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あらまし 本研究では，登録と入力の歩行映像が異

なる観測方向から撮影された場合に，それらの中間的

な方向の特徴を生成する方向変換モデルを用いた歩容

認証手法を提案する．1,912人の大規模公開歩容デー

タベースを用いた実験により，提案手法の有効性を確

認した．

キーワード 歩容認証，方向変換モデル，中間方向，

犯罪捜査

1. ま え が き

歩き方に現れる個性に基づく個人認証 (歩容認証) [1]

は，カメラから遠く離れた場所でも利用できる唯一の

生体情報として，科学捜査への利用の期待が高まって

いる [2], [3]．

一方，歩容認証は，観測方向・歩行速度・服装・荷

物・靴・路面状況といった様々な観測条件によって影響

を受ける．その中でも，観測方向の変化は犯罪捜査と

いったような非協力的な被験者を対象とする場合には

避けられない問題で有り，かつ，観測方向変化により

認証精度低下が起こるため [4]，重要な問題と言える．

異なる観測方向に対する歩容認証手法は，識別的手

法と生成的手法の二つに大別される．識別的な手法 [5]

が観測方向に対して不変な特徴量を抽出して照合する

のに対して，生成的手法はある観測方向からの特徴を

基準となる方向の特徴に変換することで，同一の基準

方向において照合する．

また，生成的手法は，更に，3次元歩容ボリューム

による手法，幾何的な手法，事例ベースの手法に分類

される．3次元歩容ボリュームによる手法 [6], [7]では，

複数の同期カメラによって対象を撮影することで 3次

元歩容ボリュームを生成して登録しておき，それを任

意の入力方向の映像に対して同一の方向に投影するこ

とで，照合する．しかしながら，対象が非協力的な被

験者である場合には，複数の同期カメラによる撮影は

困難である．

幾何的な手法では，対象人物を矢状面（注1）上の平面

物体として近似して，弱中心投影の仮定の下で，基準

方向への変換 [8] や，矢状面における足下点や頭頂点

の軌跡の抽出 [9] を行う．しかしながら，画像面と矢

状面のなす角が大きくなると，認証精度が急激に低下

するという問題がある．

事例ベースの手法は，認識対象外の協力的な被験者

(例えば，ボランティア)から収集した多視点歩容映像

の事例に基づいて，特徴をある方向から別の方向に変

換する方向変換モデルを利用する．方向変換モデルは，

特異値分解による手法 [10]～[12]，サポートベクトル

回帰による手法 [13]，ニューラルネットワークによる

手法 [14] など，数多くの派生手法が提案されており，

異なる観測方向に対する歩容認証における主流となっ

ている．これらの手法に共通する基本的な考え方は，

異なる方向間の歩容特徴には相関が有り，その相関が，

学習被験者のみならず，認識対象の被験者に対しても

当てはまるという点である．

一方で，観測方向の差が大きくなると，歩容特徴間

の相関が小さくなり，正確な変換が難しくなる，即ち，

変換誤差が大きくなるという問題点がある．

そこで，本研究では，そのような変換誤差を全体と

して低減するために，二つの異なる観測方向に対する

中間的な方向への特徴変換を行う手法を提案する．こ

こで中間的な方向とは二つの方向の中点ではなく，二

つの方向の内挿で表現できる，間にある方向である．

例えば，入力として正面方向の特徴が，登録として側

面方向の特徴が与えられたとすると，正面方向の入力

を側面方向に変換したり，側面方向の登録を正面方向

に変換するのではなく，正面方向の入力と側面方向の

登録両方を，同じ斜め前方向へ変換する．これにより，

大きな変換誤差を避けつつ照合することが可能となる．

加えて，本研究では，異なる二つの観測方向に対し

て，どの中間方向に変換することで認証精度が最大

化するのかを検証するとともに，歩容特徴の種類に

よる違いを評価する．従来の離散的な方向変換モデ

ル [10], [11], [13], [14] では，学習セットに含まれる離

散的な方向への変換に限定され（注2），中間方向に関す

る詳細な解析を行うには不十分である．そこで，我々

は，任意視点間の変換を可能にする任意視点変換モデ

（注1）：動物を左右に分ける垂直平面

（注2）：例えば，CASIA Gait Database B [4] の場合では，18 度刻みの学

習セットとなる．

電子情報通信学会論文誌 X Vol. Jxx–X No. xx pp. 1–4 c⃝（社）電子情報通信学会 xxxx 1



電子情報通信学会論文誌 xxxx/xx Vol. Jxx–X No. xx

ル [12]を利用することで，中間方向に関する詳細な解

析を実施する（注3）．

2. 中間方向変換モデルによる歩容認証

2. 1 中間方向変換モデルの学習

まず，任意視点変換モデル [12] を学習するために，

M 人の学習被験者に対する 3次元歩容ボリュームシー

ケンスを用意する．次に，認識対象被験者の入力の観

測方向 θP と登録の観測方向 θGが与えられると，それ

らを N 分割 (方向の間隔は，∆θ = (θG − θP )/N)す

ることで，入力と登録の観測方向に加えて中間方向を

含めた方向系列 {θn|θn = θP + n∆θ}(n = 0, . . . , N)

を設定する．ここで，m 人目の学習被験者の 3 次元

ボリュームシーケンスを方向 θn に射影してシルエッ

トシーケンスを取得し，そこから抽出したシルエット

ベースの歩容特徴を xm
θn とする．

次いで，中間方向を含めた方向変換モデルを学習す

るための学習行列を構築し，それを特異値分解するこ

とで，以下を得る．
x 1

θ0
· · · xM

θ0

...
. . .

...

x 1
θN

· · · xM
θN

=


Rθ0

...

RθN

[
v1 · · · vM

]
(1)

ここで，[RT
θ0
, . . . , RT

θN
]
T
は，各方向の特徴を結合し

た特徴 [xm
θ0

T , . . . , xm
θN

T ]
T
に対する主成分分析の基底

と見ることができ，vm はその基底によって張られる

空間における m 番目の学習被験者の特徴ベクトルと

なる．また，基底の部分行列である Rθn は，特徴ベク

トル vm を方向 θn の歩容特徴 xm
θn に射影する行列と

見ることでき，それが以下の式で表される．

xm
θn = Rθnv

m (2)

2. 2 中間方向への変換

中間方向変換モデルが得られると，次に認識対象の

被験者に対する入力方向 θP = (θ0) の歩容特徴 xP，

及び登録方向 θG(= θN )の歩容特徴 xG を，中間方向

θn に変換する．

ここでは，まず，入力の歩容特徴 xP を変換するこ

とを考える．入力の歩容特徴 xP に対応する，主成分

空間における特徴ベクトル v を以下のように最小自乗

法によって推定する．

v̂P = argmin
v

∥∥∥RθP v − xP
∥∥∥2

(3)

（注3）：本論文は著者らの国際会議論文 [15] に，実験・考察を追加したものであ

る．

=
(
(RθP )

T RθP

)−1

(RθP )
T xP (4)

すると，推定された特徴ベクトル v̂P より，中間方向

θn における歩容特徴 x̂P
θn が以下のように得られる．

x̂P
θn = Rθn v̂

P (5)

同様にして，登録の歩容特徴 xG に対しても，主成

分空間における特徴ベクトル及び中間方向 θn におけ

る歩容特徴を以下のように得ることができる．

v̂G =
(
(RθG)T RθG

)−1

(RθG)T xG (6)

x̂G
θn = Rθn v̂

G (7)

2. 3 照 合

前節の特徴変換を用いることにより，入力の歩容特

徴 xP と登録の歩容特徴 xGを，中間方向 θnにおいて

照合した場合の相違度 d(xG, xP ; θn)が，以下によっ

て定義される．

d(xG, xP ; θn) = ∥x̂G
θn − x̂P

θn∥

= ∥Rθn(v̂
G − v̂P )∥ (8)

この相違度は，中間方向 θn の関数となっていること

から，歩容認証の精度がどの中間方向 θn に変換する

かに依存することが分かる．

ここで，従来の方向変換モデル [11] の考え方では，

以下の式で表されるように，入力の歩容特徴を登録方

向に合わせるように変換して相違度 dP2G を計算する

か，登録の歩容特徴を入力方向に合わせて変換して

相違度 dP2G を計算するかの選択肢しか考慮していな

かったことに注意されたい．

dP2G(xG, xP ) = ∥xG −RθG v̂P ∥ (9)

dG2P (xG, xP ) = ∥RθP v̂
G − xP ∥ (10)

また，従来の離散的な方向変換モデルによって中間

方向への変換を行ったとしても，変換先が学習に用い

た離散的な方向に限定されることから，十分に細かい

間隔の中間方向を生成できない [13]．それに対して，

我々は任意視点方向変換モデル [12] を用いることで，

任意の間隔で中間方向を生成できることから，これま

で行えなかった細かい間隔での中間方向の評価や選択

ができることに注意されたい．

3. 実 験

3. 1 データセット

実験には，OU-ISIR Gait Database（注4）を利用し

（注4）：http://www.am.sanken.osaka-u.ac.jp/BiometricDB/index.html
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GEI FD1 FD2 GEI FD1 FD2

View 55 [deg]           View 85 [deg]

図 1 各方向に対する歩容特徴
Fig. 1 Gait features for various views

た．まず，任意視点変換モデルの学習用に多視点の

歩行機データセット [16] より 103 人の 3 次元歩容ボ

リュームシーケンスを構築した．更に，大規模歩容

データセット [17]より，カメラ校正データが利用可能

な 1,912人の被験者の歩行シーケンスを利用した．各

被験者は決められた直線コースを 2回歩いており，ま

た，歩行シーケンスは観測の方位方向が 55度, 65度,

75 度, 85 度からなるサブシーケンスに分割されてい

る．また，各シーケンスより抽出する歩容特徴とし

ては，大規模歩容データセットで高い性能を達成して

いる歩容エネルギー画像（GEI：gait energy image）

[18]と，それとは異なる性質を持つ周波数特徴（FDF：

frequency domain feature） [11]の 1倍周波数成分及

び 2倍周波数成分 (図 1)を用いる (図及び表ではそれ

ぞれ FD1，FD2 と記述)．

3. 2 実 験 設 定

ここでは二つの実験設定を考慮する．一つ目の実験

設定では，55度を登録とし，それ以外の方向 (65度，

75度，85度)をそれぞれ入力として与える．二つ目の

実験設定では，85度を登録とし，それ以外の方向 (55

度，65度，75度)をそれぞれ入力として与える．いず

れの設定においても，中間方向は 5度刻みで与えるも

のとした．

3. 3 本人認証の精度評価

本人認証 (1対 1認証)の精度評価のために，他人受

け入れ誤りと本人拒否誤りの等価誤り率 (Equal error

rate: EER)を指標として用い，その結果を表 1にま

とめる．表には登録のみを入力方向に変換する場合

（G2Pと記述）と入力のみを登録方向に変換する場合

（P2Gと記述）の結果も示す．

全般的に登録方向もしくは入力方向のどちらかに変

換するよりも，中間方向への変換が高い精度となって

いることが分かる．より詳細に見ると，入力と登録の

方向差が小さいとき，（例えば，55度と 65度，85度と

75 度では）精度の向上はどの特徴でもあまり見られ

ないが，方向差が大きくなると GEIや FD2 では明確

な精度向上が見られる．例えば，55度を登録，85度

を入力とすると，いずれかの方向に変換した場合には

GEIの精度は EERが 12.2%，11.6%となっているの

に対して，75度に変換した場合には EERが 10.5%と

なり，FD2 についても 23.5%，21.9%が 18.5%に改善

し，他のケースでも改善が見られる．ただし，FD1 は

他の特徴と挙動が異なり，登録か入力のどちらかが 85

度の場合には，中間方向による精度改善は見られず，

85 度とは異なる方向に変換するほうが精度がよいと

いう結果となった．これは FD1 は 1 倍の周波数成分

であり，85度のように方向が側面に近い場合は，歩き

の左右対称性により情報があまり得られず，特徴自体

が認証に有効でないことが関係していると思われる．

事実，同じ 20度の差である 55度と 75度の場合には

中間方向への変換により精度が向上している．これよ

り，ある程度の方向差がある場合においては，中間方

向への変換が本人認証問題にとって有効であることが

確認された．

さらに，本実験より興味深い結果が得られた．観測

方向差がある場合，登録か入力どちらか一方のみを変

換する方法が良く取られるが [11], [13]，本実験結果に

よると，入力か登録どちらかの方向に変換する場合で

あっても，どちらか一方を変換し，式（9）や（10）に

より相違度を求めるよりも，両方とも変換し，式（8）

を用いて相違度を求めた方が高い精度が得られている．

4. あ と が き

本研究では，登録と入力の歩行映像が異なる方向か

ら撮影された場合に，それらの中間的な方向の特徴を

生成する方向変換モデルを用いた歩容認証手法を提案

し，1,912人の大規模な公開歩容データベースを用い

て異なる性質の歩容特徴に対し実験することにより，

本人認証において，方向差がある程度大きければ有効

であり，小さい場合でも同等な結果が得られることを

確認した．今後の課題としては，更に方向差が大きい

場合の実験や，入力と登録方向が与えられたときの最

適な中間方向の選択手法の開発が挙げられる．
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Abstract We propose a method of cross-view gait recognition using an intermediate view transforma-

tion model given a pair of gallery and probe walking image sequences from different views. Experiments

with the publicly available large population gait database composed of 1,912 subjects show the effective of

the proposed method.

Key words Gait recognition, View transformation model, Intermediate view, Criminal investigation


