適応学習型動画像認識の新方式
人および動作の認識で世界最高性能を達成
防犯カメラなど、ビデオサーベイランスで最も重要な鍵となる「人およびその
動作の自動認識」の新方式を開発した。これは、これまで 2 次元の静止画像に
対して開発した高次局所自己相関（HLAC）特徴抽出を用いた適応学習型認識
方式を、動画像にまで拡張したもので、非常に汎用的で高速・高精度であるこ
とが特長である。
A new scheme has been developed for automatic recognition of persons and movements
out of a monitored video image, a key step of automatic video-surveillance such as an anticrime camera. The method is an extension of adaptive learning recognition scheme based
on the Higher-order Local Auto-Correlation (HLAC) feature extraction developed for twodimensional static images. To cover the feature extraction of "target's movements " in motion
images, HLAC was extended to Cubic HLAC (CHLAC). The technology is characterized by
enhanced versatility, high speed and high accuracy.
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図 1 Gait 認識テストデータにおける従来手法との比較
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図 3 移動体の頑健で安定な自動追跡への応用例
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図 2 異常検出の応用例
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