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歩容における性別・年齢の分類と特徴解析
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あらまし 本論文では歩容における性別・年齢の分類を決定し，その分類に現れる歩容特徴の解析を行う．ま
ず全 25 台のカメラからなる多視点同期歩容撮影システムを構築し，広い年齢層の被験者の歩容を撮影すること
で大規模歩容データベースを構築した．性別，年齢それぞれに関して識別実験を行い，その結果に基づき，性別・
年齢識別に適した分類として，子供，成人男性，成人女性，高齢者という四つのクラスを求めた．それらのクラ
ス，及び特定の 2 クラスに対して，観測方向による識別性能への影響を実験を通して確認した．また，各観測方
向においてクラスに特有な特徴がどの部位に現れるかを解析した．結果として，コンピュータビジョンの観点か
ら次のような知見が得られた．(1) クラスを象徴する歩容特徴はクラスによって異なり，またそれがよく観測で
きる方向も異なる．(2) そのため，識別するクラスによっては，真横といった典型的に用いられる観測方向より
効果的な観測方向が存在する．

キーワード 歩容解析，性別・年齢分類，周波数領域特徴

1. ま え が き

歩行は人間の基本的な動作であり，身長，体型といっ

た静的な要素，及び歩行時の姿勢，腕の振りといった

動的な要素を含み，普段感じるよりも豊富な情報を

我々に与えてくれる．これらの情報の用途として，歩

容による個人識別や術後経過の診断 [1]，脳疾患の診

断 [2] など様々な応用が考えられている．特に，歩容

による個人識別は，カメラから比較的遠距離での実現

が可能であるという利点をもつことから，コンピュー

タビジョンの分野において近年盛んに研究が進められ

ている [3]～[9]．また，歩容による性別・年齢識別は，

ケアセンターで徘徊する高齢者の発見，デパートでの

性別・年齢別顧客情報の取得など様々な応用が可能で

あり，近年注目を集めている．

歩行における性別・年齢に関する研究として，年齢

層の推定 [10]，性別識別 [11]が行われているが，多様

な性別・年齢のうちの一部しか含まないデータにおい
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ての識別であるため，広い年齢層，性別の違いを含む

データにおける解析を行う必要があると考える．

そこで本論文では歩容における性別・年齢傾向の解

析を行う．まず 25 台のカメラを含む多視点同期歩容

撮影システムを用いて解析のための大規模歩容データ

ベースを構築する．次に性別，年齢のそれぞれに関し

て識別実験を行い，その結果に基づき，性別・年齢識

別に適した分類を解析的に求める．更に，定義したク

ラスに対する識別実験の結果から，どの観測方向が性

別・年齢識別にとって効果的であるか，また，クラス

の統計情報を比較することで，各クラスに顕著な歩容

特性がどのように観測されるかを解析する．なお，こ

の解析は特徴がどのように見えるかというコンピュー

タビジョンの観点によるものであり，力学，運動学，

生物学，医学といった，これまで広く用いられてきた

歩行解析の観点とは異なることに注意されたい．

本論文の以降は次のように構成されている．まず 2.

で関連研究について述べ，次に 3.で，撮影に用いた多

視点同期歩容撮影システムと，それによって撮影した

大規模歩容データベースについて述べる．4.では，各

カメラでの歩容特徴の抽出，及び複数カメラによる特

徴の統合方法について述べる．5.では，性別，及び年

齢層識別実験を通した分類の決定，またその分類に対
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する各観測方向単独での識別実験について述べる．6.

では，分類された各クラスに関して，特有の特徴，観

測方向ごとに現れる特徴の差異の解析を行う．7. で

は，本解析により得られた結果についての考察を述べ，

8.では本論文の結びと今後の展望を述べる．

2. 関 連 研 究

歩行による性別・年齢識別の研究は，生物医学，認知

学等，様々な分野で行われている．Kozlowskiら [12]

は歩行者の関節部に装着した点光源の動きから歩行者

の性別を識別する主観テストを行い，歩行による性別

識別の可能性を示した．

性別識別において，Li ら [13] は HumanID データ

セット [7]において，主に 20代の男女に対する識別実

験を行い，その有効性を確認した．また，年齢識別に

関する研究として，Daves [10] は子供（3～5 歳）と

大人（30～52歳）の識別を行い，Beggら [14]は青年

（平均 28.4歳，分散 6.4）と高齢者（平均 69.2，分散

5.1）の識別を行った．これらの研究では，各クラス間

で有用な特徴を抽出し高い精度での識別を実現してい

るが，多様な性別・年齢のうち一部しか含まないデー

タにおいての識別であるため，例えば市街地など撮影

対象に制限をおくことのできない場所における実用は

難しい．深山ら [15]は 6歳から 80歳の広範囲の年齢

の男女において，子供（6～12歳），大人（13～64歳），

高齢者（65～80歳）の 3クラスの年齢層推定を行った

が，年齢差のみでなく性別差も併せて考慮し解析を行

うことで新たな知見が得られると考える．

解析に用いる歩行特徴として，Daves [10] は

Kozlowskiら [12]と同様に点光源の動きに基づき，歩

行による子供と大人の識別を行った．また，Begg [14]

は歩行の際の足と地面の間隔 (Minimum Foot Clear-

ance：MFC)による青年と高齢者の識別手法を提案し

た．しかしながら，これらの特徴は識別に対して有用

であるものの，計測のための装置を対象に装着させる

必要があるため，監視など実際の問題には適していな

い．これに対して，コンピュータビジョンの分野におい

ては，対象者に装置を付けずに，歩容画像から識別す

る手法が提案されている．これらは主に，モデルベー

スの手法とアピアランスベースの手法に分類される．

モデルベースの手法として，Leeら [16]は楕円モデル，

Yooら [17]はスケルトンモデルへのフィッティングを

行うことで関節の動きを抽出し，性別識別を行った．

しかし，これらの手法はモデルへの当てはめが難しい

場合があり，そのような場合に得られた特徴の信頼度

が低いという問題がある．アピアランスベースの手法

として，Li ら [13] は統計的な人体モデルに基づいて

分割した体の部位の画像による性別識別手法を提案し

た．またこれらの研究では，真横方向からの観測によ

り得られる歩容特徴を用いているが，例えば横方向へ

の体の揺れなど，他の方向から得られる情報も有用で

あることが歩容による個人認証 [18]，行動認識 [19]な

どに関する研究により明らかにされている．複数カメ

ラを用いた性別識別の手法として，Huang ら [11] は

前方・後方・横方向の画像を用い，方向に依存したモ

デルフィッティングにより性別識別を行った．しかし

ながら，3方向という限られた方向数では真上方向か

らの観測など，様々な方向を用いることによる影響を

解析するには不十分である．また，観測方向を扱った

これらの研究では，各方向から観測される特徴に現れ

る性別・年齢の違いに関しては論じられていない．

一方，歩容画像による認証や性別・年齢識別のため

には，歩容データベースが必要となる．大規模なも

のとしては，例えば，HumanID dataset [7]，Soton

database [20]，CASIA dataset [21] といったデータ

ベースが現在公開されている．これらのデータベー

スは 100人以上の被験者数をもつものの，HumanID

dataset [7]では 2方向（約 30度差）からの観測しか

行っておらず，また子供や高齢者のデータは含まれて

いない．Soton database [20] は多くの被験者のデー

タを保持しているものの，観測方向は横方向のみと限

られている．CASIA dataset [21] は多くの被験者を

多方向（全 11 方向）から撮影したデータを保持して

いるものの，被験者の大部分は 20代，30代となって

いる．

3. 多視点同期歩容撮影システムと大規模
歩容データベース

本研究で行う解析のためには，性別ごとに広い年齢

層の被験者を多視点から観測したデータが必要である

が，上述のようにこの条件を満たすデータベースは現

在のところ存在しない．そこで本研究では，多視点同

期歩容撮影システムを作成し，広い層の性別・年齢か

らの多数の被験者からなるデータベースを構築する．

3. 1 多視点同期歩容撮影システム

まず多視点同期歩容撮影システムについて述べる．

システムは図 1 に示すとおりで，歩行機，及びその

周囲に配置した 25 台の同期したカメラ，6 枚の背景
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図 1 多視点同期歩容撮影システムの概観 (a) システムの
鳥瞰図，(b) 各カメラの設置位置

Fig. 1 The components setting model of the captur-

ing system. (a) The overhead view of the sys-

tem. (b) Setting of each camera.

図 2 多視点同期歩容撮影システムによる画像の例 (a) layer1，
左方からの画像，(b) layer2，前方からの画像，(c) 頭
上からの画像

Fig. 2 Sample images obtained with the capturing

system. (a) the left camera of layer1, (b) the

forehand camera of layer2, (c) the overhead

camera.

用スクリーンから構成される．各被験者は歩行機上を

歩き，その様子をカメラポールに取り付けた 25 台の

カメラにより撮影することで歩容画像列を取得する．

カメラの配置は図 1 (b)にあるように，12台のカメラ

(layer1) を地上 1.3 m の高さに，同じく 12 台のカメ

ラ (layer2)を地上 2.0 mの高さに，それぞれ正面から

30 度間隔とした．残り 1 台のカメラは，被験者の頭

上に設置した鏡を利用することで被験者を頭上から撮

影する．カメラのフレームレートは，腕や脚の振りな

どの素早い動きを撮影するため 60 fpsとし，また，正

確な人物領域の抽出のために，スクリーンには被験者

の服や肌の色と異なる（例えば，黄緑など）色を投影

する．本システムを用いて撮影した画像の例を図 2 に

示す．ここで各カメラの解像度は VGA (640 × 480)

であり，全身を撮影できるように回転を加え調整して

いる．図 2 において，白線で囲われた領域はシルエッ

ト抽出の結果を示す．なお，歩行機上での歩行では，

風景が変化しないといった要因による歩行機から降り

た際のバランスの喪失，床に対する力のかかり方や関

節の動きなど，通常の歩行との違いが報告されてい

る [22], [23]．またこれらの違いは，より通常歩行に近

図 3 被験者の性別・年齢分布
Fig. 3 The distribution of subjects’ gender and age.

い歩行機の使用 [24]，歩行機上での歩行練習により軽

減されると報告されている．本研究では通常の歩行機

を用いるが，被験者の安全に留意しながら歩行機上で

事前練習を十分行うことで，より自然な歩容を撮影で

きるよう留意した．

3. 2 性別・年齢に関する大規模歩容データベース

構築するデータベースは，以下の特徴を含む必要が

ある．

（ 1） 性別ごとに広い年齢層の被験者

（ 2） 多視点からの観測データ

また，年齢による特徴解析のために，10歳刻みの年齢

層に男女それぞれで目安として 10名ずつの被験者デー

タの収集を目指す．これにより，全体の被験者数にお

いても世界最大の歩容データベースを実現する．被験

者の性別・年齢としては，広い年齢層の被験者（4～

75 歳）について，男性 88 名，女性 80 名の歩容デー

タを収集した．各性別・年齢の分布を図 3 に示す．な

お，より詳しい解析に用いるため，現在も被験者の数

を増やしている．

被験者は大学の研究機関における公募によるもので，

被験者に対して原則的に謝金を支払っているが，広い

年齢層の被験者について歩容データを収集しているた

め，一部の被験者（小学生など）はボランティアとし

て撮影を行った．また，撮影の前に事前説明を行い，

撮影データの研究目的での使用，論文やデータベース

による公開についての同意書を得ている．

被験者の歩行速度については事前実験の結果から基

本的に時速 4 kmとした．事前実験として，歩行機上

で被験者が自然と感じる歩行速度の測定，及び異なる

歩行速度間での歩容特徴の比較を行い，速度を調整す

ることによる特徴への影響を調査した．自然な歩行速

度の測定では，時速 4 kmでの歩行が可能な被験者 61

人に対し自然な歩行速度を計測したところ，平均 4.38，
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表 1 異なる速度での歩容特徴の比較結果
Table 1 The comparison results of gait features

obtained from different walking speed.

比較する歩行速度の組 (km/h)

2 vs. 4 3 vs. 4 4 vs. 4 5 vs. 4 6 vs. 4

EER 0.13 0.07 0.02 0.04 0.14

分散 0.42 (km/h)であった．また，49人の被験者に対

し時速 2 kmから時速 6 kmの歩行を 2回ずつ撮影し，

同じ速度，異なる速度における歩容特徴（4.参照）の

比較により EER（注1）を評価し，表 1 の結果を得た．

上記二つの実験結果から，大半の被験者にとって自

然な歩行速度は時速 4 ∼ 5 km の範囲にあり，また，

時速 1 kmの速度変化が個人性に与える影響は大きく

ないことが分かる．このことから，歩速は個人を表す

要素の一つであるが，時速 4 kmへと速度を調節する

ことにより不自然な歩行をすることは少ないと考える．

なお，先述のように，歩行機上での自然な歩行には慣

れが必要であるため，事前練習を行うことで，より自

然な歩容の撮影に留意し，また，子供や高齢者など被

験者が時速 4 kmで歩くことが難しい場合は，被験者

ごとに設定した速度での歩容を撮影する．服装は被験

者の普段着，若しくは設定した標準服（長袖シャツと

長ズボン）とした．

4. 歩容特徴の抽出

本章では，歩容における特徴抽出について述べる．

前述のように，25台のカメラにより各被験者の歩容画

像列を撮影することから，以下ではカメラ c で撮影し

た被験者 i の歩容画像列を Sc
i とする．

4. 1 周波数領域特徴の抽出

各カメラにより撮影された撮影された歩容画像列よ

り，周波数領域特徴を抽出する．周波数領域特徴は人

体のどの部分が特徴的であるかを直観的に表し，また，

平均シルエットと比べ，動きの情報を効果的に表す高

次の特徴も表現できるため，コンピュータビジョンの

観点における性別・年齢による違いの解析を目的とす

る本研究に適している．この特徴は方向変換モデルに

よる個人認証 [25]などに用いられており，様々な観測

方向における個人の特徴を反映している．周波数領域

特徴の抽出は [25]と同様に行ったが，ここでその概要

を述べる．

まず，背景差分によりシルエットを抽出し，歩容画

像列 Sc
i から歩容シルエット画像列 gc

i を抽出する．こ

こで，歩容シルエット画像列 gc
i に対して高さによる

図 4 周波数領域特徴の例
Fig. 4 Samples of frequency domain features.

正規化を行い，64× 44 pixelの大きさに変換し，時間

軸方向に沿ってシルエット領域の中心で位置合せを行

う．これにより，身長差は利用せず，腕の振りなどの

特徴による解析・識別を行うものとする．次に，歩容

シルエット画像の時間軸方向における正規化自己相関

を最大にする時間差を求め，それを歩容周期 Ngait と

する．求められた歩容周期 Ngait を左右 2歩分に対応

する基本周期として，各ピクセルにおける時間軸方向

の振幅スペクトルを離散フーリエ変換 (DFT)により

算出する．これを Ngait により正規化したものを周波

数領域特徴 Ac
i とする．

ここでは，周波数の 0倍，1倍，2倍の三つの振幅

スペクトルを周波数領域特徴として用いる．周波数領

域特徴の意味付けとして，0倍周波数スペクトルは平

均歩容シルエット，1倍周波数スペクトルは左右両方

の歩みの中で片一方にしか観測されない特徴，すなわ

ち左右非対称な動きを，逆に 2倍周波数スペクトルは

左右の歩みに共通して観測される特徴，すなわち左右

対称な動きを表している．そのため，体型などの静的

な特徴，歩行姿勢，腕の振りなど動的な特徴の両方を

含む特徴量となっている．三つの振幅スペクトルを用

いるため，周波数領域特徴 Ac
i は 64× 44× 3 = 8448

次元のベクトルとなる．図 4 に一つのカメラから得ら

れる周波数領域特徴の例を示す．図 4 は，図 2 と同

じ観測方向（左方，前方，頭上）からの例である．

全 25 台のカメラから得られる特徴を扱うため，以

下のように各カメラから得られる特徴 Ac
i を一つに統

合したベクトルを定義する．

Ai = [(A1
i )

T (A2
i )

T ...(A25
i )T ]T , (1)

以降では，この統合された周波数領域特徴Ai を歩容特

徴とし，またその次元は，Ndim = 64×44×3×25 =

211200 となる．

（注1）：EER (Equal Error Rate) とは本人照合における性能を表す
指標であり，本人受入れの判別を行うしきい値を変化させた場合に他人
受入れ率及び本人拒否率が等しくなる誤識別率である．EER が小さい
ほど高い認証性能であることを意味する．
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4. 2 識別に用いる特徴の抽出

本節では歩容特徴から，性別・年齢分類の識別に用

いる特徴の抽出について述べる．

まず，全カメラからの特徴 Ai の次元数 Ndim は膨

大なため，次元圧縮のために特異値分解を適用する．

[
A1A2 · · ·ANsubj

]
= USVT

= P
[
v1v2 · · ·vNsubj

]
(2)

ここで U は Ndim×Nsubj の直交行列，S は特異値か

らなる Nsubj×Nsubj の対角行列，Vは Nsubj×Nsubj

の直交行列である．P,vi はそれぞれ，以下のように

特異値の平方根を対角成分にもつ行列 S′ と行列 U,V

との積により求めた．

S′
(i,j) =

√
S(i,j) (3)

P = US′ (4)
[
v1v2 · · ·vNsubj

]
= S′V (5)

vi は Nsubj 次元の列ベクトルであり，i 番目の被験者

固有の特徴となっている．こうして求められた vi の

第 1 成分は全データの平均に対する係数であるため，

他の成分に比べ被験者ごとの差が少ない．そのため以

降の解析においては，体型，腕の振りといった性別・

年齢による歩容の違いを強調するため，vi の第 2 成

分以降を歩容特徴として用いる．なお，本研究で用い

た全歩容データに対して，累積特異値が 95%となるよ

う特徴抽出を行った結果，112次元の特徴が得られた．

本研究では，性別・年齢層に関する識別を線形判別

空間において行う．そのため，識別するクラスに対す

る線形判別空間分析 [26]を行い，上で求めた特徴から

識別特徴を抽出する．

5. 歩容における性別・年齢の分類

本章では，歩容における性別・年齢に関する適切な

分類を全方向の歩容特徴に基づいて求め，その分類に

対する観測方向ごとの識別性能を評価する．

5. 1 識別実験に基づく性別・年齢の分類

まず各年齢層での性別識別実験，及び年齢識別実験

を行い，それによって得られた傾向をもとに性別・年

齢に関して適切な分類を求める．

性別識別実験では，基準年齢を中心に 5 歳の範囲

（例として 15歳を基準年齢にした場合，10歳から 19

歳）の被験者に対して，性別の識別を行う．これを基

準年齢を 5歳刻みに変えることで性別識別に関する年

図 5 年齢層ごとの性別識別結果
Fig. 5 Classification results for gender.

齢層の影響を解析する．年齢層識別実験では，ある一

定の年齢層の被験者において，5歳刻みで年齢層の境

界を変化させ，老若の識別実験を行う．これを 40 歳

未満，15歳から 60歳，30歳以上の 3通りの年齢層に

対して行うことで，それぞれ低年齢層，中年齢層，高

年齢層における経年変化を評価する．

実験では各クラスから学習に用いる辞書，及びテス

トに用いる被験者を無作為に選択し識別を行い，これ

を 20 回繰り返した際の平均識別正解率 (CCR) を評

価とした．辞書・テストに用いる被験者数は，各識別

実験に含まれる被験者数を考慮して設定する．具体的

には，性別識別では辞書 8 名，テスト 4 名，年齢層

識別では両者ともに 20 名とした．ただし，設定数に

満たない性別・年齢層に関しては学習に用いる被験者

数の確保を重視し，該当クラスの全被験者数の 8割を

辞書，残りをテストに用いる．これは辞書・テストに

用いる被験者数は各識別実験において一貫しているこ

とが望ましいものの，被験者数の少ない性別・年齢層

にそろえることで実験全体で用いるサンプル数が減少

し，統計的な信頼性が低下すると考えられるためであ

る．なお，ここでは 4. 2 で述べた全カメラからの情

報を統合した特徴を用い，k近傍法を照合尺度とした．

また，k近傍法に用いるパラメータ k の値として，各

クラスに含まれる被験者数を考慮して実験的に k = 3

とした．

性別識別実験の結果を図 5 に示す．結果から，20

歳前後の被験者において性別識別性能が高く，低，高

年齢層においてはそれが低下することが分かる．次に

低年齢層，中年齢層，高年齢層に対する年齢層識別実

験の結果を，図 6 に示す．結果より，低年齢層では 15

歳から 20歳，高年齢層では 55歳から 65歳の間に識

1377



電子情報通信学会論文誌 2009/8 Vol. J92–D No. 8

図 6 年齢層識別の結果
Fig. 6 Classification results for age.

別正解率の大きな変化が見られるが，中年齢層では比

較的低い識別正解率でなだらかな変化しか見られない．

以上の性別・年齢層識別結果より，年齢の区分とし

て低年齢層の境界は 15歳付近，高年齢層の境界は 60

歳付近に存在し，また，中年齢層に関しては大きな性

別差が存在することが予想される．そのため本研究で

は，歩容における性別・年齢分類として，子供，成人

男性，成人女性，高齢者の 4クラスを定義する．

これらのクラスの年齢層の境界を求めるために，低

年齢層に関して 10 歳，15 歳，20 歳，高年齢層に関

して 55 歳，60 歳，65 歳のそれぞれ 3 通りずつの組

合せに対して認識実験を行った．なお，辞書・テスト

に用いる被験者数は各クラスにおいてそれぞれ 20名

とした．実験結果（図 7）より，低年齢層の境界を 15

歳，高年齢層の境界を 65 歳にしたときに最も識別正

解率が高い（78%）ことが分かる．なお，性別・年齢

に対して均等な分類（35歳未満，及び以上の男女を年

齢層境界とした男女の 4クラス）の場合，識別結果は

59%であったため，求めた分類がより適切に歩容にお

ける性別・年齢の特性をとらえているといえる．

5. 2 4クラス識別に対する観測方向の影響

次に，観測方向ごとの識別性能の差を評価する．図 7

で示した 4クラス識別に関する結果は全方向の情報を

統合した結果であるが，各観測方向に関して同様の実

験を行ったところ，全方向の場合と同じクラス分けに

よる識別性能が過半数の観測方向において最も高く，

残りの観測方向に関しても 2番目に高かった．そのた

め，ここでは前節で得られた分類を用いて評価を行

う．ここでは歩容特徴として，上述の実験で用いた統

合された周波数領域特徴 Ai ではなく，各カメラ個別

の情報 Ac
i (c = 1 · · · 25)を用い，辞書・テストに用い

図 7 年齢層境界の変化に対する 4 クラス識別実験の結果
Fig. 7 Classification results for gender and age for

4 classes.

図 8 各観測方向の 4 クラス識別正解率
Fig. 8 Correct classification rate of with each camera

for 4 classes.

る被験者数は各クラスにおいてそれぞれ 20名とした．

識別結果を図 8 に示す．図中の各グラフはそれぞれ，

layer1，layer2，頭上カメラによる識別正解率を表し

ている．横軸は被験者から見た場合のカメラの方位角

を表しており，正面が 0度，右方向が 90度，後方が

180 度，左方向が 270 度というように対応している．

結果より，layer1, layer2 間で明確な有意差がないた

め，俯角方向への観測方向の変化による影響は小さい，

また頭上からの観測における識別性能は各観測方向の

平均に近いことが分かる．

5. 3 特定 2クラス識別に対する観測方向の影響

次に，子供と成人 (C-E)，成人男性と成人女性 (AM-

AF)，成人と高齢者 (A-E)，の 3組の比較を行うこと

で，人間の経年変化，及び性別による違いを明らかに

する．なお，ここでは辞書・テストに用いる被験者数

は各クラスにおいてそれぞれ 10名とした．各観測方向

でのクラス間の識別正解率を図 9 に示す．また，表 2
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図 9 各観測方向の特定 2 クラス間の識別正解率
Fig. 9 CCR of each camera for specific class pair.

表 2 25 台のカメラの識別正解率
Table 2 Correct classification rate for 25 cameras.

AM-AF C-A A-E

単独 0.75 0.65 0.62

統合 0.80 0.74 0.65

に各観測方向単独での識別正解率の平均と全方向の情

報を統合した場合の結果を示す．図 8 では斜め方向か

らの識別性能が正面，側方からの識別性能に比べて高

い傾向が見られるが，図 9 では，例えば成人と高齢者

の識別においては正面からの観測の方が識別性能が比

較的高いといった傾向から，識別する対象により識別

性能の高い観測方向が異なることが分かる．また表 2

より，単独カメラを用いた場合の平均的な性能に比べ

全カメラからの情報を統合した場合の性能が高いこと

が分かる．

6. 性別・年齢に関する歩容特徴の解析

各クラスを象徴する特徴がどのように観測されるか

を，各クラスの平均歩容特徴とクラス間での差により

解析する．なお，より明確な特徴差を求めるため，特

に男女の違いが大きい 25歳から 35歳の被験者を選択

的に，上述の成人クラスとして扱う．

図 10 に，各クラスにおける歩容特徴の平均のうち，

左方（270度），前方（0度），頭上，右後方（150度）

カメラからの情報を示す．なお，前節の結果より俯角

方向による影響は小さいため，解析の対象を layer1と

頭上カメラに限定する．また見やすさのため，1倍，2

倍周波数特徴の値を 3倍にしている．次に，各クラス

に現れる特徴の比較として，図 9 の識別実験において，

比較したクラス間の歩容特徴平均の差を図 11 に示す．

図 11 中の各行は比較するクラスの組に対応しており，

図 10 各クラスの歩容特徴の平均
Fig. 10 Average gait features of each class.

図 11 各クラスの歩容特徴平均の差
Fig. 11 Differences of class averages.

それぞれ図 10 と同じカメラからの情報を表している．

図中では，灰色を基準として，比較するクラスのうち

前者（C-AMの場合の C）の特徴が強く現れている部

分を白色，後者の特徴が強く現れている部分を黒色で

表している．図より，前方からは体型，側方からは歩

幅，歩行姿勢というように，観測方向ごとに異なる部

分に特徴の違いが現れていることが分かる．以上の結

果より，各クラスに関して次のような傾向が見られた．

子供：特有な歩容特徴として，歩行時の前傾姿勢，

腕の振りの小ささ，頭身の違いが挙げられる．姿勢に

関しては，側方からの観測（図 10：C (a)）では体の

傾き，脚の運びから容易に観測可能であり，頭上から

の観測（図 10：C (d)）においては撮影される体幹部

の面積が広くなるため，特徴をとらえることができる．

また，腕の振りは側方，頭上からのどちらからも，画

像中で腕部が撮影されている領域の広さとして観測可

能である（図 10：C (a)，C (d)参照）．頭身の違いと

して，子供の頭身は成人に比べ小さいため，体全体に

占める割合として，頭が大きく，体が小さい，また，

身長に比べ体の幅が太いという特徴をもつ．この特徴

は，図 11：C-A (b)に見られるように，特に正面から

手部が比較的下方に撮影される，また，頭部領域の大

きさ，体の輪郭の広さとして観測される．

成人：性別の違いは主に体格と歩幅に現れる．体格

に関しては，男性の方が肩幅が広く，女性の方が体に
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丸みがあるといった違いがあり，これらの特徴は，前

方からの観測（図 11：AM-AF (b)）では肩幅の差，側

方からの観測（図 11：AM-AF (a)）では胸部の差と

いうように，進行方向に対して垂直，正対方向からの

観測で顕著に現れる．また，平均身長は男性の方が高

いため，同じ速度での歩容画像を，今回のように身長

の高さで正規化を行った場合に，男性の歩幅がより狭

く現れ，その差が主に側方（図 11：AM-AF (a)）か

ら観測可能である．

また，子供，高齢者と比較した場合，左右非対称な

動きを表す 1倍周波数成分において大きな差異がある．

そのため，年齢識別においては，左右非対称性がより

大きな役割を果たしているといえる．

高齢者：高齢者の特徴として，体の幅，歩行時の姿

勢，腕の振りの大きさが確認できる．高齢者は経年変

化により成人と比較して相対的に体の幅が広くなり，

この特徴が，正面からの観測（図 11：A-E (b)）にお

いてより顕著に現れる．なお，子供の特徴である頭身

の小ささとは異なり，体の幅は広くなるものの，頭部

の大きさは成人と大きく変わらない点に注意されたい．

次に，歩行時の姿勢として，側方からの観測（図 10：

E (a)）で前傾姿勢，正面からの観測において足の開き

が確認できる．また，腕の振りが成人と比べて大きい

（図 11：AM-AF (a) 参照）という特徴があるが，こ

れは今回の被験者が公募によるため，高齢者（65 歳

以上）の年齢層において比較的運動能力の高い被験者

が多かったためであると考える．実際にインタビュー

を行ったところ，日常的にウォーキングなどの運動を

行っているという回答が多く，それらの運動の中で腕

の振りへの高い意識をもっていると思われる．

7. 考 察

本研究では周波数領域特徴を用いた特徴の解析を行

い，平均シルエットである 0倍周波数特徴からは，各

クラスにおける歩行時の姿勢，体型といった要素，左

右非対称な特徴である 1倍周波数特徴では，成人と子

供，高齢者の間での動きの安定性，左右対称な動きを

表す 2倍周波数特徴では歩幅，腕の振りといった要素

に関する有意差を確認した．これらは体型，頭身の違

いなどの静的な特徴，歩行姿勢，手足の動きなどの動

的な特徴に分類できるが，その双方による本解析はコ

ンピュータビジョンの観点において有意義であると考

える．歩容における性別・年齢の違いを扱った研究とし

て，深山ら [15]は歩容特徴の一つとして歩幅に注目し

て年齢推定を行っており，Liら [13]は性別間の差は脚

部，上体においてそれぞれ，歩幅，胸部の違いとして

現れると報告されている．また，モデルベースの手法

として [17]ではスティックモデルによる関節の位置及

び角度に基づいて性別識別を行っているが，関節情報

の差は，[13]と同様に歩幅の違いによる影響が大きいと

考えられる．これらの違いは本研究においても図 10：

C-A (a) において脚の運び，図 11：AM-AF (a)にお

いて歩幅，胸部の違いとして観測されているため，従

来と同様に解析の対象を限定した場合には従来と同様

の知見も得られる．以上に加え，従来研究では解析が

行われていなかった観測方向に関する新たな知見が得

られたことから，本研究では歩容における性別・年齢

の違いについて，より包括的な解析が行えたと考える．

なお，動きの要素を除いた特徴との比較として，足

の開きが最も小さい姿勢 (single support phase)のシ

ルエットを特徴として用いて 4 クラスの識別実験を

行った場合，識別正解率が 66%となり，周波数領域特

徴を用いた場合（78%）に比べ劣っているため，識別

に動的な特徴が有効に働いていることが分かる．

観測方向に関する考察として，図 8 では典型的に用

いられる側方からの特徴の方が前後方向からの特徴よ

り識別性能が高いが，図 9 より，最も識別性能が高い

方向は識別するクラスにより異なることが分かる．こ

の結果と 6. での解析内容から，例えば，頭上方向か

らは脚の動きや歩行姿勢，体型といった特徴が縮退し

て観測されるが，歩行姿勢などの子供に特有な特徴が

観測されるため子供と成人に関しては頭上方向からの

識別精度が相対的に高いというように，際だった特徴

が観測される方向においては，他の識別と比べ高い識

別性能をもつことが分かる．また，図 10 (c)，11 (c)

のように，前後方向，側方方向から観測される特徴は，

斜め方向からの観測では複合的に，またその度合は方

向に依存して現れる．識別するクラスの組により，例

えば前方向への左手の振りというように，有意差のあ

る特徴に方向依存性があると考えられるため，識別す

るクラスにより方向ごとの特性は異なる．また，全方

向の情報を用いた場合の識別性能が観測方向ごとの性

能の平均よりも高いことから，本研究で得られた解析

結果をもとに識別に最適なカメラの数，位置を対象の

クラスごとに求めることでより正確な識別が可能であ

ると考える．

クラスごとの識別性能として，被験者の性別・年齢

に関する広がりを従来研究と同様に狭めて識別実験を

1380



論文／歩容における性別・年齢の分類と特徴解析

行った場合，子供と成人の識別において 94%，成人の

男女識別において 91%と高い精度を達成しているた

め，従来研究で報告されているように，例えば空港や

遊園地などでの迷子の発見，マーケットなどでの顧客

調査のための性別識別など，実際のシステムへの応用

が可能であると考える．

8. む す び

本研究では，歩容における性別・年齢に関する解析

のために，まず多視点同期歩容撮影システムを構築

し，広い年齢層，性別を含む歩容データベースを構築

した．得られたデータに対する性別・年齢層それぞれ

の識別結果をもとに，子供，成人男性，成人女性，高

齢者の 4クラスへの分類を統計的な解析により決定し

た．決定したクラスに対して，各観測方向において識

別実験を行い，クラスに特有な特徴がどの部位に現れ

るかを解析した．また，歩容による性別・年齢識別に

対して，コンピュータビジョンの観点から次のような

知見が得られた．(1)クラスを象徴する歩容特徴はク

ラスによって異なり，またそれがよく観測できる方向

も異なる．(2)そのため，識別するクラスによっては，

真横といった典型的に用いられる観測方向より効果的

な観測方向が存在する．

今後の展望として，本研究では男女同様に，5歳刻

みで年齢層の境界を求めたが，成長期と成人してから

の経年変化の違い，また性別による経年変化の違いを

考慮して，特に 15 歳から 20 歳の間で，より詳細な

解析を行うことで新たな知見が得られると思われる．

また，図 6 の年齢層識別実験の結果より，低，高年齢

層のように急激ではないものの，中年齢層において年

齢に対してなだらかな変化があることが予想される．

経年変化のモデル化により，例えば辞書とテストセッ

トの間に年単位の時間変化が存在する場合の歩容認

証，また，好みの年齢での歩き方をシミュレートする

といったエンターテイメントへの応用が可能であると

考える．

より詳細な解析のためには各年齢ごとの被験者の数

が均等である，若しくは人口分布に従うことが望まし

いため，今後も継続してデータ収集を行うことで，よ

り有用なデータベースの実現を目指す．また，本研究

では歩行機上での歩容を撮影する際には十分な事前訓

練によりその違いを軽減させるよう留意したものの，

3.で述べたように通常の歩行と歩行機上の歩行は異な

る．今後の研究では実際に通常歩行を撮影したデータ

との比較解析を行い，監視，診察などの応用の実現を

目指す．
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