出されなかった場合（Ｓ１１にてＮＯの場合）はステップＳ１２を
スキップする。
【００８８】
　管理者は十分な長さの画像が蓄積できた時点（例えば１０分間。それ以上の長さであっ
てもよい）でユーザーインターフェース部６のマウスやキーボードを操作して蓄積終了指
示を入力する。
【００８９】
　画像処理部４は蓄積終了指示が入力されたか否かを確認し（ステップＳ１３）、蓄積終
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了指示が入力されていなければ（Ｓ１３にてＮＯの場合）、処理をステップＳ１０に戻し
、画像蓄積を継続する。一方、蓄積終了指示が入力されていれば（Ｓ１３にてＹＥＳの場
合）、画像処理部４は蓄積した画像を順次、ユーザーインターフェース部６のディスプレ
イに表示すると共に蓄積した画像の中から正常区間を指定する操作を受け付ける（ステッ
プＳ１４）。
【００９０】
　管理者は表示された画像を目視確認し、群衆内に異常な動きが無い画像の時間区間（正
常区間）をユーザーインターフェース部６のマウスやキーボードを操作して指定する。
【００９１】
　正常区間の指定が完了すると、画像処理部４は時空間分割手段４１及び動き特徴量算出
手段４２として動作し、ステップＳ１５～Ｓ１８のループ処理を行う。
【００９２】
　時空間分割手段４１は正常区間の先頭から分析区間長の時系列画像を順次読み出し（ス
テップＳ１５）、読み出した時系列画像を複数の時空間セグメントに分割する（ステップ
Ｓ１６）。
【００９３】
　動き特徴量算出手段４２は時空間セグメントごとに動き特徴量を算出して記憶部３に格
納する（ステップＳ１７）。その際、動き特徴量算出手段４２は時空間セグメントの時間
長を確認し、時間長が下限時間長以上の時空間セグメントから動き特徴量を算出し、時間
長が下限時間長未満の時空間セグメントからは動き特徴量を算出しない。
【００９４】
　時空間分割手段４１は未だ処理していない正常区間の画像があるかを確認し（ステップ
Ｓ１８）未処理の画像があれば（Ｓ１８にてＹＥＳの場合）、処理をステップＳ１５に戻
して次の時系列画像を処理する。
【００９５】
　正常区間の画像を全て処理し終えると（Ｓ１８にてＮＯの場合）、画像処理部４は動き
解析手段４３の正常モデル生成手段４３０として動作し、記憶部３に記憶している複数時
刻の動き特徴量を統計分析する（ステップＳ１９）。
【００９６】
　正常モデル生成手段４３０は、複数時刻の動き特徴量を画素ごとに集計し、各画素にお
ける動き特徴量の分布を混合正規分布モデルでモデル化する。各画素について算出した統
計量、すなわち動き特徴量の混合正規分布が当該画素における正常特徴量となる。正常モ
デル生成手段４３０は、各画素の正常特徴量を記憶部３の正常モデル記憶手段３０に記憶
させる（ステップＳ２０）。
【００９７】
　以上の処理を終えると異常検知装置１の学習動作は完了し、異常検知装置１は次に述べ
る異常検知動作を開始することが可能となる。
【００９８】
［異常検知装置１の異常検知処理時の動作］
　図８は異常検知装置１の異常検知動作時の概略のフロー図である。異常検知動作におけ
るステップＳ５０～Ｓ５２の処理内容は学習動作時のステップＳ１０～Ｓ１１と同様であ
る。撮影部２から画像処理部４が取得した画像は記憶部３に格納される。群衆検出手段４
０が群衆を検出した場合（Ｓ５２にてＹＥＳの場合）、画像処理部４は群衆の動き解析処
理を行う（ステップＳ５３）。なお、分析区間長の画像が蓄積されるまでの間、当該動き
解析処理Ｓ５３は省略される。
【００９９】
　図９は群衆の動き解析処理の概略のフロー図である。まず、画像処理部４は時空間分割
手段４１として動作し、現時刻から遡及する分析区間長の期間に撮影された画像を、現時
刻に解析する時系列画像として記憶部３から読み出し（ステップＳ５３０）、読み出した
時系列画像を複数の時空間セグメントに分割する（ステップＳ５３１）。
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【０１００】
　次に画像処理部４は動き特徴量算出手段４２として動作し、時空間セグメントごとに動
き特徴量を算出して記憶部３に格納する（ステップＳ５３２）。その際、動き特徴量算出
手段４２は時空間セグメントの時間長を確認し、時間長が下限時間長以上の時空間セグメ
ントから動き特徴量を算出し、時間長が下限時間長未満の時空間セグメントからは動き特
徴量を算出しない。
【０１０１】
　画像処理部４は異常判定手段４３１の状態仮設定手段４３１Ａ、エネルギー算出手段４
３１Ｂ、乖離評価値算出手段４３１Ｃとして動作し、ステップＳ５３３～Ｓ５３９の処理
を行う。
【０１０２】
　エネルギー算出手段４３１Ｂは、後のステップＳ５３５に備えて記憶部３の正常モデル
記憶手段３０から正常特徴量を読み出す（Ｓ５３３）。状態仮設定手段４３１Ａは、群衆
の動き状態Ｌを順次仮設定して（Ｓ５３４）、ステップＳ５３４～Ｓ５３８の反復処理を
繰り返す。例えば、反復の初回では乱数に基づき各時空間セグメントを正常セグメントと
異常セグメントとのいずれかに設定し、反復の２回目以降では乱数に基づいて選択した時
空間セグメントの正常／異常の設定を前回設定から変更する。
【０１０３】
　エネルギー算出手段４３１Ｂは、仮設定された動き状態Ｌに関し各時空間セグメントと
正常特徴量との相違度（または類似度）に応じた評価値を算出する（Ｓ５３５）。具体的
には、異常セグメントに仮設定された時空間セグメントについては、当該時空間セグメン
トに対応する画素位置ｅｉごとに、異常側帰属時コストであるＣ（ｅｉ，Ｓ）の総和を求
める。Ｃ（ｅｉ，Ｓ）は当該時空間セグメントの動き特徴量と画素位置ｅｉでの正常特徴
量との類似度である。一方、正常セグメントに仮設定された時空間セグメントについては
、当該時空間セグメントに対応する画素位置ｅｉごとに、正常側帰属時コストであるＣ（
ｅｉ，Ｔ）の総和を求める。Ｃ（ｅｉ，Ｔ）は当該時空間セグメントの動き特徴量と画素
位置ｅｉでの正常特徴量との相違度である。そして、異常側帰属時コストＣ（ｅｉ，Ｓ）
の総和と正常側帰属時コストＣ（ｅｉ，Ｔ）の総和とを加算して、仮設定された動き状態
Ｌに関する正常特徴量との相違度に基づく評価値であるデータコスト（式（２）の右辺第
１項）を求める。ちなみに、当該評価値は、状態Ｌについての正常モデルとの比較に基づ
く尤もらしくなさを表しており、当該評価値が小さいほど状態Ｌの尤もらしさが高くなる
。
【０１０４】
　また、エネルギー算出手段４３１Ｂは、仮設定された動き状態Ｌに関し周囲セグメント
との相違度に基づく評価値を算出する（Ｓ５３６）。具体的には、異常セグメントに仮設
定された各時空間セグメントの動き特徴量と、当該時空間セグメントに隣接し且つ正常セ
グメントに仮設定された時空間セグメントの動き特徴量との類似度を算出し、算出した類
似度の総和を計算し、仮設定された動き状態Ｌに関する周囲セグメントとの相違度に基づ
く評価値であるスムーズコスト（式（２）の右辺第２項）を求める。ちなみに、隣接する
異常／正常セグメント間の類似度の和で定義される当該評価値は、異常セグメントと正常
セグメントとの境界設定の尤もらしくなさを表しており、当該評価値が小さいほど異常／
正常の境界設定の尤もらしさが高くなる。
【０１０５】
　エネルギー算出手段４３１Ｂは、式（２）に示すように周囲セグメントとの相違度をλ
で重み付けして正常特徴量との相違度に加算し、仮設定した群衆の動き状態Ｌに対するエ
ネルギー値Ｅ（Ｌ）を求める（Ｓ５３７）。
【０１０６】
　乖離評価値算出手段４３１Ｃは、算出されたエネルギー値Ｅ（Ｌ）が最小のエネルギー
値であるかを判定する（Ｓ５３８）。例えば、反復の各回のエネルギー値を順に記憶部３
に記憶させ、エネルギー値の低下が予め設定した収束判定閾値未満になった場合に最小の
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エネルギー値に達したと判定する。また、反復上限回数を予め設定し、反復回数が反復上
限回数に達したときに打ち切る条件を加えてもよい。
【０１０７】
　乖離評価値算出手段４３１Ｃは、エネルギー値が未だ最小化されていないと判定した場
合（Ｓ５３８にてＮＯの場合）、処理をステップＳ５３４に戻して反復処理を継続する。
【０１０８】
　一方、乖離評価値算出手段４３１Ｃは、エネルギー値が最小化されたと判定した場合（
Ｓ５３８にてＹＥＳの場合）、最小化時に仮設定していた群衆の動き状態を現在の動き状
態として確定し、当該動き状態において異常セグメントに設定されている時空間セグメン
トの中で撮影時刻が現時刻である画素の数を乖離評価値として算出する（ステップＳ５３
９）。
【０１０９】
　異常判定手段４３１は算出した乖離評価値を異常判定閾値と比較し（ステップＳ５４０
）、乖離評価値が異常判定閾値以上であれば（Ｓ５４０にてＹＥＳの場合）、異常信号を
生成して（ステップＳ５４１）、処理を図８のステップＳ５４に進める。他方、乖離評価
値が異常判定閾値未満であれば（Ｓ５４０にてＮＯの場合）、異常信号を生成せずに処理
を図８のステップＳ５４に進める。
【０１１０】
　図８に戻り異常検知処理時の動作の説明を続ける。上述した群衆の動き解析Ｓ５３にて
群衆内の異常な動きを検出した場合（Ｓ５４にてＹＥＳの場合）、異常判定手段４３１は
ステップＳ５４１にて生成した異常信号を出力部５へ出力し（ステップＳ５５）、処理を
ステップＳ５０に戻す。一方、異常な動きを検出しなかった場合（Ｓ５４にてＮＯの場合
）、ステップＳ５５をスキップして処理をステップＳ５０に戻す。
【０１１１】
　さて、群衆が検出されなかった場合（Ｓ５２にてＮＯの場合）、画像処理部４は個別人
物追跡手段４４及び個別異常検知手段４５として動作する。個別人物追跡手段４４は取得
した画像に撮影されている人物を個々に追跡し、各人物の移動軌跡を算出する（ステップ
Ｓ５６）。
【０１１２】
　個別異常検知手段４５は算出された各人物の移動軌跡が長時間滞留を示す異常な移動軌
跡またはうろつきを示す異常な移動軌跡であるかを判定する（ステップＳ５７）。個別異
常検知手段４５は異常な移動軌跡を検出した場合（Ｓ５７にてＹＥＳの場合）、異常信号
を生成して出力部５へ出力し（ステップＳ５８）、処理をステップＳ５０に戻す。一方、
異常な移動軌跡を検出しなかった場合（Ｓ５７にてＮＯの場合）、ステップＳ５８をスキ
ップして処理をステップＳ５０に戻す。
【０１１３】
　図１０は異常検知装置１による群衆の動きの解析例を示す模式的な画像である。画像８
００における点線は時空間セグメントの境界を表しており、群衆における人の形状、部位
に対応して当該境界が現れている。また、矢印は時空間セグメントそれぞれの動き特徴量
を表している。画像８００に写る空間での群衆の正常な動きは画面にて上から下への人の
流れである。図１０に示す画像は多くの人が正常な動きをしている中、２人（人物８０２
）が正常な動きの人の流れに割り込もうとしている様子を示している。当該２人に係る時
空間セグメントでは画面左から右ないし画面下から上への動き特徴が抽出されている。こ
れらの動き特徴量は正常特徴量との相違度が高く、また周囲の時空間セグメントとの相違
度も高いため、異常セグメント（図１０の斜線部）として検出される。乖離評価値として
異常セグメントの面積の総和が算出され、その総和が異常判定閾値と比較される。例えば
、図１０の例では当該閾値を超えたと判定され、群衆内の異常な動きが検出される。
【０１１４】
［変形例］
　（１）上記実施形態においてエネルギー算出手段４３１Ｂは、正常特徴量に基づくエネ
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はいずれか一方に基づくエネルギーを算出してもよい。すなわち正常モデルに基づくエネ
ルギーのみでも異常検知を行うことができる。
【０１１５】
　また例えば一方通行の通路のように群衆全体が一方向に移動することが正常な監視空間
では、周囲セグメントに基づくエネルギーのみでも十分に異常検知を行うことができる。
周囲セグメントに基づくエネルギーのみを用いる場合、正常モデル生成手段４３０及び正
常モデル記憶手段３０は不要であり、正常モデルを学習する手間が省けるため運用が容易
となる。
【０１１６】
　（２）上記実施形態において異常判定手段４３１がエネルギー最小化問題をグラフカッ
ト法で解く例を示したが、グラフカット法に代えて確率伝播法を適用することができる。
グラフカット法で解く場合、エネルギー算出手段４３１Ｂは正常モデルに基づくエネルギ
ーを、（ａ）異常セグメントの動き特徴量と当該異常セグメントに対応する画素位置の正
常特徴量との類似度、（ｂ）正常セグメントの動き特徴量と当該正常セグメントに対応す
る画素位置の正常特徴量との相違度、及び（ｃ）時空間において異常セグメントに隣接す
る正常セグメントと当該異常セグメントとの動き特徴量の類似度の３要素を総和して算出
したが、確率伝播法を適用する場合、エネルギー算出手段４３１Ｂは前記（ｂ）の要素を
用いずにエネルギーを算出する。
【０１１７】
　（３）上記実施形態において動き解析手段４３は群衆内の異常な動きを検出したが、こ
れに限らず、動き解析手段４３は時空間セグメントごとの動き特徴量に基づいて群衆の流
量計測を行うこともできる。例えば、動き解析手段４３は、全ての時空間セグメントの動
き特徴量の平均速度を群衆全体の速度として算出し、全ての時空間セグメントの動き特徴
量の平均方向を群衆全体の移動方向として算出することができる。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　異常検知装置、２　撮影部、３　記憶部、４　画像処理部、５　出力部、６　ユー
ザーインターフェース部、３０　正常モデル記憶手段、４０　群衆検出手段、４１　時空
間分割手段、４２　動き特徴量算出手段、４３　動き解析手段、４３０　正常モデル生成
手段、４３１Ａ　状態仮設定手段、４３１Ｂ　エネルギー算出手段、４３１Ｃ　乖離評価
値算出手段、４４　個別人物追跡手段、４５　個別異常検知手段。
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