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あらまし 近年，歩き方の個性に基づく個人認証手法が数多く提案されているが，実用化に当たっては認証性
能を最大化するようなカメラの最適配置が必要となる．そこで本論文では，様々な観測条件を包括的に考慮した
認証性能モデルを構築することで，最適なカメラ配置を解析する．まず，認証性能に影響を与える観測条件とし
て，歩行者の解像度・観測方向・局所的及び大域的な観測角変化に着目する．次に，いくつかのカメラ配置に対
して歩容認証実験を行い，観測条件と認証性能からなる学習セットを生成する．そして，学習セットに対してガ
ウス過程回帰を適用することで，観測条件を入力として認証性能を出力とする認証性能モデルを構築する．最後
に，認証性能モデルを用いて，カメラ配置から認証性能を推定することで，最適なカメラ配置を求める．実験で
は，屋内及び屋外のシーンにおいてそれぞれ 17人と 13人の被験者の直線歩行シーケンスからなる学習セットを
用いて認証性能モデルを構築し，カメラの最適配置を求めることで提案手法の有効性を確認した．
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1. ま え が き

近年，監視システムやアクセスコントロールのため

の個人認証の必要性が高まっており，人間の生体情報

（バイオメトリックス）を利用した個人認証技術が注

目されている．バイオメトリックスには，指紋，静脈，

虹彩，顔などがあるが，最近，人の歩き方の個性を表

す歩容を利用した個人認証方法として歩容認証が関心

を集めている．歩容認証は，カメラから離れた人物を

認証することが可能であるという点で，広域監視への

応用が期待されている．

歩容認証において，認証性能に影響を与える観測条

件として，観測方向やカメラと歩行者間の距離などの

観測条件が挙げられる．これらはカメラ配置に依存す

ることから，歩容認証を実用化する際には最適なカメ

ラ配置が重要である．

既存手法において，観測条件による認証性能のモデ

ル化や解析の多くは，観測方向と距離（解像度）の 2

点から行われている．
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観測方向に関しては，Yuら [1]が，異なる観測方向

の歩容特徴の照合による認証性能のモデル化を行って

いる．また，方向変化を伴う歩容認証において，Mak-

iharaら [2]は方向変換モデル（VTM）のための参照

方向に対する性能解析を行っている．また，VTMを

用いた場合の，学習時と認識時の観測方向の組合せ

に対する性能解析も行われている [3], [4]．Wangら [5]

は，Dempster-Shafer（D-S）理論をもとにした複数

観測方向の歩容シーケンスの統合による認証方法を提

案しており，照合に用いる観測方向の組合せに対する

性能解析を行っている．杉浦ら [6] は，全方位カメラ

を用いることで，単一歩容シーケンスから複数方向の

歩容特徴を抽出・照合する方法を提案しており，照合

に用いる方向数が増えるに従って認証性能が向上する

ことを報告している．

距離（解像度）に関しては，解像度が一定以上低下

すると認証性能の低下が顕著になることが報告されて

いる [7], [8]．

しかしながら，認証性能に影響を与える観測条件は，

観測方向と距離の二つ以外にも存在する．例えば，現

在，多くのアピアランスベースの歩容認証手法 [9], [10]

が歩行周期単位の特徴を用いているが，周期内の観測

角変化による見えの変化とそれに伴う特徴の劣化，認
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証性能の低下に関する解析は行われていない．した

がって，歩行周期内の観測角変化も観測条件の一つし

て扱う必要がある．

また，従来研究では個々の観測条件を別々に扱って

おり，全ての観測条件を包括的に扱った手法は存在し

ない．

そこで本論文では，観測方向・距離・歩容シーケンス

から抽出される歩容特徴の方向数だけでなく，歩行周

期内の観測角変化も加えた観測条件を包括的に扱う認

証性能モデルを構築し，そのモデルに基づくカメラの

最適配置手法を提案する．具体的には，まず限られた

カメラ配置で歩容認証実験を行い，観測条件と認証性

能の組を学習セットとして取得する．次に，学習セッ

トに対して回帰分析を行うことで認証性能モデルを構

築する．最後に，得られた認証性能モデルに基づき新

規提案配置に対する認証性能をモデルにより予測する

ことで，最適なカメラ配置を実現する．

本論文の構成を以下に示す．2. では本手法の前提

条件について述べ，3. では認証性能に影響を与える

観測条件について述べる．4. では観測条件に対する

認証性能を出力する認証性能モデルの構築について述

べる．5. では認証性能モデルの評価実験及び最適配

置について述べる．最後に 6. で結論と今後の課題に

ついて述べる．

2. 前 提 条 件

前章で述べたように，複数台のカメラを用いて複数

方向の歩行映像を取得し，歩容認証に用いることで，

性能向上を目指す研究が行われている [5]．しかし，複

数カメラを用いる手法はカメラの設置コストが大きい

という問題があり，実用性を考慮すると，1台のカメ

ラで認証性能の向上を目指すことが望まれる．そこで，

本研究では，1台のカメラによる監視において，認証

性能の観点から最適なカメラ配置問題を考える．

歩容認証における最適なカメラ配置を求める単純な

方法としては，実環境においてカメラを配置する位置

や向きを様々に変えながら認証を行い，最も高い認証

性能を示した配置を選択すればよい．しかしながら，

実環境においてカメラを配置することが可能な位置は

膨大であり，全ての配置可能な位置に実際にカメラを

配置して歩容データを収集し，認証性能を比較するこ

とは現実的に難しい．

一方，歩容認証を屋内でのアクセスコントロールシ

ステムなどへ応用することを考えると，歩行者の動線

がある程度決まっている場合が多い．例えば，廊下の

ようなシーンでは，歩行者はおおむね廊下の中央を直

線歩行すると仮定することができる．また，歩行者の

動線が規定されれば，カメラ配置から観測方向や距離

などの観測条件が決まる．認証性能は観測条件に影響

を受けて変化するので，観測条件が既知であれば，観

測条件による認証性能のモデル化が可能である．更に，

このモデルを用いてカメラ配置による認証性能を推定

することで，新しい環境におけるカメラの最適配置を

決定することができると考えられる．

したがって，本論文で扱うカメラの最適配置問題は，

一台のカメラを，歩行者の動線がある程度規定されて

いる環境に配置する問題とする．

また，本研究では，1歩行周期分の歩容シルエット

列から抽出される歩行周期単位の歩容特徴を用いて認

証を行うものとする．歩容シルエットは，背景差分に

基づくセグメンテーション [11]により抽出し，歩行周

期については，歩容シルエット列の時間軸に対する正

規化自己相関を最大化する手法 [6]を用いて検出する．

これにより，歩容シルエット列全体から，注目するフ

レームを中心とした 1歩行周期分の歩容シルエット部

分列を取り出し，歩行周期単位の歩容特徴を算出する．

3. 歩容認証における観測条件

本章では，認証性能に影響を与える以下の五つの観

測条件について検討を行う．
• 観測方向
• シーケンス内の観測角の多様性
• 歩行周期内の観測角変化
• シルエットの上半身の解像度
• シルエットの下半身の解像度

また，観測方向を除く四つの観測条件の値の大小に

よる定性的な認証性能の変化を表 1 に示す．以降で

は，図 1 に示すような，カメラ中心を原点とし，歩行

者が X 軸に平行な方向に直線歩行する世界座標系を

設定し，各観測条件の定義と説明を行う．なお，歩行

者が直線歩行を行い，カメラが観測可能な区間をシー

ケンスと呼び，その長さを Lとする．

3. 1 観 測 方 向

観測方向は一般的に俯角と方位角で表され，抽出さ

れる特徴の性質や認証性能へ影響を与える．

俯角については，天井カメラなどによって真上から

撮影する場合には認証率が低下するものの，真横から

斜め上 20 度程度の範囲で撮影する場合には認証率の
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表 1 各観測条件による認証性能への影響
Table 1 Influence on the performance by observation

conditions.

観測条件
性能
大 小

シーケンス内の観測角の多様性 良 悪
歩行周期内の観測角変化 悪 良

シルエットの上半身の解像度 良 悪
シルエットの下半身の解像度 良 悪

図 1 観測角とシーケンス内の観測角の多様性
Fig. 1 Observation view and observation view

variation in a sequence.

変化がほとんどないという結果が予備実験によって得

られている．よって，認証性能の最適化の観点からす

ると，天井カメラなどの真上から撮影するようなカメ

ラ配置は必然的に対象外となり，真横から斜め上の範

囲で撮影するカメラ配置を採用すればよく，また，そ

のような配置の下では俯角が認証性能に影響しないも

のとして，観測条件から除外することができる．

一方，方位角については，側面方向から撮影する場

合には，前後への足の運びや腕の振りなどの動的な特

徴が抽出されやすく，正面方向から撮影する場合には，

体型などの静的な特徴が抽出されやすい．このように，

方位角によって抽出される歩容特徴の性質が変化する

ので，方位角は認証性能に影響を与える可能性がある．

したがって，本研究では，観測方向を方位角で表す

ものとし，それを観測条件の一つとする．また，観測

方向 θ は図 1 に示すように，シーケンスの中心座標

PC における歩行方向とカメラの視線の方位方向によっ

て定義する．

3. 2 シーケンス内の観測角の多様性

杉浦ら [6] が報告しているように，より多くの観測

方向の歩容特徴を用いて照合を行うと認証性能が向上

するので，シーケンス内の観測角の多様性が大きいほ

ど認証性能が向上する．逆にシーケンス内の観測角の

多様性が小さい場合，単一方向の歩容特徴しか抽出で

きないので認証性能は低下する．そこで，シーケンス

内の観測角の多様性を，図 1 のようにシーケンスの

開始点での観測角 θs と終了点での観測角 θe の差 θseq

で表す．

図 2 歩行周期内の観測角変化
Fig. 2 Observation view change in gait period.

3. 3 歩行周期内の観測角変化

シーケンス内から 1歩行周期分のフレームを抽出す

る際，開始フレームの歩容の位相は一般に異なる．こ

のような場合でも，歩行周期内で観測角が一定であれ

ば，周期単位の歩容特徴を安定に抽出することができ，

結果として認証性能は向上する．逆に，歩行周期内の

観測角変化が大きい場合には，1歩行周期内での見え

の変化が大きくなり，開始フレームの歩容位相が異な

ると，抽出される歩容特徴も異なってしまい，結果と

して認証性能は低下する．よって，歩行周期内の観測

角変化を観測条件として取り扱うものとする．

なお，図 2 のように複数方向の歩容特徴がシーケン

スから抽出される場合には，歩行周期内の観測角変化

θsubを，各歩行周期内の観測角変化の平均として表す．

具体的には，シーケンスから Nsub 個の歩容特徴を抽

出し，i番目の特徴を抽出した際の歩行周期内の観測

角変化を θi
subとすると，θsubは以下の式で表される．

θsub =
1

Nsub

Nsub∑
i=1

θi
sub (1)

また，歩容特徴の個数 Nsub は，シーケンス長 L，歩

容特徴を抽出する歩容シルエット部分列の中心点 Pi

の間隔 lint，及び 1歩行周期で歩行する平均的な距離

lp に依存して，以下のように求められる．

Nsub =

⌊
L − lp
lint

⌋
+ 1 (2)

ここで，�·�は床関数である．
3. 4 シルエットの解像度

既存研究で報告されているように，シルエットの解

像度が低くなると，認証性能は低下する [7], [8]．

ここで，本研究では，通常の透視投影カメラのみな

らず，画像中で解像度分布が大きく変化する全方位カ

メラ等を用いる場合も考慮する．全方位カメラは一般

にミラー中心付近で解像度が低く，歩行位置によって

シルエットの上半身と下半身で解像度の比率が異なる．

更に，上半身と下半身に含まれる歩容特徴の特性が異
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なるため，上下半身の解像度がそれぞれ別の要因とし

て認証率に影響を与える可能性がある．そこで，シル

エットの上半身の解像度 hu と下半身の解像度 hl を個

別の観測条件とする場合，及びシルエットの全身の解

像度 h = hu + hl を一つの観測条件とする場合の両方

を考え，実験において認証性能の推定精度を両者の間

で比較する．なお，各解像度は，各々入力画像におけ

るシルエットの上半身・下半身・全身の高さをピクセ

ル単位で表した値として定義する．ただし，シルエッ

トの解像度は被験者の身長によって異なるので，平均

的な値として上半身 85 cm と下半身 80 cm の人物の

場合に対応する解像度を採用した．

3. 5 カメラ配置と観測条件の関係

カメラの最適配置を考える際には，上記に挙げた観

測条件を直接扱う代わりに，図 1 のようにカメラ位置

を原点 (0, 0)，歩行者の進行方向をX 軸に取るような

世界座標系を考え，各地点 (X, Y ) を中心とする長さ

Lのシーケンスを基準として考えることもできる．そ

こで，本節では，観測条件と位置 (X, Y ) 及びシーケ

ンス長 Lの間の関係を定式化する．

まず，観測方向 θ，シーケンス内の観測角の多様性

θseq は以下のように定義される．

θ = π − tan−1

(
Y

X

)
(3)

θseq = tan−1

(
Y

X − L/2

)
−tan−1

(
Y

X + L/2

)
(4)

次に，式 (1)にあるシーケンス中の i番目の歩容特徴

に対する歩行周期内の観測角変化 θsub は，以下で定

義される．

θi
sub = tan−1

(
Y

Xi − lp/2

)
−tan−1

(
Y

Xi + lp/2

)
(5)

X0 = X − Nsub − 1

2
lint (6)

Xi = X0 + ilint (7)

一方，解像度 hu, hl は用いるカメラの種類によって定

義が異なる．例えば，透視投影カメラの場合，世界座

標系における歩行者の足元の点，腰の高さの点，頭上

の点をそれぞれ Mf = (X, Y, 0)，Mc = (X, Y, Zc)，

Mh = (X, Y, Zh) と定義し，射影行列 P と透視投影

におけるスケールパラメータ sを用いると，解像度は

以下のように定義される．

hu = |m̃h − m̃c| (8)

hl = |m̃c − m̃f | (9)

shm̃h = PM̃h (10)

scm̃c = PM̃c (11)

sfm̃f = PM̃f (12)

なお，射影行列 P はカメラの設置高さや向きによって

も変化するため，カメラキャリブレーションによって

事前に求めておくものとする．本論文では，平均的な

値として，Zc = 0.8 [m]，Zh = 1.65 [m]とした．ここ

で，m̃h，m̃c，m̃f は画像座標における歩行者の頭上

点，腰の高さの点，足下点を同次座標系で表現した三

次元ベクトルであり，M̃h，M̃c，M̃f は世界座標にお

けるMf，Mc，Mf を同次座標系で表現した四次元ベ

クトルである．また，各スケールパラメータ sh，sc，

sf は，世界座標における点Mh，Mc，Mf が与えら

れると透視投影式 (10)～(12) の第 3 行目の関係式に

より求まることに注意されたい．

一方，全方位カメラの場合は，まず画像の極座標系の

半径 rをカメラの高さH をパラメータとして世界の円

筒座標系における半径Rと高さ Z の関数 r = g(R, Z)

として以下のように表すものとする．

r = g(R, Z) (13)

=
b

( R
Z−H

− a)2
+

c

( R
Z−H

− a)
+ d (14)

ここで，二次の項まで含めているのは，単一視点系以

外の全方位カメラに対する近似を行うためである．ま

た，関数 g のパラメータ a, b, c, dは既知の三次元座標

と画像上の座標値との対応関係を用いて事前に求めて

おく．これより，解像度は以下のように定義される．

hu = g(R, Zh) − g(R, Zc) (15)

hl = g(R, Zc) − g(R, 0) (16)

R =
√

X2 + Y 2 (17)

3. 6 観測条件のトレードオフ

一般に，全ての観測条件が認証に有利に働くような

カメラ配置は存在せず，各観測条件はトレードオフの

関係にある．

例えば，歩行者から離れた位置にカメラを配置する

と，シルエットの解像度が低くなり，シーケンス内の

観測角の多様性が小さくなる一方で，歩行周期内の観

測角変化が小さくなり抽出される歩容特徴は安定化す

る．逆に歩行者に近い位置にカメラを配置すると，シ
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図 3 歩行周期内の観測角変化とシルエットの解像度のト
レードオフ

Fig. 3 Trade-off between observation view change in

gait period and silhouette resolution.

ルエットの解像度が高くなり，シーケンス内の観測角

の多様性が大きくなるが，歩行周期内の観測角変化も

大きくなり，抽出される歩容特徴が不安定になってし

まう．

このことを確認するために，シーケンス長 Lをある

値に固定して，奥行 Y と観測方向 θ を媒介変数とし

た場合の歩行周期内の観測角変化 θsub とシルエット

の解像度 hu + hl のトレードオフを図 3 に示す．同図

において，Y = 2mと Y = 4mの曲線は奥行をそれ

ぞれ 2 m と 4 m に固定して，観測方向 θ を変化させ

た場合を，θ = 30 度と θ = 90 度の曲線は観測方向を

それぞれ 30度と 90度に固定して，奥行 Y を変化さ

せた場合の関係を示している．これより，歩行周期内

の観測角変化とシルエットの解像度は正の相関をもっ

ており，歩行周期内の観測角変化を小さくすると，シ

ルエットの解像度も低くなることが分かる．

その一方で，Y = 2m と θ = 30 度の交点 P1 と，

Y = 4mと θ = 90 度の交点 P4 を比較すると，シル

エットの解像度は同程度であるものの，歩行周期内の

観測角変化は P1 の方が小さくなっていることが分か

る．よって，認証性能に対する観測方向 θ の影響が小

さい場合には，P4 よりも P1 の配置の方が有利である

ことが予想される．

同様に，奥行 Y をある値に固定して，シーケンス

長 L と観測方向 θ を媒介変数とした場合の歩行周期

内の観測角変化 θsub とシーケンス内の観測角の多様

性 θseq のトレードオフを図 4 に示す．同図において，

L = 4.5 m と L = 1.5 m の曲線はシーケンス長をそ

れぞれ 4.5 mと 1.5 mに固定して，観測方向 θを変化

させた場合を，θ = 30 度と θ = 90 度の曲線は観測

方向をそれぞれ 30度と 90度に固定して，シーケンス

長 L を変化させた場合の関係を示している．同図よ

り，θ = 90 度の場合は，シーケンス長 Lの増加に伴

図 4 歩行周期内の観測角変化とシーケンス内の観測角の
多様性

Fig. 4 Trade-off between observation view change in

gait period and observation view variation in

sequence.

いシーケンス内の観測角の多様性 θseq も大きく増加す

るが，θ = 30 度の場合は，シーケンス長 Lが増加し

てもシーケンス内の観測角の多様性 θseq はあまり大

きくならないことが分かる．よって，観測方向 θ が正

面方向に近いときにはシーケンス長 Lが増加しても，

認証性能はあまり向上しないことが予想される．

このように，様々な観測条件のトレードオフが関係

して，カメラの最適配置に影響を与えることとなる．

4. 認証性能モデル

本章では 3. で挙げた観測条件を入力とし，認証性

能を出力とする認証性能モデルを構築する．

認証性能モデルとして，認証性能を観測条件の関数

として陽に表現する方法も提案されているが [13]，事

前に適切な関数形を設定することは困難である．一方，

ガウス過程回帰 [12]は，カーネル関数を用いることで，

観測条件を入力とする認証性能の非線形回帰を陰的に

表現することができ，更に，カーネル関数のパラメー

タが学習データに基づいて自動的に決まることから，

事前にハイパパラメータを設定する必要がないという

利点がある．また，ガウス過程回帰によって各観測条

件に対する認証性能の不確かさ（分散）が得られるの

で，最適配置を検討する際に認証性能が不確かな配置

を除外したり，分散による信頼区間を設定して認証性

能を最悪値で評価するなどして頑健な最適配置を検討

することが可能になる．

4. 1 認証性能の定義

本論文では，認証性能を表す指標として受信者操作

特性曲線（ROC 曲線）[14] から抽出される評価基準

である等誤り率（EER：Equal Error Rate）を用い

る．ROC 曲線とは，本人照合問題において，受入れ

基準のしきい値を操作した場合の他人受入れ誤り率
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（False Acceptance Rate）PFA に対する本人拒否誤

り率（False Rejection Rate）PFR の関係を表したも

のである．EER とは ROC 曲線において他人受入れ

率 PFA と本人拒否率 PFR が等しいときの誤り率のこ

とであり，値が小さいほど認証性能が高いことを意味

する．ただし，EERはあくまで一例であり，以降で述

べるモデルについては他の評価基準（例えば，Rank 1

認証率）も同様に扱える点に注意されたい．

4. 2 認証性能の不確かさ

ガウス過程回帰を導入するにあたって，出力となる

認証性能の不確かさ（ノイズの大きさ）をモデル化し

ておく必要がある．一般に認証性能の不確かさは，被

験者数や被験者の登録データ数に依存し，それらが多

いほど不確かさが減少する．本論文では，認証性能の

不確かさをガウス分布で近似し，その分散を認証性能

の観測値，及び被験者数・登録データ数から推定する．

ただし，EERの分散ではなく，近似的に本人拒否誤り

率 PFR の分散を代用するものとする．被験者数を N，

被験者当りの登録データ数をM としたときの PFR の

分散 V̂ (PFR)は，次の式で推定される [15]．

V̂ (PFR) =
1

(N − 1)

(∑
a2

i

M2N
− P 2

FR

)
(18)

なお ai は i番目の被験者の本人拒否数である．

4. 3 ガウス過程回帰によるモデル化

まず，ガウス過程回帰 [12]における入力ベクトルを

定義する．入力ベクトルxの要素となる各観測条件とし

て，3. で定義した値 θ, θseq, θsub, hu, hl を用いる．し

たがって，入力ベクトルは x = [θ, θseq, θsub, hu, hl]
T

で表され，次元数 D は 5である．

次に，n個の入力ベクトル x を並べた D × n行列

を X = [x1, x2, · · · , xn] と定義し，対応する n 個の

認証性能 yを並べたベクトルを y = [y1, y2, · · · , yn]T

と定義する．そして，n個の入力ベクトルX と認証性

能 y の組からなる学習セットを D = (X, y) とする．

したがって認証性能の推定は，学習セット Dと新たな
入力 x∗ が与えられたときの，認証性能 y∗ の条件付き

確率分布 P (y∗|x∗,D)を求めるガウス過程回帰によっ

て行われる．

本手法では，前節で述べたようにガウスノイズを伴

うモデル yi = f(xi) + εi を用いる．yi は観測される

認証性能であり，回帰関数 f と観測ノイズ εi の和で

表される．観測ノイズ εi の分散 σ2
i は，式 (18)から算

出される．このように，ガウスノイズの分散を一定と

して扱うのではなく，個々の学習データによってノイ

ズの大きさを変えることで，確からしいデータは相対

的に推定結果に与える影響が大きくなり，不確かさの

大きいデータは推定結果に与える影響が小さくなる．

また，本研究では非線形回帰を行うので，高次元特徴

空間への写像φを導入し，回帰関数を f(x) = φ(x)T w

で表す．ここで，w は高次元特徴空間における線形回

帰係数を並べたベクトルである．また，入力ベクトル

xm と xn の高次元特徴空間での内積を表すカーネル

関数 k を以下のように定義する．

k(xm, xn) = φ(xm)T φ(xn)

= v exp

{
−1

2

D∑
d=1

(
xm

d − xn
d

rd

)2
}

(19)

ここで，v, r1, · · · , rD は，カーネル関数のパラメー

タであり，それらをまとめて Θ とする．また，パラ

メータ Θ は，学習セットに対する対数ゆう度の負値

− log p(y|X,Θ) を共役こう配法により最小化するこ

とで求める．

以上より，観測ノイズが加わる前の認証性能 f∗ の

条件付き確率分布 P (f∗|x∗,D)は，以下のような平均

f∗，分散 V (f∗)のガウス分布として導出される [12]．

f∗ = kT
∗ (K + S)−1y (20)

V (f∗) = k(x∗, x∗) − kT
∗ (K + S)−1k∗ (21)

ここで，K は第 i行第 j 列の要素を k(xi, xj)とする

行列，k∗ は第 i 要素を k(x∗, xi) とする列ベクトル，

S は第 i 行第 j 列の要素を δijσ
2
i とする行列である．

なお δij はクロネッカーのデルタである．

また，観測ノイズの加わった認証性能 y∗ の条件付

き確率分布 P (y∗|x∗,D)は，以下のような平均 y∗，分

散 σ2
∗ のガウス分布として導出される．

y∗ = f∗ (22)

σ2
∗ = V (f∗) + σ2

ob (23)

ここで，σ2
ob は y∗ から推定される観測誤差の分散であ

り，本人拒否誤り率 PFR の分散の推定値 V̂ (PFR)を

表す以下の式で近似する [15]．

V̂ (PFR) =
PFR(1 − PFR)

MN − 1
(24)

このようにして，新たな入力 x∗ に対する認証性能 y∗
を出力する認証性能モデルが構築される．
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図 5 屋内の実験環境
Fig. 5 Experimental environment. (Indoor)

5. 実 験

本章では，4. で構築された認証性能モデルの評価

実験とカメラの最適配置について述べる．

5. 1 データセット

屋内環境と屋外環境において認証実験を行い，二つ

のデータセットを作成した．

（ 1）屋内環境

図 5 に示す環境で，17 人の被験者に対してデータ

セット作成のための実験を行った．シルエットの抽出

を容易にするためクロマキーバックを設置した．各

被験者には，同図の 4 コースをそれぞれ 2 回ずつ歩

いてもらい計 6 シーケンスを撮影した．これを 3 日

間にわたって行い，1 被験者当り 18 シーケンスを撮

影した．結局，各コースに対して，102シーケンスの

歩容データを取得した．そして，コースごとに，17

シーケンスをギャラリ（登録データ），残り 85 シー

ケンスをプローブ（入力データ）として認証性能の評

価を行った．また本実験では，全方位カメラ（カメラ

は，Point Grey Research社の GRAS-50S5C-C）を

用い，フレームレートは 15 fps，シャッタースピード

は 20.3 ms，解像度は 1600 × 1200 pixel，カメラの高

さは 2.23 mとして撮影した．図 6 (a) に，撮影画像の

一例を示す．また，歩行者のシルエットは高さで正規

化し，周波数領域特徴 [2] を用いて認証を行った．詳

細な認証手法については，[6]を参照されたい．

（ 2）屋外環境

図 7 に示す環境で，13 人の被験者に対してデータ

セット作成のための実験を行った．各被験者には，同

図の 3 コースをそれぞれ 3 回ずつ歩いてもらい計 9

シーケンスを撮影した．したがって，各コースに対

して，39 シーケンスの歩容データを取得した．そし

て，コースごとに，13 シーケンスをギャラリ，残り

(a) 撮影画像

(b) シルエット

図 6 屋内環境の撮影画像（部分画像）
Fig. 6 Captured image. (Indoor)

図 7 屋外の実験環境
Fig. 7 Experimental environment. (Outdoor)

(a) 撮影画像

(b) シルエット

図 8 屋外環境の撮影画像（部分画像）
Fig. 8 Captured image. (Outdoor)

26シーケンスをプローブとして認証性能の評価を行っ

た．また本実験では，透視投影カメラ（Point Grey

Research社の CMLN-13S2C-CS）を用い，フレーム

レートは 15 fps，シャッタースピードは 20.3 ms，解像

度は 1280 × 960 pixel，カメラの高さは 1.1 mとして
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撮影した．図 8 (a)に，撮影画像の一例を示す．

5. 2 学習セット

認証性能モデルを構築するためには，観測条件とそ

れに対応する EER の組の学習セットが必要である．

本研究では，各コースを歩行したときに撮影された

画像列から，シーケンス長やシーケンスの中心位置

を様々に変化させたサブシーケンスを用いて認証を行

い，EERを算出することで，学習セットを生成した．

具体的には，コースごとに 0.5 m間隔の各地点を中心

とする 1 歩行周期分の画像列から歩容特徴を抽出す

る．そして，各地点の歩容特徴を用いて照合を行った

際の EERを地点ごとに評価する．このとき，照合に

用いる歩容特徴を一つに限定するのではなく，複数の

歩容特徴を用いた場合の EER も評価する．これは，

シーケンスの長さを変化させながら EERを評価する

ことと同義である．今回の実験では，複数の歩容特徴

を用いて照合を行う場合は，各特徴抽出点間の距離を

lint = 0.5 m 間隔とし，用いる歩容特徴の数を 1, 4, 7

に変化させて評価を行った．1歩行周期で進む平均的

な距離を lp = 1.5 m と仮定すると，シーケンスの長

さは 1.5 mから 4.5 mに 1.5 m刻みで増加することに

なる．

屋内のデータセットでは，歩容特徴の抽出範囲を

Course A，B，C については −3 m ≤ X ≤ 1 m，

Course D については −5 m ≤ X ≤ −2.5 m とし

た．また，入力画像を 1，1/2，1/4倍に縮小すること

で，シルエットの解像度が低い場合の EERも評価し，

学習セットに含めた．

屋外のデータセットでは，歩容特徴の抽出範囲を

−10 m ≤ X ≤ 1 mとし，屋内よりも広い範囲のデー

タを学習セットとした．

5. 3 認証性能の推定結果

ここでは前節で述べた学習セットを用いて認証性能

モデルを構築し，新たに入力を与えたときに推定され

た y∗ の誤差を評価する．新たな入力として，コース

ごとに 0.1 m 間隔の各地点を中心とする 1 歩行周期

分の画像列から抽出された歩容特徴を用いた．更に，

用いる歩容特徴の数を 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7に変化させて評

価を行ったので，シーケンス長は 1.5 mから 4.5 mに

0.5 m刻みで増加することになる．また，屋内環境の

データセットに対しては，3/4, 1/2, 3/8, 1/4倍に縮小

した画像を生成し，入力画像として追加した．なお，

学習によって求められたカーネル関数のパラメータΘ

を，屋内環境と屋外環境各々について表 2 に示す．

表 2 カーネル関数のパラメータ
Table 2 Paramter of kernel function.

v r1 r2 r3 r4 r5

屋内 0.262 1.94 0.145 1.10 1.02 1.24

屋外 0.268 1.94 0.126 1.10 1.02 1.24

（ 1）屋内環境

まず，屋内の学習セットを用いて構築された認証性

能モデルに対してガウス過程回帰を行った結果を次の

二つの場合について示す．図 9 は，シーケンス長が

1.5 m，入力画像のスケールが 1倍のときの回帰結果を

コースごとに示している．同図の実線が認証性能モデ

ルによって推定された y∗ であり，破線は y∗±σ∗ を表

す．同図より，学習に用いていない 0.1 m間隔の点に

ついても，四つのコースにおいて十分に回帰できてい

るといえる．また，図 10 は，シーケンス長が 3.5 m，

入力画像のスケールが 3/8倍のときの回帰結果をコー

スごとに示している．これらは，学習セットに全く含

まれないデータであるが，同図より十分に回帰できて

いるといえる．次に，推定値と観測値の誤差を推定さ

れた標準偏差 σ∗で正規化した値 (y∗−y)/σ∗のヒスト

グラムを図 11 に示す．同図より，ほぼ全ての観測値

が標準偏差の範囲内（正規分布に対する 68%の信頼区

間）にあり，推定された認証性能の正規分布N(y∗, σ∗)

の精度は十分であると考えられる．

また，認証性能モデルに用いる観測条件として，シ

ルエットの解像度を全身の解像度 hとして扱う場合と，

歩行周期内の観測角変化を除いた場合の 2通りについ

ても，認証性能の推定精度を評価した．なお推定精度

の評価値として，推定値と観測値の平均自乗誤差の平

方根を用いた．その結果，全ての観測条件を用いた場

合は 0.00726となったのに対して，シルエットの解像

度を全身の解像度として扱った場合は 0.00763となり，

相対的には約 5%の推定精度の低下にとどまっている

ことから，解像度を上半身と下半身で個別に扱うこ

とによる効果は小さく，必ずしも上半身と下半身で解

像度を分けて扱う必要性はないと考えられる．一方，

歩行周期内の観測角変化を除いた場合の推定精度は

0.0109となり，歩行周期内の観測角変化を含めた場合

と比べて相対的に約 50%悪化していることから，歩行

周期内の観測角変化が認証性能に与える効果は大きく，

観測条件に含める必要性が高いといえる．

（ 2）屋外環境

屋外の学習セットを用いて構築された認証性能モデ
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(a) コース A（2m）

(b) コース B（3m）

(c) コース C（4m）

(d) コース D（0m）

図 9 回帰結果（データセット：屋内，シーケンス長：
1.5m，スケール：1 倍）

Fig. 9 Regression result. (Dataset: indoor, Sequence

length: 1.5m, Scale: 1)

ルに対してガウス過程回帰を行った結果を示す．図 12

は，シーケンス長が 1.5 mのときの回帰結果をコース

ごとに示している．同図より，観測した EERがおお

むね推定した標準偏差の範囲内に入っているものの，

一部範囲外となっているものも見受けられる．これは，

照明や背景を制御できない屋外環境では，場所によっ

てシルエット抽出の精度が低下したことが主な原因と

して考えられる．図 6 (b)，8 (b)に示すように，屋内

環境で撮影された画像から抽出されたシルエットに比

(a) コース A（Y = 2 m）

(b) コース B（Y = 3 m）

(c) コース C（Y = 4 m）

図 10 回帰結果（データセット：屋内，シーケンス長：
3.5m，スケール：3/8 倍）

Fig. 10 Regression result. (Dataset: indoor,

Sequence length: 3.5m, Scale: 3/8)

図 11 正規化誤差のヒストグラム
Fig. 11 Histogram of normalized regression error.

べて，影が前景としてセグメンテーションされるなど

屋外のシルエットは精度が低いことが分かる．また，

図 13，図 14に，Y = 2 mにおける推定精度が高い地

点（X = −3.5 m）と低い地点（X = −2.5 m）での

同一人物のシルエット例を示す．図 13 より，推定精

度が高い地点ではギャラリとプローブのシルエットの
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(a) コース A（Y = 2 m）

(b) コース B（Y = 3 m）

(c) コース C（Y = 4 m）

図 12 回帰結果（データセット：屋外，シーケンス長：
1.5m）

Fig. 12 Regression result. (Dataset: outdoor,

Sequence length: 1.5m)

(a) ギャラリ (b) プローブ

図 13 推定精度が高い地点におけるシルエット比較
（Y = 2m, X = −3.5m）

Fig. 13 Comparison of silhouette extraction.

抽出精度は同程度であることが分かる．一方，図 14

より，推定精度が低い地点ではギャラリのシルエット

の抽出精度は高いが，プローブは照明変化などの影響

によって上半身と下半身が分かれているなどシルエッ

トの抽出精度が低下していることが分かる．

5. 4 カメラの最適配置

実験によって得られた認証性能モデルから各カメラ

(a) ギャラリ (b) プローブ

図 14 推定精度が低い地点におけるシルエット比較
（Y = 2m, X = −2.5m）

Fig. 14 Comparison of silhouette extraction.

(a) EER（L：1.5m） (b) 標準偏差（L：1.5m）

図 15 屋内環境に対する最適配置
Fig. 15 Optimal arrangement for indoor scene.

配置による認証性能を推定することで，カメラの最適

配置について解析する．ここで，3. 5 でも述べたよ

うに，観測条件である入力ベクトル x が，歩行者位

置 (X, Y )とシーケンス長 Lによって表されることか

ら，認証モデル y = f(x)を，パラメータを L，変数

を (X, Y ) とする認証モデル y = F (X, Y ; L) に変換

可能である点に注意されたい．

（ 1）屋内環境

屋内環境に全方位カメラを設置した場合の結果を示

す．シーケンス長 L = 1.5 mの歩行者位置 (X, Y )に

対する EER の関数 y = F (X, Y ; L) と観測ノイズが

加わる前の標準偏差
√

V (f∗) を図 15 に示す．なお，

推定された EER が負の場合は 0 として示しており，

カメラと位置 (X, Y )の距離が 1.5 m 以下のときは歩

行者の全身を撮影することができないと考え，EER

と標準偏差を 1として示している．また，同図 (a)の

破線（灰色）は，各奥行 Y に対して EERが最小とな

る点を表しており，同図 (b)の白丸は学習セットに含

まれるデータを示している．ガウス過程回帰の利点の

一つとして，推定された認証性能に加えて，標準偏差

から推定された認証性能の信頼度を得ることが可能な

点が挙げられる．標準偏差は値が小さいほど，推定さ

れた認証性能の信頼度が高いことを意味する．結果と

して，学習セットに含まれる領域の信頼度が最高であ

るが，学習セットに含まれないカメラから離れた領域
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(a) EER（L：4.5m） (b) 標準偏差（L：4.5m）

図 16 屋外環境に対する最適配置
Fig. 16 Optimal arrangement for outdoor scene.

においても，信頼度が比較的高いことが分かる．これ

は，学習セットに縮小画像を含めた効果である．

また，奥行ごとの最適配置について着目すると，奥

行が小さいとき（例えば Y = 2 m）は斜め前付近の観

測方向が最適であるが，奥行が大きくなるに従い（例

えば Y = 6 m），最適な観測方向が側面付近に移って

いくことが分かる．これは，図 3 にあるように，奥

行が小さい場合（Y = 2 m）には，側面付近（θ = 90

度の P2）で歩行周期内の観測角変化が極めて大きく

なるのに対して，正面に近い斜め方向（θ = 30 度の

P1）では中程度の解像度を保ちつつ歩行周期内の観

測角変化を小さく抑えられるため，正面に近い斜め方

向の方が有利となる．一方，奥行が大きくなると（例

えば Y = 4 m），正面に近い斜め方向（θ = 30 度の

P3）で解像度が大きく低下するのに対して，側面付近

（θ = 90 度の P4）では歩行周期内の観測角変化を中

程度に抑えつつ，かつ中程度の解像度を保っているこ

とから，側面付近の方が有利となる．最後に正面方向

（Y = 0 m）について見てみると，他の方向に比べて

性能が低下しているとが分かる．これは，他の方向で

観測される前後への足の運びや腕の振りが正面方向で

は観測されず，また，正面方向で観測される体型など

の静的情報は被験者間で似やすく，他人受入れが生じ

やすいためである．

（ 2）屋外環境

次に，屋外環境に透視投影カメラを設置した場合の

結果を示す．シーケンス長 L = 4.5 m の歩行者位置

(X, Y )に対する EERの関数 y = F (X, Y ; L)と観測

ノイズが加わる前の標準偏差
√

V (f∗) を図 16 に示

す．図中の破線や白丸の意味は屋内環境のものと同様

である．

奥行ごとの最適配置について着目すると，奥行が小

さいとき（例えば Y = 2m）は斜め前付近の観測方

向が最適であるが，奥行が大きくなるに従い（例えば

Y = 4 m），最適な観測方向が側面付近に移っていく

傾向が，屋内環境に比べて顕著であることが分かる．

これは，屋内環境の場合と比べて，シルエット抽出が

不安定になる屋外環境では，シルエットの解像度の影

響が相対的に大きくなることが原因と考えられる．

6. む す び

本論文では，歩容認証のためのカメラ最適配置につ

いて述べた．本手法では，まず歩容認証において認証

性能に影響を与える観測条件として，「観測方向」，「シー

ケンス内の観測角の多様性」，「歩行周期内の観測角変

化」，「シルエットの上半身の解像度」，「シルエットの下

半身の解像度」の五つを挙げた．次に，五つの観測条

件に対する認証性能モデルを，学習セットにガウス過

程回帰を適用することで構築した．評価実験では，屋

内・屋外環境のデータセットに対して認証性能モデル

を構築し，その回帰精度を評価した．最後に，認証性

能モデルを用いて，カメラ配置による認証性能を推定

することで，カメラの最適配置の解析を行った．

今後の課題として，屋内・屋外環境で最適配置が変

化した原因であるシルエットの抽出精度をモデル化し

て，観測条件に加えることで統一的な認証性能モデル

を構築することが挙げられる．また，特徴抽出におけ

る開始フレームの歩容位相差が存在することで，歩行

周期内の観測角変化が認証性能に大きな影響を与える

という知見が得られたため，開始フレームの位相差を

観測条件に含めた認証性能のモデル化や，歩行周期内

の観測角変化に対して頑健な歩容認証手法の検討も必

要である．
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