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あらまし 歩行中の人物を認証する手法として本論文では歩行人物マルチバイオメトリック認証を提案する．
提案手法では一歩行映像から顔，歩容，身長の異なるモダリティ特徴を抽出するとともに、歩行移動に伴う観測
方向の変化に着目し，観測方向の異なる特徴も併せ抽出し，それらを統合して認証する．提案手法の有効な点は，
複数モダリティ及び多視点特徴を一台のカメラから撮影された一歩行映像のみから抽出して認証に用いることで
あり，複数モダリティのみならず多視点特徴も考慮することで，単一モダリティ・単一観測方向に基づく特徴より
も認証精度改善が期待できる．大規模歩容データベースに対し行った評価実験では，提案手法により大幅な認証
精度の改善が確認できた．例えば一観測方向の歩容特徴のみを使った等誤り率及び一位認識率は最高で 1.80%及
び 91.14%であったのに対し，提案手法によりそれぞれ 0.42%及び 99.17%に改善した．
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1. は じ め に

人の身体的，行動的特徴を用いて個人を認証する生

体認証（バイオメトリクス）は，その利便性・有効性

により広く研究がなされ，実社会において利用されて

いる [1]．個人を認証するためには何らかのセンサを

用いて個人認証に有効な情報を対象人物から取得する

必要があり，現在様々なセンサがその情報取得のため

に利用されているが，その中でもカメラは汎用的かつ

有効な情報取得センサである．カメラで撮影された画

像や映像から得られる情報を利用して個人を認証する

手法には，虹彩や顔，耳介，歩容などを用いた手法が

挙げられ，いずれも非接触で人物を認証できるという

特長を持つ [2]．そのため，施設等へのアクセスコント

ロールのみならず監視や犯罪捜査における科学捜査等

への利用も期待されている．しかしながら，認証に利

用する特徴が手法間で異なるため，認証可能な人物の

画像上での大きさ（人物の空間解像度）も手法によっ
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て異なる．虹彩認証，顔認証，歩容認証を比較すると，

顔認証の方が虹彩認証よりも空間解像度の低い人物の

認証に有効であり，さらに歩容認証の方が顔認証より

も空間解像度の低い人物の認証には有効である．この

人物の空間解像度はカメラと対象人物の距離やカメラ

のもつ性能（カメラ空間解像度）に関係するため，利

用目的により適した手法が異なってくる．特に近年は

防犯カメラ設置台数の増加に伴い，防犯カメラ映像か

ら高い精度で個人を認証できる技術開発が望まれてい

る．防犯カメラは本来，個人認証目的で設置されたも

のではないため，多くの場合カメラのもつ空間解像度

は高くなく，また映像中の人物は自由に行動している

ため，認証に適した（管理された環境下で撮影された）

映像は望めない．したがって，空間解像度の低い映像

や非管理環境下映像に対しても適用可能な認証手法は

非常に有効であり，現在は候補として顔認証や歩容認

証などが考えられる．

顔認証はバイオメトリクスにおいて非常に盛んに研

究されている手法であり，昨今の研究は文献 [3]～[5]

に詳しい．顔認証はアクセスコントロール向けなど管

理された撮影環境下では精度良く認証が可能であるが，
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空間解像度が低くなると認証精度が低下してしまう．

また，顔認証の精度は顔向きや照明変動，表情変化な

どにも影響を受ける [6]．さらにサングラスやマスクな

どで顔が隠蔽されると認証は困難になり，人物が後ろ

を向いている場合には認証が行えない．

歩容認証は顔認証や虹彩認証と比較すると新しい技

術であり，その技術は文献 [7] などに詳しい．歩容認

証の特長は，遠距離から撮影された映像や低空間解像

度カメラにより撮影された映像中の人物に対しても認

証が行える点であり，顔が不鮮明で顔認証の適用が困

難な場合でも認証が可能であり，映像上で 30 画素程

度の高さの人物の認証も行える．しかし，歩容認証は

観測方向や服装，所有物などの要因の影響を受け，精

度が低下してしまう [8]～[11]．

顔認証や歩容認証において，比較するギャラリとプ

ローブ間の顔向きや観測方向の違いは認証精度の低下

を引き起こす要因である．それは顔向きや観測方向の

違いにより映像から取得できる特徴が異なるためであ

る（例えば側面方向からの歩容特徴からは前後の腕振

り情報が得られ，正面方向からの歩容特徴からは左右

への腕や足の開き，体の幅といった情報が得られる）．

一方で，ギャラリとプローブ共通で複数観測方向の映

像が利用できる場合には，異なる観測方向に含まれる

異なる情報を利用することで認証精度を向上させるこ

とが可能になり，複数の異なる観測方向情報を用いた

（多視点）顔認証 [12]～[16] や多視点歩容認証 [17]～

[21] が提案されている．多視点手法は複数センサや，

複数試行により多視点特徴を取得することを想定して

いるものが多いが，一台のセンサのみを用いて一試行

から取得される多視点特徴を用いた手法 [21], [22] も

提案されており，これらの手法は複数センサや複数試

行が期待できない科学捜査や監視利用にとって有望で

ある．

認証精度の改善方法としては多視点特徴を用いる以

外にも，複数のモダリティに基づく特徴を抽出し認証

するマルチモーダル認証も有効な手法である．特に，

歩行人物を対象とする場合には，顔と歩容が同一映像

から取得し得ること，また，顔と歩容が本質的に異な

る情報を用いた特徴であることから，それらの統合が

非常に有効な手法といえ，数多くの研究がなされてい

る [23]～[28]．

これらを踏まえ，本論文では防犯カメラ映像のよう

に比較的解像度の低い歩行人物を認証対象とし，ギャ

ラリとプローブとしてそれぞれ一台のカメラから撮影

された一歩行映像のみが与えられる問題に対し，高精

度の認証を実現できる歩行映像に基づくマルチバイオ

メトリック認証を提案する．提案手法では，歩行映像

から複数の観測方向に応じた部分映像を作り，観測方

向毎に顔特徴，歩容特徴を抽出することで多視点顔認

証，多視点歩容認証を実現する．さらに歩行映像から，

ソフトバイオメトリクスの一つとして対象人物の身長

も算出し，身長に基づく認証（身長認証）を行うとと

もに，多視点顔認証，多視点歩容認証，身長認証をス

コアレベルで統合することで高精度認証を実現する．

本提案手法の特長は以下の通りである（注1）．

歩行映像からの身長特徴の抽出: 提案手法では歩行映

像から画像上での人物大きさではなく，実世界におけ

る対象人物の見かけ上の身長を計算し，特徴として認

証に利用する．実世界における身長を計算することで，

カメラと対象人物の距離に関係なく認証に利用できる．

歩行周期・歩行速度特徴の導入による歩容認証改良:

歩行に伴う特徴として，歩行映像から一歩行に要する

時間（歩行周期）と歩行速度を計算し，画像ベースの

歩容特徴と組み合わせて認証に利用する．歩行周期や

歩行速度は画像ベースの歩容特徴には含まれない情報

であるため，この二つの特徴を導入することで歩容認

証精度を改善する．

一歩行映像マルチバイオメトリクスの構築: 一歩行映

像から，顔特徴，歩容特徴，歩行速度，歩行周期，身

長特徴など複数特徴を抽出し，それらの相違度を求め

る．さらに，歩行移動に伴う観測方向の変化に着目し，

観測方向に影響を受ける特徴については，観測方向毎

に特徴を抽出し相違度を求める．そしてこれらの相違

度をスコアレベル統合することで，高精度の歩行人物

認証を実現する．

本提案手法で用いる顔特徴は防犯カメラ映像のよう

な顔が不鮮明な場合を想定した手法となっており，ま

た，一歩行映像から，歩行軌跡と歩行者の位置に基づ

き観測方向を計算し，観測方向毎の特徴を抽出する枠

組みのため複数台のカメラを必要としない．そのため，

防犯カメラ映像との相性が良く，防犯カメラ映像に基

づく科学捜査による犯罪捜査支援などへの応用が期待

される．

大規模スコアデータベース構築及び評価: 1,912 人の

（注1）：本論文の内容は著者らの国際会議論文 [29] に新たな歩行特徴を
導入し，改良を加えたものである．
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顔，歩容，身長からなる大規模マルチバイオメトリク

ス・スコアデータベースを構築し，統計的に信頼性の

高い精度評価を行う．これまでの歩行と顔の統合手法

の評価は百人程度のデータ [23]～[28], [30]～[34] での

評価に留まっているのに対して，本研究では，その約

20 倍の規模のデータベースに対して評価しているこ

とから，提案手法の有効性を高い統計的信頼性でもっ

て評価する．さらに，スコア統合はバイオメトリクス

において非常に重要な技術であるため，本スコアデー

タベースはスコア統合手法の評価用データベースとし

ても十分に価値がある．

2. 関 連 研 究

2. 1 多視点からの顔認証

顔画像は観測方向によって大きく見えが変化する一

方，形状は変化しないという性質を利用して，多視点

観測に基づく 3 次元顔認証 [35] の研究が数多くなさ

れている．Chenと Hauptmann [15] は，二つの直交

する視点からの顔画像を利用して 3次元顔モデルを再

構成し，そのモデル上での顔特徴点を選択して認証に

用いている．また，Mayoと Zhang [16]は，3次元顔

モデルを回転して距離画像として投影し，そこから抽

出される SIFT [36]特徴点を照合することで認証して

いる．

一方で，複数カメラによって撮影される静止画像の

代わりに，単眼カメラによって撮影される動画像中に

含まれる様々な観測方向・照明条件・表情の顔画像を

利用することで，性能向上を目指す研究も数多くなさ

れている．その代表的な手法として，部分空間法 [37]

に基づく手法がいくつか提案されている．福井ら [38]

は，制約相互部分空間法による顔認証手法を提案して

おり，さらに，西山ら [39]は，それを多重制約相互部

分空間法へと拡張して，顔認証を行っている．部分空

間法以外の手法としては，Kim ら [40] が，同一クラ

スのデータの相関を最大にして，他クラスのデータの

相関を最小にするような判別的正準相関分析を，Lu

ら [41]が，局所反発射影とスパース再構成に基づく類

似尺度を，それぞれ動画像からの顔認証に適用してい

る．また，小原ら [42]は，全方位カメラの広視野角特

性を活かして，長時間観測される多視点の顔画像に対

して，視点に応じた重み付けをして照合する手法を提

案している．

2. 2 多視点からの歩容認証

歩容認証においても，このような多視点観測は有効

に用いられている．例えば，Cuntoorら [17] は，観察

したシルエット画像の各行の幅を特徴ベクトルとして，

側面及び正面方向からの観測に対するスコアを総和規

則によって統合して認証しており，Yuら [18]は，シル

エットの輪郭を主要なフーリエ記述子として特徴表現

し [43]，多視点からの観測に対するスコアを総和規則，

重み付き総和規則，総乗規則，Dempster-Shafer 規

則 [44]の四種類の手法で統合し，それぞれ認証性能を

評価している．Zhangら [45]は，多視点から観測され

た歩容エネルギー画像 (GEI: gait energy image) [46]

を，特徴レベル，スコアレベル，決定レベルで統合す

ることで，歩容による民族分類を試みている．

また，多視点観測は，視点変化に頑健な歩容認証手法

においても活用されている．例えば，Shakhnarovich

ら [47]や Iwashitaら [48]は，登録人物の多視点同期

観測映像から，視体積交差法などを用いて 3 次元の

歩容モデルを作成しておき，入力人物と同一観測視点

のシルエット映像を 3 次元モデルから投影して照合

することで，観測視点変化に対応した認証を実現して

いる．また，Makiharaら [9]やKusakunniranら [10]

は，それぞれ，特異値分解による因子分解法とサポー

トベクトル回帰 [49]による方向変換モデルを提案して

おり，複数視点の登録映像を用いることで認証性能が

向上することを示している．また，Muramatsuら [50]

は，方向変換モデルの学習被験者に対して，多視点同

期映像を用意して 3次元モデルを構築することで，任

意視点間で方向変換が行えるような拡張を行っている．

また，Liuら [51]は，多視点の歩容特徴集合を特徴と

して見なして，周辺正準相関分析によって識別に適し

た部分空間を学習して照合する手法を提案している．

上記の手法は複数カメラが存在するか，もしくは，

複数セッションによって多視点映像を取得することを

想定しているのに対して，単一映像から多視点歩容特

徴を抽出する手法も提案されている．Hanら [21]は，

対象人物の移動によって生じる対象人物に対する観測

視点の変化を利用して多視点歩行特徴を抽出し，照合

する一対の映像間で最も近い視点の歩容特徴を用いて

照合する手法を提案している．また，杉浦ら [52] は，

全方位カメラ [53]などの広視野角を持つカメラによっ

て多視点歩容特徴を取得し，それらをスコアレベルで

統合することで，認証性能を向上させている．また，

Luら [54]は，非管理環境下で歩行方向を自由に変化

させて歩く人物から抽出される多視点歩容シルエット

をクラスタリングして平均化した特徴を用いて，歩容
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による性別の識別を試みている．

2. 3 歩容と顔によるマルチモーダル認証

顔画像と歩行映像は単一のカメラによって同時に観

測できることから，防犯カメラ映像に基づく科学捜査

や監視といった応用を考えると，歩容と顔の統合によ

るマルチモーダル認証は有望な組み合わせと言える．

Kale ら [24] は，矢状面投影による観測視点に頑健

な歩容認証手法と逐次重点サンプリングに基づく顔認

証手法を階層的，もしくはスコアレベルで統合する手

法を提案している．Zhangら [26]は，マルチモーダル

特徴を表す部分空間を幾何保存射影によって選択する

手法を提案し，それを顔，掌紋，歩容のキメラデータ

に対して適用して認証実験を行っている．Leeら [25]

は，正面から観測された顔特徴と歩容特徴をカオス

理論により統合する手法を提案している．Hofmann

ら [28]は，単純な背景差分の代わりにアルファマット

を適用して重み付きの前景・背景レイヤーを取得する

ことで，背景の影響を除去した顔画像と GEI よりも

高精度なアルファGEIを抽出して統合する手法を提案

している．

Zhou らは，側面方向から観測された歩容特徴と時

系列画像により超解像された顔画像を階層的またはス

コアレベルの統合により照合する手法を提案してお

り [30]，さらに次元圧縮と判別分析処理を加えること

で性能の改善を図っている [31]．また，Zhou ら [32]

は歩容と顔の輪郭を統合する手法も提案し，Zhou と

Bhanu [27]は側面方向からの顔と歩容を判別分析を用

いて特徴レベルで統合する手法を提案している．

上記の手法は単眼カメラから得られる単一方向の顔

と歩容特徴を用いることを前提としているのに対して，

複数視点の映像を利用する手法も提案されている．例

えば，Shakhnarovichと Darrellは [23]は，多視点同

期映像によって復元した 3次元の人物モデルに対して

テクスチャマッピングを行い，正面顔映像と側面歩行

映像を生成して認証に利用している．Liu と Sarkar

[55]は，正面顔画像と側面歩容映像を屋外での認証シ

ナリオを想定して統合する手法を提案している．し

かしながら，複数カメラの設定は，監視や科学捜査と

いった実応用を考えると利用することは難しい．

Gengらは，観測方向やカメラから対象人物までの

距離に応じて顔特徴と歩容特徴を適応的に統合する手

法を提案しており [33]，さらに四種類の異なる統合重

みを導入し，それを事前知識と機械学習によって決定

する手法を提案している [34]．しかしながら，これら

図 1 提案手法のアルゴリズム概要
Fig. 1 Overall algorithm of the proposed method

の手法では，単一映像における対象人物の移動に伴う

観測視点変化は考慮されていないため，多視点特徴の

統合は扱われていない．

よって，我々の知る限りにおいて，単一映像から多

視点の顔特徴と歩容特徴を統合して認証する手法はこ

れまでに提案されていない．

3. 認証アルゴリズム

3. 1 概 要

歩行映像では歩行に伴う移動により対象人物とカメ

ラの相対関係が変化し，それにより観測方向の異なる

対象人物映像が取得できる．そのため，提案手法では

一歩行映像から複数のモダリティ特徴を抽出するだけ

でなく，観測方向の異なる顔特徴，歩容特徴も抽出し

利用する．これらの特徴は対応する特徴毎に相違度を

計算し，スコアレベルで統合することにより認証に用

いられる．

提案手法のアルゴリズム概要を図 1に示す．本論文

は校正済みのカメラにより撮影された歩行映像（画像

時系列）を対象とする．提案手法では，最初に対象人

物の各時刻（フレーム）の位置を推定し，移動軌跡と

カメラとの位置関係より観測方向を推定する．そして

観測方向に応じて，一歩行映像から観測方向の異なる

部分時系列の集合を構築する．次に各部分時系列から

顔，歩容を，時系列全体から身長に基づく特徴を抽出

し，認証に用いる．

本節では，歩行時系列内での人物位置推定，観測方

4
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図 2 顔特徴の抽出手順
Fig. 2 Process for face feature extraction

向に基づく分割について説明し，その後，顔，歩容，

身長の各特徴を用いた認証手法を記述する．最後に，

各特徴を用いて計算される相違度スコアを統合する手

法を説明する．

3. 2 位置推定及び観測方向に基づく時系列分割

M フレームからなる歩行映像 {Xt}, (t = 1, . . . ,M)

を考え，画像上での対象人物の足下点を人物矩形底

辺の中点とする（注2）．対象人物は床平面（z = 0とす

る）を歩いていると仮定し，床面制約からフレーム t

における世界座標系での人物足下位置 (xf
t , y

f
t , 0)を求

め，それらの位置系列より歩行軌跡を求める．また，

各フレームでの人物位置と歩行軌跡，カメラ位置との

関係より各フレームにおける観測方向を求める．次

に，あらかじめ設定しておいた Nv 個の基準観測方向

{vn}, (n = 1, . . . , Nv) に対応するフレーム Tvn を求

め，Tvn を中心とした一歩行周期の画像時系列を観測

方向 vn に対応する部分時系列 xvn
1:L とする．ここで L

は歩行周期である（歩行周期の算出方法は後述）．以

後ギャラリ時系列とプローブ時系列を区別する必要が

ある場合には，部分時系列をそれぞれ xGvn
1:LG，xPvn

1:LP

とする．ここで，LG および LP はそれぞれギャラリ

及びプローブの歩行周期である．

3. 3 顔特徴に基づく認証

広域監視用の防犯カメラ映像のように，人物の全身

が画像中に比較的小さく映っているような場合には，

顔画像の解像度や鮮明度が十分ではないことから，一

般的な顔検出や顔器官検出手法では検出に失敗するこ

とがある．本論文ではそのような場合を想定し，図 2

に示すように，シルエット抽出結果に基づいて，対象

人物の首から上の人物部位を顔領域と定義して認証に

利用する．以後，本論文で顔特徴とは首から上の人物

領域を指し，顔特徴はカラー画像から得られる顔領域

とする．

顔特徴を用いた認証は以下の手順により行う．観測

（注2）：人物の矩形領域は人物シルエットに基づき設定される．シルエッ
ト作成は後述の 3. 4 節を参照のこと．

図 3 歩容特徴の処理手順
Fig. 3 Process flow for gait feature extraction

方向 vn のプローブ部分時系列 xPvn
1:LP のフレーム iか

ら得られる顔特徴を FP
vni とする．そして観測方向 vn

のギャラリ時系列 xGvn
1:LG に対し，テンプレートマッチ

ングを行い相違度を次のように計算する．

SF
vn = min

i,j,k
[1−NCC(FP

vni, R
G
vnjk)], (1)

ここで，RG
vnjk は xGvn

1:LG のフレーム j の位置 k に対

応するテンプレートと同サイズの画像領域であり，

NCC(FP
vni, R

G
vnjk) は対応する画像領域の正規化相互

相関値である（注3）．

3. 4 歩容特徴に基づく認証

各時系列からそれぞれ歩容特徴を抽出する．歩容特

徴の処理手順を図 3に示す．時系列映像に対し，背景

差分やグラフカットに基づくセグメンテーション [56]

を施すことで，人物シルエットを抽出し，シルエット

時系列を得る．次に，シルエット時系列から対象人物

の領域を切り出し，サイズを正規化した後に正規化シ

ルエットを時間方向に重ねることで，歩容シルエット

ボリューム（GSV: Gait Silhouette Volume）を作成

する．その後，歩行周期を算出し，一歩行周期から一

つの歩行特徴を抽出する．歩行周期は左右二歩分に要

する時間と定義し，歩行周期算出は GSVの時間軸方

向の正規化自己相関の値を基準に求める [9]

歩容特徴には，歩容認証の分野で非常に盛んに利用

されており，大規模データベースによる評価 [57]で高

い精度を示したGEI [46]を画像ベースの特徴として抽

出する．図 4 に 4 名の歩行映像から抽出された GEI

を示す．この特徴は画像特徴であるが，人物の歩行に

（注3）：式（1）において，1 から引いて余弦距離としているのは，認証
スコアを相違度で統一的に述べるためであり，実装上は正規化相互相関
値を用いても認証精度に影響はない．
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図 4 観測方向の異なる歩容特徴（GEI）
Fig. 4 GEIs from different observation view

伴う動きが輝度の濃淡に反映されているため，歩行に

伴う動き特徴も含んでいる．一方で，この特徴には人

物の体型に関する情報も含まれている．また，図 4か

ら分かるように GEIは観測方向によって異なる．

　画像ベースの歩容特徴の相違度は次のように計算

する．観測方向 vn のギャラリ部分時系列から抽出さ

れる GEIを GG
vn，プローブ部分時系列から抽出され

る歩容特徴を GP
vn とする．観測方向 vn の二つの歩容

特徴間相違度 sGGEI
vn （GP

vn , G
G
vn）は

sGGEI
vn =

∣∣∣∣∣∣GG
vn −GP

vn

∣∣∣∣∣∣ (2)

と計算する．

さらに，画像に基づく特徴に加え，本論文では，歩

行周期と歩行速度を歩行特徴として利用する．歩行周

期は周期算出により，歩行速度は推定された歩行者位

置情報を基に歩行映像全体の平均速度を算出する．こ

の二つの特徴は観測方向に依存しない特徴であるため，

部分時系列からではなく，時系列全体から計算する．

ギャラリ及びプローブの歩行周期，歩行速度をそ

れぞれ LG，LP，νG，νP とする時，それぞれの相違

度を

sGL = |LG − LP | (3)

sGν = |νG − νP | (4)

と計算する．

3. 5 身長情報に基づく認証

歩行映像中では，対象人物は直立静止していないた

め，人物の厳密な身長を求めることは非常に困難であ

る．そこで，本手法では，歩行中の対象人物の見かけ

上の高さの期待値を身長とする．図 5に身長計算の処

理手順を示す．

ギャラリ及びプローブ歩行時系列のフレーム tの歩

行人物の世界座標系での足下点を (x
Qf
t , y

Qf
t , 0), Q ∈

{G,P}とする．次に歩行人物の世界座標上での頭頂点

図 5 身長抽出の処理手順
Fig. 5 Process flow for the subject’s height calcula-

tion

(x
Qh
t , y

Qh
t , z

Qh
t ) を，人物が直立していると仮定して

求める．つまり x
Qh
t = x

Qf
t , y

Qh
t = y

Qf
t として z

Qh
t

を求め，時系列全体を用いて身長 hQ を

hQ =
1

MQ

MQ∑
t=1

z
Qh
t , Q ∈ {G,P} (5)

として求める．ここでMG 及びMP はギャラリ及び

プローブの時系列長である．

身長情報に基づく相違度 sH は対応する身長の絶対

差として次のように求める．

sH = |hG − hP | (6)

3. 6 スコア統合

顔特徴，歩容特徴，身長特徴から計算された相違度

スコアを統合して，認証用スコアを計算する．提案手

法では，異なる特徴や異なる観測方向に由来する K

個の相違度を利用する．提案手法では，最初に各スコ

アに対し個人依存性の影響を軽減するためにスコア

正規化を行う．ギャラリを ξG，プローブを ξP とし，

ギャラリとプローブから計算される k 番目の相違度を

Sk(ξ
G, ξP )と，正規化スコアを次の式で求める．

S̄k(ξG, ξP ) =
Sk(ξG, ξP )− µ(ξP )

σ(ξP )
(7)

ここで µ(ξP )及び σ(ξP )はプローブ ξP と学習データ

間で計算される平均および標準偏差である．

次に相違度スコア計算に用いられた時系列映像が同

一人物の歩行映像である事後確率を計算する．正規化

スコアのベクトル S̄ = [S̄1, . . . , S̄K ]とし，同一人物の

歩行映像である事象を η = 1，その余事象である異な

る人物の事象を η = 0で表し，事後確率 P (η = 1|S̄)

6
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図 6 OU-ISIR 大規模データベースに含まれる人物歩行
画像系列

Fig. 6 Walking image sequences of a subject in OU-

ISIR Large population database

のロジット関数が相違度の重み付き線形和で近似でき

ると仮定し，事後確率を計算する．

log

(
P (η = 1|S̄)

1− P (η = 1|S̄)

)
=

K∑
k=1

αkS̄k + α0 (8)

この枠組みは線形ロジスティック回帰（LLR: Linear

Logistic Regression）を用いた手法であり，複数の相

違度を用いて認証用スコア（ここでは事後確率）を

計算する枠組みのため，スコア統合手法としても有

効である．スコア統合に必要な LLR のパラメータ

{αk}, (k = 0, . . . ,K) は学習データを用いて，評価

関数を最適化することで設定する．本提案手法では

Fernandeらにより提案されている指標 [58]を最適化

することでパラメータの設定を行う．

4. 実 験

4. 1 評価用データベース

提案手法の精度評価には OU-ISIRデータベースの

大規模データセット [57]のサブセットを用いた．大規

模データセットは約 4,000人の被験者から収集された

歩行映像からなるが，本実験ではその中から校正済の

カメラにより撮影された 1,912人分のデータに対し評

価を行った．評価対象のデータは，直線歩行路を歩い

ている被験者を約 5m離れた位置からカメラで撮影し

た映像であり，各被験者の二度の歩行映像が含まれて

いる．図 6に歩行人物画像を示す．

4. 2 実 験 設 定

歩行移動に伴う観測方向変化は連続的に起こるが，

本実験では図 7に示すように 55度，65度，75度，85

度の四つを基準観測方向として設定した．位置推定に

camera 

Observa!on view

One gait cycle image sequence

with observa!on view 

Walking direc!on

図 7 基準観測方向
Fig. 7 Target observation views

図 8 抽出された基準観測方向の画像
Fig. 8 Walking images of the four target views

より抽出した対応フレーム画像を図 8に示す．これよ

り，対応するフレームが抽出されていることが確認で

きる．

歩容認証に用いる GEIのサイズは 88× 128画素と

した．また顔認証に用いる顔テンプレートの大きさは

観測方向や個人により変動するが，17 × 19画素から

21× 24画素であった．

スコア統合用パラメータ {αk}, (k = 0, . . . ,K)を学

習により設定する必要があるため，本実験では被験者

1,912人をランダムに二分割し，二交叉検定法により

評価を行った．この際，被験者のランダム分割による

影響を排除するために，分割方法を 5 回変更し評価

を行った．また，本学習データは，スコア正規化（式

（7））で用いる平均と標準偏差の計算にも利用した．

評価実験では 1対 1認証および 1対多認証問題にお

ける多視点化による改善，多視点・マルチモーダル化

による改善を評価するために，提案手法の精度を単一

視点顔認証，単一視点歩容認証，単一視点マルチモー

ダル認証の精度と比較を行う．

7
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4. 3 実 験 結 果

4. 3. 1 1対 1認証

1対 1認証では認証スコアとしきい値を比較するこ

とで他人誤受入率（FAR: False Acceptance Rate）と

本人誤拒否率（FRR: False Rejection Rate）を求め，

受信者操作特性（ROC: Receiver Operating Charac-

teristics）曲線を描く．また FARと FRRが一致する

等誤り率（EER: Equal Error Rate）を求め評価指標

として用いる．

各手法の ROC曲線と EERをそれぞれ図 9と表 1

にまとめる．ROC 曲線では単一特徴の顔認証は観測

方向 65度，歩容認証（GEI）は観測方向 75度，マル

チモーダル（顔，GEI，歩行速度，歩行周期，身長）

は観測方向 65 度の精度をプロットしている．また多

視点の歩容は GEI，歩行速度・歩行周期を統合したも

のを示している．

これらの実験結果より，複数特徴を用いた場合や多

視点特徴を用いた場合，そして両方を用いた場合で精

度が改善されており，単一観測方向では顔認証及び歩

容認証（GEI）の最も良い EER が 3.86%，2.17%で

あったのに対し，多視点を考慮することで EERはそ

れぞれ 2.03%及び 1.32%（GEI）に改善した．歩容に

ついては歩行周期と歩行速度を考慮することでさらに

1.07%まで改善した．これらより，多視点を考慮する

提案手法は顔特徴や歩容特徴などの単一特徴しか利用

できない場合においても認証精度を改善できると言え

る．一方で，単一観測方向しか利用できない場合にお

いても，複数特徴利用により認証精度が改善されてい

る．例えば，観測方向 65度においては複数特徴利用に

より EERが 0.60%にまで改善している．さらに，顔

や歩容，身長の多視点特徴が利用可能な場合には EER

は 0.42%まで減少している．

4. 3. 2 1対多認証

1対多認証では，累積識別精度特性（CMC: Cumu-

lative Match Characteristic）曲線による評価を行う

と共に，一位認識率を評価指標として用いる．各手法

の CMC曲線及び一位認識率を，それぞれ図 10と表 2

にまとめる．1対多認証においても 1対 1認証と同様

に，多視点や複数特徴を考慮することにより認証精度

が大幅に改善していることが確認できる．比較対象の

顔認証（85度），歩容認証（GEI，65度），歩容認証

（統合）の一位認識率が 90.39%，90.65%，91.14%で

あったのに対し，多視点特徴を考慮することでそれぞ

れ 96.24%，94.63%，96.65%に改善している．また，

表 1 EER の比較 [%]

Table 1 Comparison of EERs [%]

特徴 歩容 マルチ

方向 顔 統合 GEI 速度 周期 身長 モーダル
55 [度] 4.23 2.02 2.47 0.68

65 [度] 3.86 1.90 2.37 0.60

75 [度] 4.37 1.80 2.17 29.62 25.81 15.48 0.80

85 [度] 4.70 1.96 2.27 0.72

多視点 2.03 1.07 1.32 0.42

表 2 一位認識率の比較 [%]

Table 2 Comparison of Rank1 [%]

特徴 歩容 マルチ

　方向 顔 　統合 GEI 速度 周期 身長 モーダル
55[度] 88.40 89.84 88.89 97.19

65[度] 90.37 91.05 90.65 97.86

75[度] 89.30 91.14 90.62 0.14 0.08 1.92 97.51

85[度] 90.39 90.66 90.09 98.01

多視点 96.24 96.65 94.63 99.17

各観測方向において複数特徴を利用することで，一位

認識率は最大 98.01%まで向上している．さらに，多

視点の顔，歩容，身長全てが利用可能な場合には，一

位認識率は 99.17%にまで改善している．これらの結

果より 1対多認証においても提案手法の有効性を確認

することができた．

4. 3. 3 特徴有効性評価

本節では各特徴の有効性について調査を行う．本論

文では一歩行映像から異なるモダリティ特徴や異なる

観測方向の特徴を組み合わせることで認証精度の改善

を実現しているが，利用できる特徴や観測方向は環境

により異なるため，単一視点及び多視点において組み

合わる特徴を変えて精度評価を行った．その結果を表

3に示す．表 3の各列は異なる特徴組合せの認証精度

（EER 及び一位認識率）を示しており，表中でチェッ

クマーク（✓）を付した特徴が利用されている．本実
験では顔，歩容，身長 3つのモダリティから 2つのモ

ダリティを選んで利用した場合の認証精度と全モダリ

ティを利用した場合の精度を各観測方向及び多視点で

評価している．歩容については 3種類の特徴があるた

め，GEI特徴のみを用いた場合と，歩行速度と歩行周

期のみを用いた場合，及び全てを用いた場合を別々に

評価している（注4）．また全モダリティを用いる場合に

は，3つの歩容特徴から 1つだけを抜いた場合の精度

を評価している．

二つのモダリティによる認証

（注4）：歩容特徴に歩行速度と歩行周期を用いず，GEI 特徴のみを用い
たものが国際会議論文 [29] で利用している特徴である．
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顔と歩容，歩容と身長を組み合わせた場合は 1 対 1

認証においてはすべての観測方向において顔認証，

歩容認証，身長認証単体の精度よりも向上している

ことが確認される．例えば観測方向 55 度において，

顔の EERが 4.23%，歩行速度と歩行周期の EERが

29.62%，25.81%であるのに対し，顔と歩行速度，周

期を組み合わせることで EERは 3.13%に改善し，さ

らに GEIを追加することで 1.11%まで向上している．

また歩容と身長の組み合わせでは，身長の EER が

15.48%であったのに対し，身長と歩行速度，歩行周期

の組合せにより精度は 10.42%に改善し，さらに GEI

を追加することで 1.26[%]にまで改善している．GEI

と顔の組合せ及び GEI と身長の組合せでの EER が

それぞれ 1.23[%]，1.42[%]であることより，歩行速度

と周期の利用によりわずかではあるが精度改善が見ら

れる．歩行速度と歩行周期は元々の認証精度が高くな

いため，GEIと比較し精度改善の貢献はあまり大きく

ないが，これらの特徴は隠ぺいなどにより GEI が得

られない場合でも抽出できる場合があり，そのような

場合には顔や身長と組み合わせることで精度改善に貢

献できる．一方で 1対多認証に関しては，身長に対し

て歩行速度や歩行周期を追加すると精度の大幅な改善

が見られるものの，顔認証に歩行速度や歩行周期を追

加すると一位認識率が悪化するという結果となった．

EER が改善しているにも関わらず一位認識率が悪化

した理由はスコア統合パラメータ学習法が関係してい

ると考えられる（注5）．

全モダリティによる認証

各特徴の認証精度に与える影響を評価するため，全モ

ダリティを用いた場合の精度（表 3の最右列）を基準

に，5つの特徴，顔，GEI，歩行速度，歩行周期，身

長のどれか一つを用いなかった場合に精度がどの程度

劣化するのかを評価した．表 4及び 5にその結果を示

す．表 4においては“+”の値が劣化を意味しており，

表 5においては“ -”の値が劣化を意味している．

今回考慮した特徴の中で多視点認証では，1対 1認

証においてはGEIの影響が最も大きく，1対多認証に

おいては顔特徴の影響が最も大きいという結果となっ

た．GEIを用いないことで多視点マルチモーダル認証

の EERが 0.91%上昇し，一位認識率は 2.04%低下し

た．一方顔特徴を用いない場合は EERが 0.49%上昇

し，一位認識率は 2.82%低下した．身長は GEI や顔

特徴と比較すると影響は小さいが，用いないことによ

り EERが 0.09%上昇し，一位認識率は 0.33%低下す

る結果となった．一方，歩行速度や歩行周期の影響は，

1対多認証の結果を見ると，歩行周期の方が歩行速度

よりも認証精度に与える影響は大きい結果となってい

るが，全体として与える影響はどちらも非常に小さい

という結果となっている．GEI と顔，身長を用いた

多視点モルチモーダルでは EER及び一位認識率がそ

れぞれ 0.44%及び 99.09%という結果であるのに対し，

歩行速度と歩行周期両方を追加した場合にはそれらが

0.42%及び 99.17%と改善はわずかである．また GEI

と顔，身長のみを利用し総和規則で統合した場合には

（注5）：現在の枠組みでは 1 対 1 認証の精度が改善するようにパラメー
タ学習を行っており，1 対多認証の精度は明示的には考慮されていない．
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表 4 各特徴を用いなかった場合の精度劣化（EER）
Table 4 Accuracy degradation caused by exclusion

of each feature (EER)

方向 顔+歩容+身長
顔 GEI 　 速度 周期 　身長　

55[度] +0.58 +1.32 +0.01 +0.04 +0.43

65[度] +0.63 +1.42 -0.03 0 +0.23

75[度] +0.53 +1.47 +0.03 +0.01 +0.08

85[度] +0.68 +1.53 -0.01 0 +0.06

多視点 +0.48 +0.91 +0.01 +0.01 +0.09

表 5 各特徴を用いなかった場合の精度劣化（一位認識率）

Table 5 Accuracy degradation caused by exclusion

of each feature (Rank-1)

方向 顔+歩容+身長
顔 GEI 　 速度 周期 　身長　

55[度] -4.34 -6.48 +0.08 -0.21 -1.01

65[度] -4.52 -4.77 -0.08 -0.04 -0.75

75[度] -4.02 -5.72 +0.01 +0.06 -0.59

85[度] -4.21 -5.87 +0.04 -0.16 -0.34

多視点 -2.82 -2.04 -0.07 -0.18 -0.33

EER及び一位認識率が 0.37%及び 98.96%，SVMを

用いた場合にはそれぞれ 0.41%，99.15%の結果 [29]

が得られていることより，歩行速度や歩行周期特徴が

精度改善に貢献していないようである．これは，歩行

速度と歩行周期を追加することによる精度改善効果よ

りも，汎化誤差による精度劣化の影響が大きくなった

ためであると考えられる．一方で，顔や GEI，身長特

徴のどれかが利用できない場合には，歩行周期や歩行

速度特徴の追加が有効に働く場合が多くあることも確

認された．

5. ま と め

本論文では，一台のカメラで撮影された一歩行映像

から個人を認証する問題に注目し，一歩行映像から顔

や歩容，身長特徴のマルチモーダル特徴を抽出するだ

けでなく，歩行移動に伴う観測方向の変化にも着目し，

一歩行映像から多視点特徴も抽出し，認証する手法を

提案した．提案手法では，歩行映像から観測方向を推

定しているため，観測方向により影響を受ける特徴に

ついては，対応する観測方向同士で比較し相違度を求

め，観測方向に依存しない特徴については，そのまま

比較することで、観測方向依存性を有効に利用してい

る．大規模データベースを用いた評価では，単一歩行

映像から抽出された多視点マルチモーダル特徴を利

用することで，EER0.42%，一位認識率 99.17%の結

果を得た．同じ映像から抽出された単一視点顔認証や

歩容認証の最高精度がそれぞれ EER3.86%と 2.17%，

一位認識率 90.39%，91.14%であることを考えると大

幅な認証精度の改善を実現でき，提案手法の有効性を

示すことができた．

本論文では提案手法の有効性を示すため大規模デー

タベースを用いて評価を行ったが，この大規模データ

ベースは，被験者数が多いという点から非常に有効

なデータベースである．しかしながら，大規模データ

ベースは同じ日に同一環境下で収集されたデータであ

るため，達成された精度はこの手法の持つ上限であり，

実際の防犯カメラ映像に対する認証精度は全体的に低

下すると考えられる．しかし，提案手法は一台のカメ

ラで撮影された一歩行映像から複数の特徴を抽出する

手法であり，また歩行者映像の空間解像度が低くても

機能する手法のため，実際の防犯カメラ映像に適用可

能であり，これにより実際の防犯カメラ映像において

も精度改善が実現できると考えている．実際の防犯カ

メラ映像などを対象とした認証精度評価は今後の課題

である．

また，提案手法では多視点特徴を得るために事前に

設定した四つの基準観測方向を用いたが，この基準観

測方向の選び方が精度に影響を与えると考られ，また

基準観測方向は対象となる歩行映像により異なると考

えられる．したがって，最適な基準観測方向を推定す

ることで認証精度を改善する手法の構築を進めたいと

考える．また提案手法では同一観測方向の特徴のみを

用いて相違度を計算したが，異なる観測方向特徴の相

違度も認証に有効であるという報告 [59]がなされてい

ることより，それらも考慮したアルゴリズムに今後改

良していく予定である．

さらに，多視点・マルチモーダル認証の場合は，各

モダリティの有効性が環境（観測方向，空間解像度，

等）により変わるため，スコア統合時の最適な重みも

環境に応じて設定する必要がある．一方で考えられる

環境は無数存在するため，各環境に応じた学習データ

を事前に用意することは現実的ではない．したがって

事前に収集可能ないくつかの環境下での学習データの

みを用いて，あらゆる環境での各モダリティのスコア

重みを適応的に決定できる枠組みの構築が必要であり，

今後この課題にも取り組んでいく予定である．
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表 3 異なる特徴組み合わせの認証精度．表中でチェックマーク（✓）を付した特徴を認
証に利用している
Table 3 Recognition accuracy in different combinations of features. The used

features are marked with checkmark (✓).

使用特徴
顔+歩容 顔+身長 歩容+身長 顔+歩容+身長

顔 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
　 GEI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
歩容 速度 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

周期 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
身長 　 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
観測方向 [度] EER [%]

55 1.23 1.11 3.13 2.53 1.42 1.26 0.76 2.00 0.69 0.72 0.68

65 0.90 0.83 2.69 2.74 1.24 1.23 0.61 2.02 0.57 0.60 0.60

75 1.09 0.88 3.14 3.18 1.36 1.33 10.42 0.86 2.27 0.83 0.81 0.80

85 0.81 0.78 2.87 3.40 1.51 1.40 0.69 2.25 0.71 0.72 0.72

多視点 0.53 0.51 1.47 1.60 0.90 0.90 0.44 1.32 0.43 0.43 0.42

観測方向　 [度] 一位認識率 [%]

55 96.19 96.18 86.79 90.97 92.04 92.85 97.08 90.71 97.27 96.98 97.19

65 97.17 97.11 90.21 92.59 93.01 93.34 97.81 93.09 97.78 97.82 97.86

75 96.82 96.92 88.73 91.92 93.12 93.49 12.68 97.63 91.79 97.52 97.57 97.51

85 97.29 97.67 90.04 92.82 93.33 93.80 97.92 92.14 98.05 97.85 98.01

多視点 98.74 98.84 96.19 97.00 96.33 96.35 99.09 97.13 99.10 98.99 99.17
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Abstract We propose a method of multi-biometric person authentication for a walking person. We ex-

tract not only multi-modal features associated with face, gait and actual height, but also multi-view features

associated with the face and the gait from a single walking image sequence, and fuses dissimilarities calcu-

lated from these multi-view multi-modal features for recognition. An advantage of the proposed method is

that multi-modal multi-view features extracted from a single image sequence contribute to improve recogni-

tion accuracy. The proposed method was evaluated against subset of the OU-ISIR large population dataset.

The experimental results show that our proposed method is promising.

Key words Walking person authentication, gait, face, multibiometrics, score-level fusion


