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あらまし 歩容認証においては観測視点が異なる場合には認証精度が劣化するため，視点変換モデル等が利用される．
視点変換モデルを用いることで，比較する二つの歩容特徴を同じ視点からの歩容特徴に変換することができ，認証精
度が改善することが報告されているが，これまでの研究では，変換する視点についての議論がほとんどされていない．
そこで本研究では視点変換モデルを用いた場合の変換する視点の違いによる認証精度の違いを調査し，報告する．
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Abstract Accuracy of gait recognition degrades if observation views of compared two gaits are different. In order

to suppress the accuracy degradation, view transformation model-based approach has been proposed. Using the

view transformation model, gait features with a view is transformed to gait feature with a different view, and gait

features are compared in the transformed view space. In this approach, the transformation view can affect the

authentication accuracy, but the effect of the view has not been discussed in previous work. Therefore, we evaluate

the effect of the transformation view for gait recognition experimentally, and report the evaluation results.
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1. は じ め に
歩容認証は人の歩く姿を利用して個人を認証する技術であり，

カメラ等で撮影された映像から歩容特徴を抽出し認証に用いる．
歩容特徴は非接触で取得可能であり，また空間解像度がある程
度低くても認証が可能である．したがって防犯カメラ等で撮影
された人物の歩行映像からでも人物を特定できる可能性があり，
近年注目を集めている手法である．
しかし防犯カメラ等で撮影された歩行映像から人物を特定す

る場合には，観測視点に注意を払う必要がある．一般に，防犯
カメラ等で撮影された映像では，人物の歩行方向は同一ではな
く，またカメラと人物の位置関係により見えが大きく変わる．
このような場面において抽出される歩容特徴は視点が異なるも
のとなる．図 1に複数の異なる視点からの歩容特徴（周波数領
域特徴 [1]）を示す．これらの歩容特徴は同一人物の同一歩行を

複数の異なる視点から撮影し，その観測視点の異なる映像から
抽出した歩容特徴である．同一人物の同一歩行から抽出したも
のであっても，観測視点の違いにより異なる特徴となってしま
うことが確認できる．したがって，同一視点からの歩容特徴に
よる認証と比較すると，視点の異なる歩容特徴による認証は認
証精度が低下する [2]．
視点の異なる歩容の認証に有効な手法としては視点に不偏

な特徴を利用する手法 [3]～[7]や，視点変換モデル [1], [8]～[12]

により歩容特徴の視点を変換する手法が提案されている．本研
究では後者の視点変換モデルに注目する．
視点変換モデルを用いた認証手法では，異なる視点からの歩

容特徴を同一視点からの歩容特徴に変換してから認証に利用
する．一般的には二つの歩容特徴の一方を，他方の視点に合う
ように変換して認証に用いている．しかし，視点が大きく異な
る場合には，どちらかの視点にあわせるよりも，中間的な視点
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図 1 視点の違いによる歩容特徴の違い

3

図 2 任意視点変換モデルを用いた歩容認証の流れ

に変換し，認証した方が精度が良いという報告がなされてい
る [11]．ただし，これまで提案されている視点変換モデルでは，
変換可能な視点は学習データに含まれる離散的な視点に限定さ
れていたため，変換先の視点によりどの程度精度が変わってく
るのかは調べられていない．そこで本研究では著者らの提案し
ている任意視点変換モデル [12]に注目し，視点の異なる二つの
歩容特徴を用いて認証を行う場合に，変換する視点が認証精度
に与える影響を評価する．

2. 任意視点変換モデルを用いた歩容認証
2. 1 任意視点変換モデル概要
図 2に任意視点変換モデルを用いた歩容認証のアルゴリズム

を示す．認証アルゴリズムは登録フェースと認証フェーズから
なっている．認証の流れは一般的なバイオメトリクスのものと
同じであるが，視点が異なる歩容特徴を対象とするため，歩容
特徴を比較する前に任意視点変換モデルを用いて視点変換を行
い，視点変換後の歩容特徴を比較することで認証を行う．本章
では，任意視点変換モデル構築，歩容特徴視点変換及び比較ア
ルゴリズムについて記述する．
任意視点変換は任意視点変換モデル構築と，歩容特徴視点変

換からなる．任意視点変換モデル構築では，学習用三次元歩容
データベースを用いて，認証対象となる視点間での変換モデル
を構築する．一方歩容特徴視点変換では，ある視点からの歩容
特徴を異なる視点からの歩容特徴へ変換する．
2. 2 任意視点変換モデル構築
任意視点変換モデル構築は二つのステップ，再投影による学

習データ作成と変換行列構築からなる．まず，対象となる視点
θn, n = 0, 1, ..., N の射影行列を P (θn) ∈ R

3×4, n = 0, 1, ..., N

と表す．そして，M 人の学習用人物の三次元歩容モデルを
Vm

1:Tm
= (V m

1 , V m
2 , ..., V m

Tm
),m = 1, 2, ...,M とする．V m

t は
各人物の t サンプル目の三次元歩容モデルを表しており，Tm

は各人物の一歩行周期のサンプル数である．このデータを用い
て次のように視点変換モデルを構築する．

Step 1: 学習データ作成
三次元歩容モデルの各サンプル t における三次元モデ
ルを射影行列 P (θn) を用いて，視点 θn に対応する画像
空間に再投影することで，シルエット時系列 ξm(θn) =

(ξm1 (θn), ξ
m
2 (θn), ..., ξ

m
Tm

(θn))を次のように作成する．

ξ
m
t (θn) = Project(V m

t ;P (θn)), t = 1, 2, ..., Tm. (1)

ここで，ξmt (θn)はm番目の人物の t番目サンプルの三次元歩
容モデルから作成された，視点 θn からのシルエット画像であ
り，Project(·;P ) は三次元空間の物体を射影行列 P を用いて
画像空間に再投影する関数である．三次元歩容モデルがあれ
ば，あらゆる視点からのシルエット時系列を作成することがで
きるため，任意視点間の視点変換モデルを構築することが可能
となる．
次に再投影により作成されたシルエット時系列を用いて，歩

容特徴を Xm(θn) ∈ R
K を抽出する．

X
m(θn) = Extract(ξm(θn)), (2)

ここで，Extract(·)はシルエット時系列から歩容特徴を作成す
る関数であり，K は歩容特徴の次元数である．
Step 2: 変換行列構築
抽出されたM 人の学習用人物の N 視点からの歩容特徴を用い
て，視点変換モデル学習用行列を作成し，特異値分解を用いて
学習用行列を分解する．










X1(θ0) · · · XM (θ0)
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. . .

...

X1(θN ) · · · XM (θN )











= USV
T
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R(θ0)

...

R(θN )











[

v1 · · · vM
]

,(3)

ここで，U ∈ R
(N+1)K×(N+1)K は直交行列，V ∈ R

M×M も直
交行列， S ∈ R

(N+1)K×M は特異値を対角成分に持ち，対角成
分以外はゼロの行列である．これらを用いると，学習データに
含まれる人物のある視点 θn からの歩容特徴 Xm(θn)は

X
m(θn) = R(θn)v

m
. (4)

と表される．ここで，R(θn) ∈ R
K×M は人物に関係なく，視

点にのみ関係する行列であり，vm ∈ R
M×1 は視点に関係なく，

人物mに依存するベクトルである．
2. 3 歩容特徴視点変換
認証においては，学習データに含まれない対象人物の歩容特

徴の視点を変換する必要がある．学習用データと異なり，認証
用にはある一つの視点からの歩容特徴のみが与えられることを
想定する．対象人物の変換元となる歩容特徴を x

Target

θn
∈ R

K×1

，その視点を θn とし，変換先の対象視点を θl とする．この時，
与えられた歩容特徴 x

Target

θn
を用いて，対象人物依存ベクトル

v̂
Target

θn
を次のように設定することを考える．

v̂
Target

θn
= argmin

v

∣

∣

∣

∣

∣

∣
x
Target

θn
−R(θn)v

∣

∣

∣

∣

∣

∣

2

. (5)
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この対象人物依存ベクトルは，最小二乗法により，次のように
計算される．

v̂
Target

θn
=

(

(R(θn))
T
R(θn)

)

−1

(R(θn))
T
x
Target

θn
. (6)

対象人物依存ベクトルが計算されれば，あとは式（4）に従い，
対象視点の変換行列を用いることで，視点 θn からの歩容特徴
から対象視点からの歩容特徴 x̂θl←θn を次のように求める．

x̂θl←θn = R(θl)v̂
Target

θn
. (7)

2. 4 比 較
比較する歩容特徴を xG と xP とし，それらの視点をそれぞ

れ θG 及び θP とする．視点変換モデルを用いると，それぞれ
の歩容特徴を同一視点に変換することができる．変換先の視点
を φとし，変換後の歩容特徴をそれぞれ x̂G，x̂P とした時，こ
れら二つの歩容特徴間の相違度は

dis(xG
, x

P ;φ) = ||x̂G
φ←θG

− x̂
P
φ←θP

||2

= ||R(φ)(v̂GθG − v̂
P
θP )||2 (8)

と計算される．二つの歩容特徴間の相違度は，推定された二つ
の歩容特徴の依存ベクトルの差に変換視点への変換行列を掛け
たものを用いて計算され，これは計算される相違度が φの関数
であることを示している．したがって，認証精度もこの φに依
存することになる．これまで提案されてきた多くの視点変換モ
デルは学習データに含まれる離散的な視点しか扱うことができ
ないため，変換先についてはこれまでほとんど議論されてこな
かったが，任意視点変換モデル [12]を用いることで，この変換
先の視点を自由に選ぶことができる．

3. 実 験
3. 1 データベース
OU-ISIRデータベースの大規模データセット [13]のサブセッ

トを評価に用いる．大規模データセットは約 4000人の歩容デー
タから構成されているが，その中から，キャリブレーションさ
れたカメラを用いて撮影されている 1,912人の被験者データを
選び，評価に用いた．各被験者は歩行路を 2回歩き，その歩行
映像が固定された 1台のカメラで撮影されている．このデータ
セットは，観測角に応じて，55，65，75，85 度と分類されて
いる．
3. 2 実 験 設 定
本実験では登録データであるギャラリを観測角 55度及び 85

度のデータとし，認証用データであるプローブをギャラリの観
測角が 55度の場合には観測角 65，75，85度のデータ，ギャラ
リの観測角が 85度の場合には観測角 55，65，75度のデータと
し，変換先の視点を 50度から 5度刻みで 90度まで変更しなが
ら評価を行った．歩容特徴は周波数特徴 [1]を用い，視点変換
モデルとしては任意視点変換モデル [12]を利用する．本実験で
用いる任意視点変換モデルは評価用データとは異なる 103人の
三次元歩容モデルを用いて構築した．
3. 3 実 験 結 果
図 3に観測角 55度のギャラリ用データと観測角 65，75，85

Original
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Gallery (55 ) Probe (65 ) Probe (75 ) Probe (85 )

図 3 任意視点変換により変換された歩容特徴

表 1 異なる変換先視点の等誤り率 [%]

Gallery 観測角 [度] 55 85

Probe 観測角 [度] 65 75 85 55 65 75

変換先視点 [度]

50 4.8 6.6 9.5 9.2 7.0 5.3

55 4.8 6.4 9.1 8.8 6.7 5.4

60 4.9 6.5 8.8 8.5 6.7 5.4

65 5.2 6.4 8.7 8.3 6.4 5.3

70 5.4 6.5 8.4 8.2 6.3 5.2

75 5.4 6.6 8.3 8.2 6.0 5.0

80 5.5 7.0 8.3 8.2 6.2 4.9

85 5.9 7.5 9.1 8.8 6.7 4.9

90 6.0 8.1 9.9 9.4 7.1 5.0

度のプローブ用データを任意視点変換モデルを用いて変換した
歩容特徴を示す．この図より，各歩容特徴がそれぞれ異なる視
点の歩容特徴に変換されていることが確認できる．
表 1に，変換先視点を変えた場合の等誤り率（Equal Error

Rate（EER））を示す．また図 4及び図 5に各ギャラリ観測角
における代表的な変換先視点の ROCカーブを示す．この結果
より，変換先視点により認証精度が変わっていることが確認で
きる．例えば，ギャラリ用データが 55度で，プローブ用デー
タが 85 度の場合，視点変換先を 55 度や 85 度とした場合の
EERはどちらも 9.1%であったのに対し，75度に変換した場合
は 8.4%，80 度に変換した場合は 8.3%と，それぞれ精度改善
が見られた．他の実験設定にも同様の傾向がみられ，中間的な
視点に変換した方が精度が良くなるものが多い，という結果と
なった．

4. お わ り に
本研究では，視点の異なる歩容特徴を比較する問題に焦点を

あて，任意視点変換モデルを用いることで，変換先視点の認証
精度に与える影響を実験的に評価した．その結果，変換先視点
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図 4 ギャラリ観測角が 55 度の場合の ROC カーブ
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図 5 ギャラリ観測角が 85 度の場合の ROC カーブ

の違いにより，認証精度が変わるという実験結果を得た．本稿
では，変換先視点が認証精度に与える影響を実験的に評価し示
したが，最適な変換先は，視点変換モデルの変換行列の性質に
関係すると思われる．そこで，変換行列の性質を利用して，最
適な変換先視点を推定することを今後進めていきたいと考えて
いる．
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