
論 文 画像の認識・理解論文特集

低フレームレート映像のための歩行周期に基づく位相同期による

歩容認証

森 敦史† 槇原 靖†a) 八木 康史†

Gait Recognition Using Period-Based Phase Synchronization for Low Frame-Rate

Videos

Atsushi MORI†, Yasushi MAKIHARA†a), and Yasushi YAGI†

あらまし 近年，広域監視や犯罪捜査等を目的として人の歩き方の個性に基づく個人認証である歩容認証が注
目を集めている．一般的に，防犯カメラによる映像は通信帯域幅や記録装置の容量の制限から，低時空間解像度
で撮影されていることが多く，標準的な時間解像度を想定した従来の歩容認証手法を適用することは困難である．
本研究では，固有空間における歩容シルエットを特徴として，それを時間伸縮と時間シフトによって位相同期さ
せて照合する手法を提案する．まず，フレームレートに応じて決まる歩行周期の検出精度に基づいて，時間伸縮
係数の探索範囲を設定する．また，周期ごとの特徴間距離を最小値で統合することで周期間の歩容揺らぎを外れ
値として除去できる周期単位の照合手法と，低フレームレート映像に対しても周期間の位相の連続性により位相
の誤対応を低減できるシーケンス単位の照合手法を，辞書データと入力データのフレームレートを考慮して組み
合わせる．実験では，時空間の両方の解像度に関する認証実験を行い，提案手法と従来手法の性能評価を行った．
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1. ま え が き

近年，安心・安全な社会の構築を目的として，監視

システムやアクセスコントロールシステムのための個

人認証技術の必要性が高まっている．従来から個人認

証に用いられてきた暗証番号・パスワード・ICカード

による認証方法では，情報の流出や偽造等によるなり

すましの危険性がある．そこで，認証対象個人に固有

な情報である生体情報（バイオメトリックス）を用い

た個人認証手法が関心を集めており，多くの分野に応

用されている．例えば，DNAや指紋認証による犯罪

捜査支援，指紋・指静脈・虹彩・顔認証による入退室

管理システムやパーソナルコンピュータへのログイン

コントロールシステム [1]等が挙げられる．

その中で，歩容認証 [2]～[8] は，比較的低い空間解

像度の映像に対しても適用可能であることから，顔が
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よく見えないほど遠方から撮影された防犯カメラ映像

からの個人認証が可能であり，犯罪捜査支援や広域監

視への期待が高まっている．実際に，英国においては

CCTVカメラに映った犯行現場映像の容疑者の歩容特

徴が，裁判所における公的な証拠として採用された事

例がある [9]．また，日本においても，防犯カメラ映像

からの歩容認証を犯罪捜査に活用する動きがあり，数

件の鑑定事例がある．

更に，防犯カメラ映像への実応用をよりいっそう進

めていくためには，映像の空間解像度に加えて，時間

解像度（フレームレート）についても考慮する必要が

ある．近年の防犯カメラ映像は，通常 30 fps で記録

されているアナログ映像からディジタル映像へと推移

しており，通信帯域幅や映像の記憶容量の制限から低

フレームレート映像として記録されていることが多い

ため，時間解像度に対する考慮は必須といえる．しか

し，従来の歩容認証手法ではこれらの点があまり考慮

されておらず，Mowbrayら [10]が空間解像度に関す

る性能評価を行っている一例があるのみで，時間解像

度を考慮した認証手法の提案や性能評価は行われてい
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ない（注1）．

時間解像度を考慮して認証を行うためには，特徴及

び照合の単位の扱いが重要となる．歩容は周期的な運

動であることから，画像シーケンスをまず周期に分割

し，周期単位の特徴を抽出して照合する手法が多数提

案されている [6], [7], [11]～[19]．しかし，低フレーム

レート映像の場合には，周期検出の精度が低下するこ

とに加え，周期内に含まれる画像枚数が減少すること

から，1周期から抽出される特徴の質が低下すること

が問題となる．

一方，フレーム単位の特徴を用いた照合手法もいく

つか提案されている． [2], [3], [8], [20], [21]．これらの

特徴はフレーム単位で抽出されることから，特徴自体

はフレームレートの影響を受けないという利点があ

る．ただし，特徴のサンプリング間隔は変化すること

から，照合に際しては，同一の位相（歩容姿勢）とな

るフレームを対応づける位相同期が必要となる．ここ

で，フレームごとに独立に位相同期を行うと，他人同

士の特徴間距離を小さくするような位相の誤対応が生

じやすくなることから，一般的には，隣接フレーム間

の位相間隔が一定であるという制約（以降，位相の連

続性と呼ぶ）を利用して，1周期若しくはシーケンス

全体に含まれる複数フレームをまとめて対応付けする

ことが多い．典型的には，時間シフト係数と位相間隔

を制御する時間伸縮係数を変化させて最も位相が同期

するような対応付けを得ることが多い [3]．しかし，こ

れらの手法を低フレームレート映像に適用する場合に，

時間伸縮係数の探索範囲をどのように設定すればよい

かは明らかになっていない．

また，位相同期や照合の単位として，周期とシーケ

ンス全体のいずれを用いるかも重要な問題となる．周

期単位の照合においては，各周期で特徴間距離を計算

し，それらの最小値や中央値をとるといったような統

計的処理を行うことで最終的な距離を出力する．その

ため，ある周期において揺らぎが生じて外れ値となる

特徴が抽出されたとしても，最終的な距離計算の段階

で除外できることから，周期間の揺らぎに対して頑

健な照合が可能という長所がある．一方で，低フレー

ムレート映像の場合には，1周期に含まれるフレーム

数が少なくなり，位相の連続性を有効に活用できず，

位相の誤対応が生じやすいという短所がある．特に，

1 fpsといった極めて低いフレームレートの場合には，

1周期に 1フレームしか含まれないこともあり，この

ような場合には位相の連続性は全く考慮されなくなる．

一方，シーケンス単位の照合の場合には，シーケン

ス全体で位相同期を行うことから，周期単位の場合と

は反対に，周期間の歩容揺らぎに対して敏感であると

いう短所がある一方，低フレームレート映像に対して

も周期間での位相の連続性を考慮して位相の誤対応を

低減できるという長所がある．

そこで，本論文では，上記の点を考慮した低フレー

ムレート映像のための位相同期に基づく歩容認証手法

を提案する．まず，一般にギャラリーとプローブでは

服装のテクスチャが異なることから，その影響を受け

ない歩容シルエットを抽出して，それを固有空間に投

影したものをフレーム単位の特徴として用いる．そし

て，位相同期における時間伸縮係数の探索範囲を，フ

レームレートに応じて決まる歩行周期の検出精度に基

づいて設定する．また，照合単位については，周期間

の歩容の揺らぎへの頑健性と周期間の位相の連続性に

よる位相同期の安定性のトレードオフを考慮して，プ

ローブ（入力データ）とギャラリー（辞書データ）に

対して，周期単位とシーケンス単位の二つの組合せ手

法を提案する．実験においては，時空間の両方に関し

て提案手法の性能評価を行う．特に，時間解像度の評

価においては，従来手法との比較や，周期間の歩容の

揺らぎの大きなデータセットと小さなデータセットに

対する性能評価を行うことで，上記のトレードオフの

影響について解析する．

本論文の構成を以下に示す，2.で本研究の問題設定

について述べ，3.では関連研究について述べる．4.で

は，周期間の歩容揺らぎと位相の連続性を考慮した照

合単位の設定方法について述べる．5.では歩容特徴抽

出について述べ，6.では歩行周期に基づく位相同期を

考慮した照合方法について述べる．7.では時空間解像

度に対する歩容認証の性能評価実験について述べる．

最後に 8.で結論と今後の課題について述べる．

2. 問 題 設 定

最も有用と考えられる問題設定は，プローブとギャ

ラリーがともに低フレームレート映像の場合であるが，

実際には，双方のフレームレートが極めて低い場合に

は照合が困難になる．極端な場合では，1歩行周期に

1フレーム程度しか含まれず，かつ互いに含まれる歩

（注1）：多くの場合，画像中の歩行者の高さが 128 pixel，フレームレー
トが 30 fps 程度の映像が用いられている．
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容姿勢が大きく異なる場合には，本質的に照合を行う

ことができない．

そこで，本研究では，プローブは低フレームレー

ト映像であるのに対して，ギャラリーは標準フレーム

レート映像であるという問題設定を考える．これは，

例えば次のような犯罪捜査への応用を考えると，十分

に有用な問題設定であるといえる．まず，犯行現場に

おいて防犯カメラによって犯人の低フレームレート歩

容映像が撮影されたとする．その後，捜査により容疑

者候補がリストアップされ，捜査機関によって容疑者

の歩容を標準フレームレートのディジタルビデオカメ

ラで秘匿撮影する．最後に，低フレームレートの犯人

の歩容映像と標準フレームレートの容疑者の秘匿撮影

映像により本人照合を行う．実際に，日本国内におけ

る歩容認証による鑑定は，上記のような流れで行われ

ている例が多いことからも，十分に実用的な問題設定

といえる．

3. 関 連 研 究

周期単位の特徴による手法：現在，最も幅広く使わ

れている周期単位の特徴は，平均シルエット [6]（また

は GEI：Gait Energy Image [7]）である．平均シル

エットは，1周期分の画像シーケンスを時間方向に平

均した画像であり，照合にはユークリッド距離を用い

る手法 [6] や，線形判別空間へ投影した特徴間の距離

を用いる手法 [7] が提案されている．平均シルエット

は，時間方向への平均を行うことから，フレームごと

のシルエットノイズがある程度打ち消されるという長

所をもつ．また，周波数解析の観点から，直流成分で

ある平均シルエットに加えて，歩行周期の 1倍，2倍

周波数成分の振幅スペクトル画像を併せて利用する周

波数領域特徴 [11], [12] や，Gabor フィルタによる特

徴 [16]も提案されている．また，シルエット画像列に

対してラドン変換を適用することで得られる特徴を利

用する手法 [13]，シルエット画像列から抽出する動き

履歴画像に基づく手法 [17], [18]，シルエットの輪郭の

測地線距離による照合手法 [19]が提案されている．更

に，シルエット抽出が不要な方法として立体高次局所

自己相関（CHLAC）特徴と判別分析による手法 [15]

も提案されている．

一方，周期単位の特徴を低フレームレート映像に適

用することを考えると，検出される歩行周期の精度が

低下し，また，1周期から抽出される特徴が不安定に

なるという問題がある．例えば，プローブにおいて 1

周期内に画像が 1枚しかない場合には，平均シルエッ

ト [6], [7] は，ある歩容姿勢 1 枚の画像になってしま

い，標準フレームレートのギャラリーに対する平均シ

ルエットとは大きく異なってしまう．また，周波数領

域特徴 [11]や Gaborフィルタによる特徴 [16]の場合

には，サンプリング定理から 1周期内の画像枚数が少

ないと意味のある特徴が抽出されない．

フレーム単位の特徴による手法：Sarkar ら [2] は，

シルエット画像そのものをフレーム単位の特徴として，

シルエットシーケンスを直接照合する手法を提案して

いる．その際，ギャラリーを歩行周期単位，プローブ

をシーケンス単位として扱い，プローブとギャラリー

間の位相が合うように時間シフトさせ，最も位相が合

うときのシルエット画像の谷本距離の総和に基づいて

認証を行っている．村瀬ら [3]は，シルエット画像を固

有空間上に投影し，シルエットシーケンスを固有空間

上の多様体として表現している．そして，プローブ・

ギャラリーともにシーケンスを照合単位として，時間

シフトに加え，時間伸縮を行うことで最も位相が合

う位置を探索して照合を行っている．また，Cuntoor

ら [21]は，シルエット画像から水平方向に投影したヒ

ストグラム（Width vector）を抽出して，その時間系

列を動的時間伸縮（DTW：Dynamic Time Warping）

により照合する手法を提案している．

これらの手法を低フレームレート映像に適用する場

合には，時間伸縮係数の探索範囲をどのように設定

するか，また，低フレームレートのプローブと標準フ

レームレートのギャラリーの照合単位をそれぞれ周期

とシーケンスのいずれに設定するかが重要な点となる．

時間補間・時間超解像：低フレームレート映像から

の歩容認証を行う際に，最初に映像を時間補間 [22]～

[28] や時間超解像 [29], [30] によって低フレームレー

ト映像から標準フレームレート映像を生成してから，

各手法を適用することも考えられる．しかし，1歩行

周期に 2，3 フレーム程度しかないような低フレーム

レート映像へ適用する際には，モーフィング等の補間

画像列には含まれないような歩容姿勢が存在する場合

があることから，時間補間により生成される映像列が

必ずしも元の標準フレームレート映像に一致するとは

限らない．また，時間超解像の場合には，複数カメラ

によって撮影された低フレームレートのモーションブ

ラーを含む映像からの復元を行うことから，単眼の防

犯カメラ映像に対しては適用できない．
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4. 照合単位の設定

2.の問題設定に基づいて照合単位の設定を行う．1.

でも述べたように，照合単位を周期とした場合には周

期間の歩容揺らぎへの頑健性が得られるものの，周期

間の位相の連続性を考慮できないために，特に低フ

レームレート映像の場合には位相の誤対応が生じやす

いという問題点がある．一方，照合単位をシーケンス

とした場合には，低フレームレート映像の場合にも周

期間の位相の連続性を考慮できる一方，周期間の歩容

揺らぎに対しては影響を受けやすいという問題点が存

在する．すなわち，いずれの照合単位においても長所

と短所が存在することから，映像のフレームレートや

周期間の歩容の揺らぎの大きさによってそのトレード

オフが決まることとなる．

また，プローブとギャラリーの画像シーケンスを照

合する際には，双方について周期またはシーケンスの

照合単位の選択肢があることから，表 1 に示すように

4通りの照合単位の組合せが考えられる．

このうち，Sequence-Sequenceは，村瀬らの手法 [3]

に対応し，周期間の位相の連続性を最大限利用する照

合手法となっている．しかし，当然のことながら，ギャ

ラリーとプローブのいずれか一方でも周期間の歩容揺

らぎが存在する場合には，照合結果に大きな影響を与

えることになる．

逆に，Period-Periodは，周期間の揺らぎへの頑

健性が最も強い手法であると考えられることから，こ

れを提案手法の一つとして採用する．ただし，周期間

の位相の連続性を利用できないことから，フレーム

レートが極めて低い場合には性能が低下することが予

想される．

残りの二つの組合せの Sequence-Period と

Period-Sequence については，上記の 2 手法の中間

的な性質をもつものと考えられる．しかし，本論文

の問題設定においては，プローブの方が低フレーム

レートであることから，プローブを周期単位とする

と，周期間の位相の連続性を考慮しないことによる

損失が大きくなることが予想される．よって，プロー

ブをシーケンス単位，ギャラリーを周期単位とする

Sequence-Periodをもう一つの提案手法として採用

するものとする．この手法は，周期間の歩容揺らぎが

比較的小さい場合，または，フレームレートが極めて

低い場合に有効に働くものと期待される．

表 1 プローブとギャラリーの照合単位の組合せ
Table 1 Combination of matching units for probe

and gallery.

FR: Frame Rate

照合単位
手法 プローブ ギャラリー

（低 FR） （標準 FR）
Sequence-Sequence [3] シーケンス シーケンス
Sequence-Period（提案手法） シーケンス 周期
Period-Sequence 周期 シーケンス
Period-Period（提案手法） 周期 周期

図 1 歩容シルエットボリューム（6 フレームごと，
88 × 128 pixel）

Fig. 1 GSV. (every 6 frames, 88 × 128 pixel)

5. 歩容特徴抽出

5. 1 歩容シルエットボリュームの作成

最初に背景差分に基づくグラフカットセグメンテー

ション [31]を用いて前景領域を抽出して，連結領域を

抽出することで人物領域を取得する．次に人物領域の

高さが 128 pixel になるように，アスペクト比を保っ

たままスケーリングし，水平中心の位置合せを行うこ

とで画像サイズ 88 × 128 pixelの画像を作成する．最

後に，それらを時間方向に重ね合わせることで時空間

の歩容シルエットボリューム（GSV：Gait Silhouette

Volume）を作成する．図 1 に作成した GSV の例を

示す．

5. 2 PCAによる歩容シルエットの次元圧縮

照合時の計算量を削減するため PCAを利用し歩容

シルエットの次元圧縮を行う．本論文では学習にギャ

ラリーの全シーケンスの画像を用い，固有値の累積寄

与率が 90%以上になる次元数を用いた．固有空間上で

は 1枚の歩容シルエットを一点として表すことができ，

歩容シーケンスは点と点を結んだ軌跡として表すこと

ができる．固有空間上で第 3主成分までで表したとき

の歩容シーケンスを図 2 に示す．この空間上で軌跡の

1周は歩容の 1歩を表しており，図 2 を見ると軌跡が

大きく二つに分かれているのが分かるが，これは歩容

の左右それぞれの 1歩を表しており，歩容に左右非対

称が含まれているために現れる違いである．

5. 3 歩行周期の検出

プローブとギャラリーの照合単位をシーケンス全体

から歩行周期ごとのサブシーケンスに分割するため，
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図 2 固有空間上での歩容軌跡
Fig. 2 Gait trajectory in eigen space.

歩行周期の検出を行う．歩行周期 Ngait は左右 2歩分

を単位として定義し，GSVの時間方向の正規化自己相

関を計算することによって，以下のように算出する．

Ngait = arg max
N∈[Nmin，Nmax]

C(N) (1)

C(N) =

∑
x,y

T (N)∑
n=0

gx,y,ngx,y,n+N√∑
x,y

T (N)∑
n=0

g2
x,y,n

√∑
x,y

T (N)∑
n=0

g2
x,y,n+N

(2)

T (N) = Ntotal − N − 1 (3)

ここで C(N)はN フレーム分シフトしたときのGSV

の正規化自己相関であり，gx,y,n は n フレーム目の

空間位置 (x, y)における輝度値で，Ntotal は GSVに

含まれる総フレーム数である．また今回は，走行・早

歩き・牛歩といったような通常の歩行から外れるもの

については取り扱わないので，歩行周期の範囲は通常

の歩行における個人差を考慮して 1歩行周期を [0.83,

1.3]秒とし，これをフレームレートに応じてフレーム

単位に変換し，Nmin と Nmax を設定する．

6. 位相同期による照合

6. 1 位相同期の枠組み

本節では，位相同期に基づく固有空間上での歩容軌

跡の照合について述べる．1.でも述べたように，位相

同期はプローブとギャラリー間で同一の位相（歩容姿

勢）のフレームを対応づける処理であり，照合におけ

る重要な役割を果たす．本研究では線形時間伸縮によ

る位相同期を行うものとし，時間伸縮係数によってプ

ローブとギャラリーのフレーム間の位相間隔を合わせ，

時間シフト係数によってプローブとギャラリーの開始

位相を合わせるものとする．

その際，プローブとギャラリーから検出される歩行

周期の誤差が十分に小さい場合には，時間伸縮係数を

歩行周期の比として固定し，時間シフト係数のみを探

索により求めればよい．しかし，5. 3で述べたように，

歩行周期はフレームを単位とする整数値として求めら

れることから，時間伸縮係数を固定して位相同期を行

うと，1周期の間で 0.5フレームのずれが生じる可能

性がある．このずれが歩容シルエットの差として現れ

ないような高フレームレート映像の場合には問題とな

らないものの，歩容は 60 fpsであってもフレーム間で

シルエットの違いが確認できることから，30 fps以下

の場合には 0.5フレームのずれによる影響を受けるこ

ととなる．よって，低フレームレートのプローブに対

しては，検出される歩行周期の精度を考慮して時間伸

縮係数の探索範囲を設定し，位相同期を行う必要があ

る．次節ではその具体的な実装方法について述べる．

6. 2 実 装

まずは，周期単位による照合 Period-Period の

場合について取り上げて説明する．プローブ，ギャラ

リーのシーケンスを各々SP，SG とし，そのフレーム

レートを fP，fG (> fP ) [fps]，サブフレームオーダ

の真値の歩行周期を P P，P G [frame] とする．次に，

プローブのシーケンスから取り出した i周期目のサブ

シーケンスを SPi，ギャラリーの j 周期目のサブシー

ケンスを SGj とする．更に，各サブシーケンス SPi，

SGj の tP，tG枚目の歩容位相をそれぞれ θPi
tP，θGj

tG と

する．歩容位相は相対的な値のため，プローブのシー

ケンスの初期位相 θPi
0 を 0としても一般性は失われな

い．これより，それぞれの歩容位相を次のように表す

ことができる．

θGj

tG = θGj
0 +

tG

P G
(4)

θPi
tP =

tP

P P
(5)

ここで，θGj
0 はギャラリーの初期位相である．位相を

同期させるためには θPi
tP = θGj

tG を満たす必要があり，

そのときの tP と tG の関係は以下のように表すことが

できる．

tG = atP + b (6)

a =
P G

P P
(7)

b = −P GθGj
0 (8)

aと bはそれぞれ時間伸縮係数と時間シフト係数であ

る．検出されたプローブとギャラリーの歩行周期 P P ′
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(= P P + ΔP P )，P G′
(= P G + ΔP G)は，フレーム

を単位とする整数値であり，フレームレートごとのサ

ンプリング間隔に応じた誤差 ΔP P，ΔP G が存在す

るため，常に真値 P P，P G と等しいとは限らない．

特に低フレームレート映像の場合はサンプリング間

隔が大きくなり周期の誤差が大きくなることから，式

(7)で定義される時間伸縮係数 aの誤差も大きくなる．

そこで，検出された周期 P P ′
によって求めた時間伸縮

係数 aをそのまま用いるのではなく，検出された周期

P P ′
の周りで位相が最も合う周期 P P を探索するもの

とする．また，その際の探索幅は，プローブよりもフ

レームレートの高いギャラリーのサンプリング間隔と

する．一方，ギャラリーの初期位相である θGj
0 も事前

には分からないため，時間シフト係数 bについても位

相が最も合うように推定する．

ここでプローブとギャラリーのサブシーケンスの固

有空間における特徴ベクトルをそれぞれ xPi
tP (tP =

0, · · · , PP
′ − 1)，xGj

tG (tG = 0, · · · , P G′ − 1)とする

と，サブシーケンス間の距離は，時間伸縮係数 aと時

間シフト係数 b の探索範囲内で特徴ベクトル間の L1

ノルムの総和を最小にすることで以下のように算出

する．

d(SPi, SGj) = min
a,b

P P ′−1∑
tP =0

||xPi
tP − xGj

tG ||L1 (9)

a ∈
{

P G′

P P ′ − ir

∣∣∣∣∣i ∈ Z, |i| ≤ 1

2r

}
(10)

b ∈
{
j | j ∈ Z, 0 ≤ j ≤ P G − 1

}
(11)

ここで，|| ||L1 は L1 ノルム，r はフレームレート比

（= fP /fG）を意味する．また，ギャラリーの特徴ベ

クトルについては，時間伸縮係数 a や時間シフト係

数 bの値によっては，時間 tG がギャラリーの 1周期

の定義域 [0, P G′
)の外になる可能性があるが，ギャラ

リーのサブシーケンスの周期性を利用して，周期 P G′

を法とする時間に変換して定義域に入るように設定す

る．また，ギャラリーの時間 tG は，一般には整数値

とはならないことから，xGj

tG には，tG の最近傍の整

数値時間における実在の特徴ベクトルを代用するもの

とする．

最後に，周期ごとの距離を以下のように最小値に

よって統合したものを，最終的な距離として用いる．

dP−P (SP , SG) = min
i,j

d(SPi, SGj) (12)

一方，Sequence-Periodの場合には，プローブの

照合単位がシーケンスとなるため，式 (9)を以下のよ

うに変更する．

d(SP , SGj) = min
a,b

NP −1∑
tP =0

||xP
tP − xGj

tG ||L1 (13)

ここで，NP はプローブのシーケンスの枚数，xP
tP

はプローブのシーケンスの特徴ベクトル xP
tP (tP =

0, · · · , NP − 1)を表す．そして，最終的な距離が以下

のようになる．

dS−P (SP , SG) = min
j

d(SP , SGj) (14)

7. 実 験

7. 1 データセット

実験には，185 人の被験者が歩行機上で時速 4 km

で歩行している様子を側面方向から 6 秒間のシーケ

ンスを 2 回ずつ撮影した映像を用いた．このうち，1

シーケンスをギャラリー，もう 1シーケンスをプロー

ブとして用いた．映像から抽出した GSVの解像度は

88 × 128 pixel，フレームレートは 60 fpsである．

この GSVから時空間解像度に関してのダウンサン

プリングを行うことで，表 2 に示すようなデータセッ

トを作成した．

また時空間解像度の評価に加えて，周期間の歩容の

揺らぎに対する頑健性についての性能評価を行うため，

歩行周期検出に用いた正規化自己相関（以下 NAC）

の値をもとにデータセットを作成する．一般に歩容の

揺らぎが大きいと NACが小さくなり，揺らぎが小さ

いと NACが大きくなる．ここでは各被験者の 2歩容

シーケンスについて NACを計算し，その計算結果の

小さい方の値に着目する．185人について NACの大

きい方から 100 人を集めたデータセットを DBhigh，

小さい方から 100 人を集めたデータセットを DBlow

とする．

7. 2 時間解像度に関する評価

本節では，時間解像度に対する歩容認証の性能評価を

行う．比較手法として，村瀬ら [3]の手法であるシーケ

表 2 データセットの時空間解像度
Table 2 Spatio-temporal resolution in the dataset.

フレームレート（fps）
1，2，3，4，5，6，10，12，
15，20，30，60

空間解像度（pixel） 44 × 64，22 × 32，11 × 16
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(a) 30 fps (b) 10 fps (c) 4 fps

図 3 時間解像度に関する ROC 曲線（上段：DBhigh，下段：DBlow）
Fig. 3 ROC curves for each temporal resolution. (Top: DBhigh , Bottom DBlow )

ンス同士の照合（Sequence-Sequence），平均シルエッ

ト [6], [7]（Average silhouette），周波数領域特徴 [11]

（Frequency-domain feature），Width Vector [21]を

取り上げる．このうち，Width vector はフレーム単

位の特徴であることから，提案手法の Sequence-

Periodと同様に，プローブはシーケンス単位，ギャ

ラリーは周期単位として，照合を行った．

ギャラリーのフレームレートは 60 fps，プローブの

フレームレートについては表 2 に示す 1 から 60 fps

の 12種類に対して実験を行った．その際，GSVの空

間解像度については 22 × 32 pixelとした．

実験結果として，30 fps，10 fps，4 fps について

の ROC 曲線（Receiver Operating Characteristic

curve）を図 3 に示す．グラフにおいて，水平軸は

他人受入誤り率（FAR：False Acceptance Rate），垂

直軸は本人拒否誤り率（FRR：False Rejection Rate）

を表し，ともに対数軸をとっている．ROC 曲線にお

いては，本人拒否誤り率と他人受入誤り率がともに低

いほど，すなわち，曲線が左下に近いほど，性能が良

いことを示している．

結果より，DBhigh に対しては，多くの場合で提案

手法 Sequence-Period，Period-Periodのいずれ

かが最良の結果となっているが，他人受入率が極めて

低い領域（0.01%以下）においては，周波数領域特徴

や平均シルエットが提案手法を上回っている場合もあ

る．これは，一部の被験者において，歩容シルエット

に含まれるノイズの影響で提案手法による本人同士の

距離が大きくなってしまったのに対して，時間平均を

とる平均シルエット（若しくは周波数領域特徴の直流

成分）においてはそのノイズが多少打ち消されること

で本人同士の距離が小さくなり，わずかながらも本人

拒否誤り率が小さくなったものと考えられる．また，

被験者によっては，ギャラリーとプローブの間で，腕

の振り・姿勢等の点で多少の歩き方の違いがあること

から，提案手法を含めたいずれの手法においても，本

人同士の距離が大きくなり，本人拒否誤りが生じる場

合が見受けられた．

一方，DBlow に対しては，いずれのフレームレート

においても提案手法のいずれかが最良の結果となって

いる．

次に，全フレームレートにおける性能を確認するた

めに，本人拒否誤り率と他人受入誤り率の等誤り率

（EER：Equal Error Rate）を図 4 に示す．結果より，

DBhigh に対しては，提案手法の Sequence-Period
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がほぼ全てのフレームレートにおいて最良の認証性能

となっている．この結果は，4.で議論したように，周

期間の歩容揺らぎが比較的小さい場合には，周期間の

位相の連続性を積極的に利用する方が有利であるとい

う予想と一致している．

一方，DBlow においては，フレームレートがそれ

ほど低くない領域（6 fps以上）では Period-Period

の認証性能が最良であり，より低いフレームレート

（3 fps 以下）では Sequence-Period の認証性能が

最良の結果になっている．この結果も，4.で議論した

ように，周期間の歩容揺らぎが比較的大きい場合には，

歩容揺らぎへの頑健性の高い Period-Periodが有利

であるものの，極端にフレームレートが低くなり，1

周期内に含まれるフレーム数が極めて少ない場合には，

周期間の位相の連続性を利用した Sequence-Period

が有利である，という予想と一致している．

これらの結果に基づいて，周期間の歩容の揺らぎへ

の頑健性と周期間の位相の連続性による位相同期の安

定性のトレードオフの問題を解決する方策を考えると，

歩行周期検出時の正規化自己相関の値があるしきい値

より小さく，かつ，フレームレートが一定以上（今回の

例では 6 fps以上）である場合に Period-Periodを

用い，それ以外では Sequence-Period を用いると

いう，適応的な手法の切換が有効であると考えられる．

一方，本実験において，歩容揺らぎのあるデータ

セットの 1 fpsのプローブに対して EERが 1%程度と

いう性能が得られている．これは，DNAや指紋によ

る高精度な個人認証技術と比較すると十分とはいえな

いものの，犯罪捜査支援のためのスクリーニング等の

応用を考えると十分な性能である．ただし，本実験の

データセットは，低フレームレートの問題に焦点を当

(a) DBhigh (b) DBlow

図 4 時間解像度に対する等誤り率
Fig. 4 EER for each temporal resolution.

てたものであり，歩容認証の際に問題となる観測視点

変化や歩行速度変化といったような状況変化は含まれ

ていないため，実応用のためにはこれらの状況変化と

合わせた性能評価も必要となってくる．

7. 3 空間解像度に関する性能評価

最後に空間解像度に関する性能評価を行う．評価手

法としては，提案手法 Sequence-Period，Period-

Periodの二つを用い，データセットとしてはDBhigh

を用いた．また，ギャラリーのフレームレートは 60 fps，

プローブのフレームレートについては表 2 に示す 1か

ら 60 fpsの 12種類，空間解像度については，図 5 に

示す 44× 64，22× 32，11× 16 pixelの 3種類を用い

て実験を行った．実験結果の EERを図 6 に表す．

結果より，いずれのフレームレートにおいても空間

解像度の低下によって認証性能が下がっていることが分

かる．ただし，44× 64 pixelから 22× 32 pixelへの認

証性能の低下が比較的小さいのに対して，22×32 pixel

から 11 × 16 pixel への認証性能の低下が比較的大き

いことが分かる．また，このことは，図 5 において，

22× 32 pixelまでは歩行者の形状が見て取れるのに対

して，11× 16 pixelにおいてはその形状が分かりづら

図 5 各空間解像度に対する歩容シルエットボリューム
（6 フレームごと）．上段：44 × 64 pixel，中段：
22 × 32 pixel，下段：11 × 16 pixel

Fig. 5 GSV for each spatial resolution (every 6

frames). Top: 44 × 64 pixel, Middle: 22 ×
32 pixel, Bottom: 11 × 16 pixel.

(a) Period-Period (b) Sequence-Period

図 6 時空間解像度に関する等誤り率
Fig. 6 EER for spatio-temporal resolution.
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くなっている点からも，妥当な結果といえる．よって，

22× 32 pixelまでの空間解像度の低下については，認

証への影響が比較的小さいと考えられる．

8. む す び

本論文では低フレームレートのプローブ，標準フ

レームレートのギャラリーを想定した場合の歩行周期

に基づく位相同期による歩容認証手法について述べた．

固有空間上の歩容シルエットをフレーム単位の特徴と

して用い，それを線形時間伸縮によって位相同期させ

て照合した．その際，位相同期における時間伸縮係数

の探索範囲は，フレームレートに応じて決まる歩行周

期の検出精度に基づいて設定した．また，照合単位に

ついては，周期間の歩容の揺らぎへの頑健性と周期間

の位相の連続性による位相同期の安定性のトレードオ

フを考慮して，プローブとギャラリーをともに周期単

位とする Period-Period，プローブをシーケンス単

位，ギャラリーを周期単位とする Sequence-Period

の二つの組合せ手法を提案した．評価実験では 185人

の被験者の 370歩容シーケンスをもとにデータセット

を作成し，歩容認証実験を行った．時間解像度に関す

る実験では提案手法が既存手法よりも高い認証性能を

達成し，本手法が有効であることを確認した．

今後の課題は以下のとおりである．
• Period-Period と Sequence-Period の適

応的な切換の実装とその評価実験
• 非線形時間伸縮を考慮した歩容の揺らぎへの

対応
• ギャラリーが低フレームレート映像である場合

への対応
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