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あらまし 本論文では，輝度値共起の計量学習に基づく荷物所持に頑健な歩容認証手法について述べる．歩容
認証の分野では，歩容エネルギー画像 (Gait energy image: GEI) を始めとする，見えに基づく特徴画像表現が
幅広く用いられている．見えに基づく特徴画像を照合する際には，輝度値の差が大きいほど相違度が大きくなる
ような尺度を用いるのが一般的であるが，荷物所持状況が変化する場合には本人同士であっても相違度が大きく
なり，他人同士の相違度を上回る場合がある．そこで，本研究では，照合する二つの特徴画像間の各画素の輝度
値共起に対して，本人同士・他人同士を識別するのに適した相違度を設定する計量学習手法を導入する．具体的
には，荷物所持状況の変化を伴う歩容特徴の組から輝度値共起ヒストグラムを算出し，輝度値共起ごとに本人・
他人間の対数ゆう度比を求め，輝度値共起ヒストグラムとその対数ゆう度比との内積として相違度を定義する．
実験では，荷物所持の有無を伴う 2,070人の被験者による精度評価を行い，従来手法よりも高い精度を達成した．
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1. ま え が き

ヒトの身体的特徴や行動的特徴により個人を自動的

に認証する技術は，生体認証（バイオメトリック認証）

と呼ばれ，指紋・静脈・虹彩・顔・署名などを用いた認

証手法が提案され，犯罪捜査やアクセスコントロール

などに実用化されつつある．その中でも，人の歩き方

の個性である歩容を特徴とした認証手法（歩容認証）

は，カメラから遠く離れた人物であっても適用できる

ことから，街頭の防犯カメラ映像を用いた犯罪捜査等

への応用が期待されている [1]～[3]．

歩容認証は，人体モデル当てはめにより特徴を抽出

するモデルに基づく手法 [4]～[6]と，映像から直接的

に特徴を抽出する見えに基づく手法 [7]～[10] に大別

される．モデルに基づく手法は，一般に，高精度な人

物モデル当てはめのためには高解像度画像を必要と
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し，また，計算コストも大きいことから，現在の歩容

認証においては，見えに基づく手法が主流となってい

る．中でも，歩容エネルギー画像 (Gait energy image:

GEI) [9]（図 1 (b) (d)）は多くの研究で利用されてい

る標準的な特徴表現となっている．GEIは，1周期分

のシルエット系列を画素ごとに時間方向に平均化して

作成した画像であり，常に前景の領域が白（高輝度），

常に背景の領域が黒（低輝度），前景・背景が入れ替

わり動きのある領域が灰色（中輝度）となるような表

現である．

一方で，防犯カメラ映像を用いた歩容認証による犯

罪捜査といったような応用を考えると，対象人物が非

協力的であることが多いため，照合の際の条件が異

なることがしばしば起こり得る．例えば，歩行方向・

視点の変化 [8], [11]～[14]，歩行速度変化 [15]，服装変

化 [16]，荷物所持状況の変化 [17], [18]への対応が必要

となる．特に，通常，人は何かしらの荷物をもって移

動していることが多いことから，荷物所持状況変化へ

の対応は重要な課題と言える．

荷物所持状況変化への対応手法としては，線形判別

分析を用いた手法 [9]，ガボール特徴と一般化テンソル

判別分析を用いた手法 [17]，サポートベクターマシン
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図 1 3 人の被験者に対する荷物所持の例．(a) 荷物無し，
(b) (a) に対する GEI，(c) 荷物有り，(d) (c) に対
する GEI，(e) (b) と (d) の差．荷物の種類によっ
て様々な位置に影響を与えることが分かる．

Fig. 1 Examples of carrying status for three subjects.

(a) W/o carrying objects, (b) GEIs for (a), (c)

W/ carrying objects, (d) GEIs for (c), (e) Dif-

ference between (b) and (d). It turns out that

carrying status affect a variety of positions.

(Support Vector Machine: SVM)のランク学習によ

る手法 [19] 等が提案されている．これらはいずれも，

荷物の影響を受けやすい領域の重みを下げるという，

画像中の位置に対する重み付けによる手法とみなすこ

とができる．しかし，図 1 に示すように，荷物所持の

影響は広範囲に及ぶことから，位置に対する重み付け

による手法を適用すると，至る場所で重みが低下し，

認証精度が大きく低下する恐れがある．

ここで，荷物所持状況の変化による GEI の輝度に

着目する．画像照合において，L-1ノルム等の尺度を

用いて，輝度値の差が大きいほど相違度が大きくなる

ように設定することは，一般的であり，また，合理的

であることから，幅広く用いられている．しかしなが

ら，荷物所持状況の変化を考えた場合，荷物を所持し

ている際に前景（高輝度）となる荷物領域が，荷物を

所持していない際には背景（低輝度）となることから，

大きな差が生じてしまう（図 1）．結果として，このよ

うな荷物所持状況変化による大きな差（図 2 の青丸に

相当）が，異なる人物間の微妙な動きの差（中輝度同

士の差（図 2 の橙丸に相当）をかき消してしまい，認

証が困難となる．

このような輝度の側面に着目した歩容認証の研究と

しては，GEIを各画素を前景確率として考え，シャノ

ンエントロピーを計算することで動的な領域を高輝

図 2 輝度値共起に対する計量学習の概念
Fig. 2 Concept of metric learning on joint intensity.

度に，静的な領域を低輝度に変換する歩容エントロ

ピー画像 (Gait entropy image: GEnI) [20]や，GEI

の動的な領域のみを抽出して静的な領域は零とする

Masked GEI [21] 等が提案されている．しかしなが

ら，これらの表現では，前景・背景の差が画一的に零

となるため，本来，認証に有効である被験者間の静的

な特徴の差（体型差など）を捨ててしまっている．

そこで，本研究では，荷物所持状況変化によって生

じる個人内の大きな相違度を抑制しつつ，他人間の

動きの差によって生じる小さな相違度を増幅するよう

な，輝度値共起に対する計量学習を導入する．その上

で，同一人物・別人物の組を精度良く識別できるよう

な学習手法を提案する．本研究の貢献は以下のとおり

である．

1. 輝度値共起に対するデータ駆動型の計量学習

輝度の側面に着目した従来手法 [20], [21] が，人手

による特徴設計に基づいて，また，有用な個人間の体

型差の情報を捨てているのに対して，提案手法では，

輝度値共起に対するデータ駆動型の計量学習を提案す

る（注1）．具体的には，荷物所持状況の変化を含む同一

人物・別人物の特徴組からなる学習データを用いて，

個人内の差の抑制と個人間の差の増幅のトレードオフ

（注1）：本提案手法は同一著者の研究会報告 [22] に基づいた
ものであるが投稿規定 http://www.ieice.org/jpn/toukou/multi-

post.pdf#zoom=75 より，研究会の予稿集の内容は二重投稿の禁止の
対象とはならない．また，著者グループにより，類似手法 [23], [24] が提
案されているが，本提案手法とはアルゴリズムを実現する手法が異なっ
ている．
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を実現するような輝度値共起に対する計量を学習する．

2. 荷物所持状況変化に対する歩容認証の高精度化

従来の荷物所持状況変化に対する歩容認証手法が，

高々2種類の荷物に対する精度評価に留まっていたの

に対して，本研究では，各被験者が実際に自身で所持

する荷物（図 1）をもって歩行した大規模データベー

スを用いて精度評価を行い，従来手法と比較して高い

精度を達成した．

2. 関 連 研 究

2. 1 見えの変化に頑健な歩容認証

見えに基づく特徴画像に対して，計量学習を適用

する手法が数多く提案されている．1. で述べた手

法 [9], [17], [19]は全身の歩容特徴に対して直接的に計

量学習を適用したものであるが，体の部位に分割し

て，部位ごとに重みを設定して認識する手法 [16], [25]

も提案されている．これらは，いずれも空間的な位置

に対する重み付けによる手法としてみなすことができ

る．そのため，荷物が様々な位置に現れる場合には，

位置対する重み付けだけでは高精度に認証することは

難しい．

一方，上記とは異なり，荷物所持や服装変化に比較

的頑健な，動き情報に焦点を当てた手法も提案されて

いる．最も直接的な手法としては，オプティカルフロー

場を用いた手法 [26]～[28] が提案されている．また，

1. で述べた，GEI の動き領域に着目した GEnI [20]

や，Masked-GEI [21]等も提案されている．しかしな

がら，これらは，動きに焦点を当てているために，荷

物所持の影響を受けつつも個人間の体型情報をもつ静

的な情報とのトレードオフを考慮していないため，認

証の点で最善を尽くしているとは言い難い．

2. 2 濃度共起ヒストグラム

本研究で計量学習の対象とする輝度値共起の概念は，

画像処理分野で濃度共起ヒストグラムとして幅広く利

用されてきた．例えば，一枚の画像に対して，近傍画

素の濃度値の共起を表現した濃度共起ヒストグラムを

定義し，テクスチャ解析に適用した研究 [29]や，同じ

く濃度共起ヒストグラムをテンプレートマッチングへ

の応用した研究 [30]等がある．

また，本研究と同様に，異なる画像間の同じ位置の

画素の輝度値に対する共起を用いた研究もある．例え

ば，輝度共起行列から背景に対応するクラスタを抽出

することで，シーンの変化を検出する研究 [31], [32]や，

時系列画像からの背景モデリングに適用した研究 [33]

がある．また，医用画像処理の分野でも，輝度共起行

列を用いて，3次元ボリュームデータの位置合わせを

行っている例がある [34]．

このように濃度共起ヒストグラムを用いた研究例が

多数有るが，本研究のように，輝度値共起行列を個人

認証に用いる例は，著者らの知る限り存在しない．

3. 輝度値共起ヒストグラムを用いた歩容
認証

本節では，提案手法である輝度値共起ヒストグラム

を用いた歩容認証について述べる．最初に，提案手法

の枠組を図 3 を参照しつつ概説する．学習段階におい

ては，荷物所持状況の変化を伴う入力と登録の歩容特

徴対のセットを用意し，輝度値共起ヒストグラムの平

均値を本人同士・他人同士についてそれぞれ算出し，

輝度値共起ごとに本人・他人間の対数ゆう度比を計算

する．テスト段階においては，照合する入力と登録の

歩容特徴対から輝度値共起ヒストグラムを生成し，そ

の輝度値共起ヒストグラムと学習段階で取得した対数

ゆう度比を用いて相違度を算出する．以下では，各項

目について，その詳細を説明する．

3. 1 輝度値共起ヒストグラム

輝度値共起ヒストグラムとは，照合する特徴画像間

で，対応する特徴次元（位置）の輝度値の組み合わせ

（共起）を，全画素に対して計数することで得られる

ヒストグラムである．本節では，GEIを特徴画像とし

て，その輝度値共起ヒストグラムを生成する方法につ

いて述べる．

まず，特徴画像であるGEIについて述べる．1.で述

べたように，GEIは，1周期分のシルエット画像列に

対して，各画素について時間方向に平均することで得

図 3 提案手法の枠組
Fig. 3 Framework of the proposed method.
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られる特徴表現である．ここで，入力映像が標準的な

フレームレートである 30 fpsで撮影されているとし，

また，人の歩容の 1周期が 1秒前後であることを考慮

すると，GEIの各画素の本質的な階調値は 30程度と

なる．そのため，本研究では，GEIの各画素の階調数

を 32とする．よって，GEIの各画素の最大輝度値 L

は 31とする．また，GEIはシルエットの中心が画像

中心となるように位置合わせされているため，荷物所

持状況によって位置ずれが生じる可能性がある．その

ため，GEIの組を照合する前に，L1ノルムが最小と

なるように，事前に位置合わせしておくものとする．

次いで，照合対象となる入力と登録の GEI をラス

タスキャンしてベクトル化したものをそれぞれ以下で

定義する．

xP = [xP
1 , xP

2 , · · · , xP
N ]T , xP

i ∈ {0, 1, · · · , L} (1)

xG = [xG
1 , xG

2 , · · · , xG
N ]T , xG

i ∈ {0, 1, · · · , L}(2)

ここで，N はGEIの画素数である．すると，入力GEI

xP の輝度値 pと，登録 GEI xG の輝度値 gの輝度値

共起 (p, g)の生起回数 h(p,g)(x
P , xG) (p = 0, · · · , L,

g = 0, · · · , L)は以下のように表せる．

h(p,g)(x
P , xG) =

N∑
i=1

δ(p, xP
i )δ(g, xG

i ) (3)

ただし，δ(α, β)は，クロネッカーデルタを関数表現し

たものであり，以下のように定義される．

δ(α, β) =

{
1 (α = β)

0 (α �= β)
(4)

このように計数した各輝度値共起 (p, g)に対する生

起回数 h(p,g)（簡単のため，引数 xP , xG を省略）を

結合することで，輝度値共起ヒストグラムを表すベ

クトル h = [h(0,0), · · · , h(0,L), · · · , h(L,0), h(L,L)]
T ∈

R
(L+1)2 を定義することができる．

3. 2 輝度値共起に対する対数ゆう度比

本節では，輝度値共起に対する本人同士・他人同士

の対数ゆう度比の算出について述べる．荷物所持状況

の変化を伴う入力と登録の歩容特徴対のセットから生

成される輝度値共起ヒストグラムの内，本人同士に

よるものを {hpos,m} (m = 1, · · · , Mpos)，他人同士

によるものを {hneg,m} (m = 1, · · · , Mneg) とする．

ただし，Mpos, Mneg はそれぞれ本人同士及び他人同

士によって作成された輝度値共起ヒストグラムの数で

ある．

次いで，本人同士・他人同士の輝度値共起の対数ゆ

う度比を算出するに当たって，各々の輝度値共起の確

率密度分布を求めることを考える．ここで，輝度値共

起ヒストグラムを GEI の画素数 N で除算すること

で確率密度分布を求めることができるが，本人同士・

他人同士で輝度値共起ヒストグラムの総投票数（GEI

の画素数）が同じであり，対数ゆう度比を計算する際

には上記の除算の有無による影響がないことから，本

研究では，輝度値共起ヒストグラムのまま扱うものと

する．

本人同士・他人同士の輝度値共起の最ゆう推定値は，

各々のセットに対する平均を計算することで得られる

ことから，本人同士の輝度値共起ヒストグラムの平

均 h̄pos と他人同士の輝度値共起ヒストグラムの平均

h̄neg をそれぞれ以下のように計算する．

h̄pos =
1

Mpos

Mpos∑
m=1

hpos,m (5)

h̄neg =
1

Mneg

Mneg∑
m=1

hneg,m (6)

最後に，輝度値共起 (p, g)に対する本人同士・他人同

士に対する対数ゆう度比 r(p,g) を以下により計算する．

r(p,g) = ln
h̄neg,(p,g) + ε

h̄pos,(p,g) + ε
(7)

ここで，εは，ゼロ除算及び対数が負の無限大となる

ことを防ぐための正の小数である．算出された対数ゆ

う度比を全ての輝度値共起 (p, g)についてまとめてベ

クトル r = [r(0,0), · · · , r(0,L), · · · , r(L,0), r(L,L)]
T ∈

R
(L+1)2 として表現する．

3. 3 相違度計算

テスト段階において，入力 GEI として xP と登録

GEIとして xG が与えられるとする．ここで，各画素

iの輝度値共起 (xP
i , xG

i )が独立に観測されると仮定す

ると，xP と xG の組に対する画像全体での本人同士・

他人同士の対数ゆう度比は，各画素の輝度値共起の対

数ゆう度比の和として計算され，それを相違度 D と

して用いる．認証対象である xP と xG の相違度Dは

次のように記述できる．

D(xP, xG;r)=

N∑
i=1

r(xP
i

,xG
i

) (8)
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=

L∑
p=0

L∑
g=0

r(p,g)

N∑
i=1

δ(p,xP
i )δ(g,xG

i ) (9)

= rT h(xP , xG) (10)

ここで，rT は学習データを用いて計算される対数

ゆう度比に基づくベクトルであり，h(xP , xG)は認証

対象（テストデータ）である xP と xG 間で計算され

る輝度共起ヒストグラムに基づくベクトルである．

4. 実 験

4. 1 データセット

実験に用いるデータセットは，著者らのグループ

が実施した日本科学未来館メディアラボ第 15 期展示

「アルクダケ 一歩で進歩」（開催期間：2015年 7月 15

日～2016年 6月 27日）と並行して収集した歩行映像

を利用した．本展示では，来場者が歩容個性計測と歩

容による年齢推定のオンラインデモンストレーション

を体験する一方で，歩行映像の研究利用目的に同意し

た場合に，歩行映像を自動収集するシステムを構築し

た．システムの詳細については，文献 [35]を参照され

たい．

本展示では，まず，設定されたコースを，体験者自

身が所持する荷物をもって歩行する様子を撮影し，そ

の後，荷物を荷物置きに置いた上で，同じコースを荷

物をもたずに歩行する様子を撮影している．体験者に

よっては荷物を所持していない場合や，また，同伴者

に荷物を預けて体験した場合もあるため，本実験では，

初回の歩行時に荷物を所持していた被験者を対象する

（荷物の所持は，目視確認により判断した）．

データセットには，2,070人の被験者の歩行映像を用

い，歩容特徴として GEI [9]を抽出した．図 4 に，被

験者の荷物所持時と不所持時の画像例を示す．従来の

荷物所持状況の変化を含むデータセット [7], [36], [37]

図 4 データセットに含まれる荷物所持時（左）と不所持
時（右）の画像例

Fig. 4 Image examples w/ carrying status (left) and

w/o carrying status (right) in the data set.

が高々2 種類の荷物しか含んでいないのに対して，

多様な荷物所持状況が含まれており，より難度の

高いデータとなっていることが分かる．尚，本デー

タセットは，http://www.am.sanken.osaka-u.ac.jp/

BiometricDB/index.html.にて公開している．

4. 2 実 験 設 定

2,070人の被験者を独立した二つの被験者グループ

に分け，それぞれ 1,034 人分を学習用データセット，

1,036人分をテスト用データセットとして用いた．各

データセットには，被験者ごとに荷物所持歩行と荷物

不所持歩行の 2シーケンスが含まれており，荷物不所

持データを登録データ，荷物所持データを入力データ

として設定した．学習用データセットに 1,034人分の

データが存在するため，今回の実験においてMpos は

1,034，Mneg は 1,034× 1,033より 1,068,122である．

認証精度の評価は，本人認証（1 対 1 認証）及び，

個人識別（1対多認証）のシナリオで実施した．本人

認証では，相違度を本人受入のしきい値と比較するこ

とで，他人受入誤り率 (False acceptance rate, FAR)

と本人拒否誤り率 (False rejecttion rate, FRR)を計

算し，しきい値を変化させることで得られる，FARと

FRRのトレードオフを表す受信者操作特性 (Reciever

operating characteristics, ROC)曲線により精度を評

価する．また，ROC曲線の評価指標として，FARと

FRR の等価誤り率 (Equal error rate, EER) を求め

る．また，本人認証の精度評価においては，対数ゆう

度比は，多数の人物からなるデータを用いて学習して

いるため，平均的な人物に対しては標準化された相違

度になるが，体形や荷物が平均から外れた人物に対し

ては相違度の偏りが生じるため，相違度の入力データ

依存性を緩和するために各入力データと全登録データ

の相違度に対して z標準化を適用した．

一方，個人識別は，ある入力データと全ての登録デー

タの照合において，得られた相違度を基に登録デー

タの順位付けを行った場合に，本人の登録データが各

順位までに含まる割合を，その順位に対してプロット

したグラフである累積識別精度特性曲線 (Cumulative

match characteristics, CMC)曲線による評価を行う

とともに，評価指標として，本人の登録データ（正解

データ）が，登録されているデータの中で最も類似し

ていると判定される割合である 1位認証率 (以降，英

語では Rank-1 rateと略記する)を求める．

提案手法に対する比較手法として，歩容特徴間の直

接的な照合で広く用いられる L1 ノルムと L2 ノルム
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図 5 輝度値共起ヒストグラムのサンプル（上段：本人同士，下段：他人同士）．縦軸と横
軸は，それぞれ入力 GEI と登録 GEI の輝度を表す．

Fig. 5 Examples of joint intensity histograms (top: the same subjects, bottom:

different subjects). Vertical and horizontal axes indicate intensities of

probe GEIs and gallery GEIs, respectively.

による認証手法と，荷物所持に頑健である手法として

従来から用いられる，LDA [9] と RankSVM [19] に

よる認証手法も合わせて評価する．尚，RankSVMを

用いた文献 [19] では，登録データが荷物不所持で入

力データが荷物所持となる協力的なシナリオと，登録

データ・入力データのそれぞれにおいて，荷物所持・

荷物不所持の状況が混在している非協力的なシナリオ

（事前に荷物所持状況を区別しない）について，それ

ぞれのシナリオに即した学習及び評価を行っている．

本論文では，協力的なシナリオに即した学習データを

用いて学習した．尚，提案手法について，非協力的な

シナリオに即した学習データを準備して学習すること

で，文献 [19]と同様，荷物所持状況を区別しない非協

力的なシナリオへの適用が可能であることに注意され

たい．(詳細は 5.参照)

4. 3 輝度値共起のヒストグラムと対数ゆう度比

認証精度の評価に先立ち，本人同士・他人同士から

得られる輝度値共起ヒストグラムの例を図 5 に示す．

結果として，本人同士の場合は，輝度値の差が小さい

ことを表す対角線付近で度数が大きくなっており，ま

た，荷物所持による輝度値差（荷物所持の入力GEIが

前景，荷物不所持の登録 GEI が背景）に対応する左

下付近でもいくらかの度数が観測される．一方で，他

人同士の場合には，対角線付近の周りに幅広く度数が

分布していることが分かり，これらが動きを表す中輝

度の差によって生じていることを表している．

更に，学習データから生成した本人同士・他人同士

の輝度値共起ヒストグラムの平均と対数ゆう度比の分

布を図 6 に示す．先の輝度値共起ヒストグラムの例と

同様，本人同士については対角付近と左下の一部に度

数が分布しているのに対して，他人同士の場合には，

より広範囲に度数が分布していることが分かる．結果

図 6 (a) 本人同士の輝度値共起ヒストグラムの平均，(b)

他人同士の輝度値共起ヒストグラム，(c)対数ゆう度
比の分布 r．図 (c) において，青が本人同士のゆう
度が高く，赤が他人同士のゆう度が高いことを表す．

Fig. 6 (a) Mean joint intensity histogram for the

same subjects, (b) that for different subjects,

and (c) distribution of joint intensity his-

togram. In (c), blue and red indicate high

likelihood of the same and different subjects,

respectively.

として，対数ゆう度比の分布においても，対角線付近

は本人同士のゆう度が高く，対角線付近から離れるに

従って他人同士のゆう度が高くなっていることが分か

る．ただし，L1 ノルムのように，輝度値の差が大き

くなるに従って単調に他人同士のゆう度比が高くなる

わけでは無く，荷物所持状況変化による影響を受けや

すい左下の輝度値共起に対しては，他人同士のゆう度

比がそれほど大きくなっておらず，むしろ，対角線付

近にある動きを表す中輝度同士の差の箇所で他人同士

のゆう度が高くなっていることに注意されたい．これ

より，輝度値共起の対数ゆう度比を用いることで，荷

物所持状況の変化への頑健性が得られることが期待さ

れる．

4. 4 相違度の位置分布の可視化

本節では，前節で示した輝度値共起の対数ゆう度比

を用いて，テストデータにおける入力と登録のGEIの

組に対する相違度の位置分布について解析する．画像

全体の相違度D（輝度値共起の対数ゆう度比の和）に
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図 7 相違度の位置分布．(a) 入力 GEI，(b) 本人の登録
GEI，(c) 他人の登録 GEI，(d) (a) と (b) の差分，
(e) (a) と (c) の差分，(f) (a) と (b) に対する対数
ゆう度比の位置分布，(g) (a) と (c) に対する対数
ゆう度比の位置分布．図 (e) と (f) においては，青
が本人同士のゆう度が高く，赤が他人同士のゆう度
が高いことを表す．

Fig. 7 Spatial distribution of dissimilarity. (a) Probe

GEI, (b) Gallery GEI for the same subject, (c)

that for a different subjecm, (d) difference be-

tween (a) and (b), (e) difference between (a)

and (c), (f) spatial distribution of log likeli-

hood ratio between (a) and (b), (g) that be-

tween (a) and (c). In (f) and (g), blue and

red indicate high likelihood of the same and

different subjects, respectively.

ついて，各画素の総和を取る前の状態（すなわち，相

違度の位置分布）を図 7 により可視化した．

GEIの差の絶対値を取るといったような単純な相違

度（例えば，L1ノルム）を用いると，図 7 (d)に示す

ように，本人同士であっても，荷物所持状況の変化に

より大きな相違度となってしまうことが分かる．それ

に対して，提案手法の輝度値共起に対する対数ゆう度

比に基づく相違度を用いると，図 7 (f)に示すように，

荷物の中心付近の他人同士のゆう度が低くなっており，

荷物所持状況による相違度がある程度小さく抑えられ

ていることが分かる．また，本手法は位置による重み

付けとは異なり，図 7 の各段の例で示しているよう

に，荷物の場所に依らず，荷物所持状況の変化による

相違度を小さく抑えられている．更に，脚の動きを表

す中輝度がうまく照合していることで，本人同士のゆ

う度が高くなっていることが分かる．

一方で，他人同士の例（図 7 (g)）においても，同様

に荷物所持状況による相違度が小さく抑えられている

ものの，動きを表す中輝度の領域が照合していないた

め，他人同士のゆう度が高くなっている．よって，総

合的に見ると，本人同士の組に対して，他人同士の組

図 8 ROC 曲線（左）と CMC 曲線（右）（凡例は共通）
Fig. 8 ROC curve (left) and CMC curve (right). Legend

is common.

表 1 等価誤り率と 1 位認証率．太字は最も精度が高いも
のを表す．

Table 1 EER and rank-1 identification rate. Bold

font means the best accuracy.

Method EER [%] Rank-1 [%]

L1-norm 15.73 33.40

L2-norm 19.59 24.61

LDA [9] 8.10 54.63

RankSVM [19] 10.81 28.28

Proposed 7.63 63.03

の相違度が大きくなっていることが分かる．

4. 5 精度評価結果

本節では，認証精度の評価を行う．提案手法と比較

手法の ROC 曲線と CMC 曲線を図 8 に示す．また，

各手法によって得られた等価誤り率と 1 位認証率を

表 1 にまとめた．結果より，提案手法の等価誤り率は

7.6%，1位認証率は 63.03%と，他の手法と比較して

高精度となっている．また，ROC曲線・CMC曲線に

おいても，提案手法が最も精度が良くなっていること

が分かる．よって，本人認証・個人識別のいずれのシ

ナリオにおいても，比較手法より高精度となっている

ことから，提案手法の有効性が確認された．

5. 非協力的状況での考察

4.では，登録データが荷物不所持，入力データが荷

物所持という状況を考えて評価を行った．実環境での

認証においては，「登録データが荷物不所持であり入力

データが荷物所持である」という状況が成り立たない

ケースも考えられる．

そこで，4. 2の実験設定における学習 (以下 wb-nb

学習)と異なり，学習用データセットの登録データ (荷

物不所持データ) と入力データ (荷物所持データ) を

1/2 の割合でランダムに入れ替えたデータセット (以

下 mix学習)を考え，学習データにおいて登録データ

及び入力データに荷物所持，荷物不所持が混在する
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図 9 協力的シナリオの ROC 曲線（左）と CMC 曲線
（右）（凡例は共通）

Fig. 9 ROC curve (left) and CMC curve (right) under

cooperative scenario. Legend is common.

表 2 協力的シナリオの等価誤り率と 1 位認証率．太字は
最も精度が高いものを表す．

Table 2 EER and rank-1 identification rate under

cooperative scenario. Bold font means the

best accuracy.

Method EER [%] Rank-1 [%]

L1-norm 15.73 33.40

Proposed(wb-nb) 7.63 63.03

Proposed(mix) 7.85 61.49

データを用いて対数ゆう度比の学習を行い，この mix

学習による学習結果を用いて，4. 2の実験設定のテス

ト用データセットと同じである，登録データが荷物不

所持データであり入力データが荷物所持データである

場合 (以下協力的シナリオ) と，それらを 1/2 の割合

でランダムに入れ替え，登録データと入力データの両

方に荷物所持データと荷物不所持データが混在してい

る場合 (以下非協力的シナリオ)の 2通りのデータセッ

トによって認証精度の評価を行った．

協力的シナリオにおける，提案手法による wb-nb学

習と mix学習，及び L1ノルムによる認証の ROC曲

線と CMC曲線を図 9 に示す．また，各手法によって

得られた等価誤り率と 1位認証率を表 2 にまとめる．

図 9 と表 1，2 より，mix学習は協力的シナリオにお

いて wb-nb 学習で学習した場合と比べてわずかに認

証精度が劣るものの，他の手法と比較した場合では優

位性を保っているといえる．

協力的シナリオと非協力的シナリオそれぞれにおけ

る，提案手法による mix学習と L1ノルムによる認証

の ROC曲線と CMC曲線を図 10 に示す．また，各

設定，各手法によって得られた等価誤り率と 1位認証

率を表 3 にまとめた．図 10 と表 3 より，歩行者の荷

物の所持・不所持が完全に不明なため，協力的シナリ

オより難しい問題となる事実，L1 ノルムを用いた場

合の認証制度は大幅に劣化している．しかしながら，

図 10 協力的シナリオ，非協力的シナリオの ROC 曲線
（左）と CMC 曲線（右）（凡例は共通）

Fig. 10 ROC curve (left) and CMC curve (right) un-

der cooperative and uncooperative scenario.

Legend is common.

表 3 協力的シナリオ，非協力的シナリオの等価誤り率と
1 位認証率．

Table 3 EER and rank-1 identification rate under

cooperative and uncooperative scenario.

Method, scenario EER [%] Rank-1 [%]

L1-norm, cooperative 15.73 33.30

L1-norm, uncooperative 24.52 25.00

Proposed(mix), cooperative 7.85 61.49

Proposed(mix), uncooperative 9.95 51.83

提案手法において mix学習は L1ノルムほどの認証精

度の低下がみられない．これにより，認証の対象とな

る歩行者が荷物を所持しているか否かをあらかじめ区

別していない場合においても，提案手法はmix学習を

用いることで対応可能であるといえる．

6. む す び

本論文では，輝度値共起の計量学習に基づく荷物所

持に頑健な歩容認証手法を提案した．荷物所持状況の

変化を伴う歩容特徴の組から輝度値共起ヒストグラム

を算出し，輝度値共起ごとに本人・他人間の対数ゆう

度比を求め，輝度値共起ヒストグラムとその対数ゆう

度比との内積として相違度を定義した．実験では，荷

物所持の有無を伴う 2,070人の被験者による精度評価

を行い，従来手法よりも高い精度を達成した．

提案手法は，荷物所持状況の変化だけではなく，服

装の違いなどによる見えの変化にも対応できる可能性

があるため，今後は，服装変化を伴う歩行映像データ

ベースに対する性能評価を行う予定である．また，本

研究では輝度値共起に対する対数ゆう度比を画像全体

で共通な位置非依存なものとして算出しているが，実

際には，位置による依存性があると考えられるため，

特徴画像を幾つかの領域に分け，領域ごとに学習する

ことで認証精度の向上を図ることも今後の課題である．
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