
「画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2009)」 2009 年 7 月

歩容認証のための速度変化に応じたシルエット変換
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あらまし 近年，遠方の人物が認証可能な歩容認証が注目されている．歩容認証には歩行速度の変化に応じた歩容特
徴量の変化という問題点がある．そこで本研究では速度変化に応じて，ある速度の歩容シルエット列を異なる速度の
シルエット列に変換する手法を提案する．本手法は，まず人物モデルを用いて歩容シルエット列から静的特徴量と動
的特徴量を分離する．次に，あらかじめ複数被験者における複数速度の動的特徴量を学習して，速度変換モデルを生
成し，参照速度から異なる速度の動的特徴量に変換する．最後に，分離した静的特徴量および変換した動的特徴量を
用いてシルエット列を復元する．また周波数領域特徴による個人認証実験により本手法の有効性を確認した．
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Abstract We propose a method of gait silhouette transformation from one speed to another to cope with walking
speed changes in gait identification. Firstly, static and dynamic features are divided from gait silhouettes using
a human model. Secondly, a speed transformation model is created using a training set of dynamic features for
multiple persons on multiple speeds. This model can transform dynamic features from a reference speed to another
arbitrary speed. Finally, silhouettes are restored by combining the divided static features and the transformed
dynamic features. Evaluation by gait identification using frequency-domain features shows the effectiveness of the
proposed method.
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1. は じ め に

近年，人の歩き方に含まれる個性を利用した個人認証
手法である歩容認証が注目されている．歩容認証は指紋
や顔画像などを利用したバイオメトリクス認証とは異な
り，カメラから遠方の人物を認証可能であるため，遠方
監視への応用が期待されている．
現在，歩容認証は大きく分けて二種類の手法が研究さ

れている．入力画像に対して人物モデルを当てはめ，歩
容特徴を抽出するモデルベースの手法 [1]～[4]と入力画
像を直接解析し特徴を抽出するアピアランスベースの手
法 [5]～[9]である．ただし，これらの認証手法の多くは
同一人物の歩容が同一速度であるという仮定をして認
証を行っている．しかし実環境では，人は状況に応じて

様々な速度で歩くため，同一速度間において認証できる
とは限らない．一般に歩行同士では主に歩幅や腕の振り
幅が変化し，歩行と走行では腕の振り方，足の運び方，
そして体の姿勢が大きく変化するなど，速度変化による
歩容特徴変化は大きいと言える．そこで，実応用に当た
り，予め様々な速度の歩容データを収集することが考え
られるが，事件の容疑者を照合する場合のように収集が
困難な場合もある．そのため速度に応じた歩容特徴の変
換や速度に不変な歩容特徴を抽出するといった速度に不
変な歩容認証を実現する必要がある．
歩容の速度変化に関する既存研究として，Sandhitsu
ら [10] は脚の関節角を利用して歩行，走行，ジョギン
グ，および跛行を識別している．Zongyi ら [11] は，隠
れマルコフモデルにより生成した汎用歩行モデルを用



いて，時間に関して正規化した歩容特徴量を提案して
いる．そしてこの特徴を用いて，CMU Motion of Body
(MoBo) [12]のデータセット中の異なる 2種類の速度に
おける歩容の認証実験を行っている．このデータは遅い
歩行が被験者に応じた速度で平均 3.3 km/h，速い歩行
は平均 4.5 km/hである．二種類の速度のみが対象であ
るので，より速度差が大きく，また多くの速度で認証実
験を行う必要がある．また Rawesakら [13]は歩容にお
ける両足を前後に最も開いた姿勢に着目し，シルエット
に対して歩幅を速度に応じて修正して速度の影響を抑え
る手法を提案している．ただ，Rawesakらの手法は歩容
特徴として，五つの姿勢のみを利用しており，歩容全体
の特徴を有効に利用した手法とは言えない．一方異なる
条件下の歩容認証を扱った手法として，因子分解法で扱
う研究がある．ただし，方向変化は見え方の変化なのに
対して，速度変化は動きの変化である．そのため，アピ
アランスに対する因子分解法では，体形や姿勢といった
見え方に大きく影響を持つ要因に，影響を受けて正しく
動き情報のみを変換できない．
そこで本論文では，ある速度における歩容シルエット

列を異なる速度の歩容シルエット列に変換する手法とし
て，動き情報を抽出し，その領域に対して因子分解法を
適用する．ここで，動的特徴量を関節角の時間変化，静
的特徴量を手足の形状（長さおよび太さ）と定義する．
まず入力となる歩容シルエット列に対して，人物モデル
をフィッティングして，動的特徴量と静的特徴量に分離
する．次に，あらかじめ複数速度における複数被験者の
動的特徴量を学習セットとし，因子分解法によって速度
変換モデルを生成する．この変換モデルにより，ある速
度における動的特徴量を異なる速度の動的特徴量へ変換
する．最後に変換後の動的特徴量と分離した静的特徴量
および四肢を除いたシルエットを用いて，異なる速度の
歩容シルエットを復元する．速度によっては走行も考慮
する必要があるが，本論文では走行を除いた歩行間の特
徴変換を対象とする．
本手法の歩容認証における利点として，最終的に人物

モデルよりも多くの歩容情報を持つシルエットに復元す
る点がある．そのため，シルエットを基にした周波数領
域特徴 [14]や Frieze Patterns [6] など様々な歩容認証手
法に応用できる．
本論文ではまず 2.節において収集した速度変化を伴う

歩容データセットおよび提案手法の入力となる歩容シル
エット列の作成法について述べる．また 3.節で提案する
歩容シルエットの変換手法について説明する．そして 4.
節で本手法の有効性を評価実験によって示し，5.節で本
論文をまとめる．

2. 歩容シルエット列の作成

2. 1 歩容データセット

歩容データは，歩行器上を歩く被験者を進行方向左側

(a) 歩行 (b) 走行
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図 2 歩容シルエット

から撮影した．この歩行器の速度を変えて，1 km/h間
隔で 2 km/hから 10 km/hまでの歩容を 2回ずつ撮影し
た．被験者数は 49人で，男性が 33人，女性が 16人で
ある．撮影時間は速度ごとに異なるが，いずれの速度に
おいても 3周期以上の歩容データが撮影されている．使
用したカメラの画像サイズは，640 pixel × 480 pixelで，
フレームレートが 60 fps（frame per second）である．
ここで歩行器の速度が速くなると歩行から走行に変化
するが，走行開始速度は被験者ごとに異なる．この走行
開始速度とその人数を表 1に示す．同じ被験者の走行開
始速度は撮影した 2回のデータで同じである．図 1に歩
行と走行における撮影画像を示す．

表 1 走行開始速度と人数
速度 人数（合計） 男性 女性

5 km/h以下 0 0 0

6 km/h 3 1 2

7 km/h 9 4 5

8 km/h 34 26 8

9 km/h 3 2 1

10 km/h 0 0 0

2. 2 歩容シルエットの抽出法

撮影した画像列に対して背景画像との差分処理を行い，
画像から人物領域を抽出する．入力画像には被験者以外
の人物は撮影されていないため，差分の最大領域が人物
領域に当たる．自動処理で不十分な場合は個別に手動で
領域を抽出する．次に抽出した人物領域をアスペクト比
を保ちつつ高さに関して正規化し，位置合わせを行い歩
容シルエット列（GSV：Gait Silhouette Volume）を生
成する．図 2に正規化した歩容シルエットを歩行と走行
の場合ごとに示す．
また本手法では歩容を周期運動として扱う．このとき
の 1周期にあたる時間が歩行周期である．歩行周期Ngait

は GSVに対する時間方向の正規化自己相関から計算で
きる．



図 3 人の下半身を表現する台形モデル

3. 歩容シルエットの速度変換

3. 1 シルエット変換の概要

速度 Ssrc から異なる速度 Strg への歩容シルエット変
換は以下の三段階からなる．
（ 1） Ssrc における歩容シルエットに人型モデルの
フィッティングを行い，動的特徴量と静的特徴量を分離
（ 2） 分離した動的特徴量を速度変換モデルを用いて

Strg における動的特徴量へ変換
（ 3） 変換後の動的特徴量と変換前の Ssrc における
静的特徴量および上半身のシルエットを用いて，Strg に
おける歩容シルエットを復元
ここで本論文では動的特徴量の中で，速度変化に最も影
響を与える足の運びに焦点を当て，上記の変換を行う．
これは，速度が距離に当たる歩幅に比例し，時間に当た
る歩行周期に反比例するため，歩幅が速度の変化に大き
く影響するためである．
以降で，各段階の実現方法を説明する．

3. 2 台形モデルフィッティングを用いた動的特徴
量と静的特徴量の分離

まずシルエット変換の第一段階である歩容シルエット
から動的特徴量と静的特徴量を分離する方法について述
べる．人体へのモデルフィッティングについては数多く
の研究がなされている [15] [16]．本研究で主に対象とす
るのは足の運び方であり，それを変換する場合に必要と
なる動的特徴量は，右足，左足の腰における大腿部の角
度と膝における脛の関節角度である．よって，3次元上
での一般円筒リンクモデルを 2次元に投影した台形リン
クのモデルをそれぞれの脚にフィッティングすることで，
関節角度と静的特徴量を分離する．
3. 2. 1 台形モデルの構成
台形モデルは 4個の図形から構成される．これらは大

腿部と脛を表現する 2個の台形，つま先を表す長方形お
よび膝を表現する円であり，図 3のようになる．ここで，
長方形の大きさは脛の長さに応じて変化し，また脛の中
線と直角となる．
台形モデルは，時間依存の変数と時間非依存の変数を

用いて表現される．時間依存の変数は，フレーム tにお
ける腰の座標値W t と大腿部における関節角 θt

Lup
およ

び脛における関節角 θt
Llow

である．ある時間における変
数の個数は腰の座標値である 2個と，関節角 2個で計
4個である．腰の座標値は右足と左足で別である．その

ため歩容シルエットのフレーム数を Nimg とすると，一
本の脚に対する時間依存の変数は 4Nimg 個である．一
方，時間非依存の変数とは台形モデルの図形の大きさで
あり，2個の台形の大きさである上底と下底および高さ
になる．大腿部を表す台形の下底と脛を表す台形の上底
はともに膝を表現するため，同じ長さである．また同様
に膝を表す円の直径も上記の長さと同じである．そのた
め一本の脚に対する時間非依存の変数は，大腿部におけ
る台形の上底と高さ，そして膝の幅，および脛における
台形の下底と高さの計 5個となる．つまりこのモデルは
8Nimg + 10個の変数で表現できる．
関節角は進行方向の後方から左回りに座標をとる．原

点は各関節で，θt
Lup
では腰であり，θt

Llow
では膝である．

3. 2. 2 モデルフィッティングにおける拘束条件
台形モデルのフィッティングに当たり，より自然な歩

容を表現するように 4個の制約条件 (C.1-C.4)と 1個の
絶対条件 (A.1)をこのモデルに定義する．
C.1 時間軸方向に関して，腰の位置の変化が滑らか
C.2 時間軸方向に関して，各関節の角速度の変化が滑
らか
C.3 モデルの領域内にシルエットでない空白点が少ない
C.4 モデルの領域外にシルエットの点が少ない
A.1 脚の角度が不自然でない：大腿部の角度より脛の
角度のほうが小さい
これらの条件を実現するために，式（1）のように評価
関数 Sを定義する．そしてこの評価関数 Sを最急降下法
を用いて最小化し，台形モデルのフィッティングを行う．

S =
∑

t

{ ∑
l∈left,right

Sleg(l, t) + woutCout(t)
}
(1)

Sleg(L, t)= wwaistD(W t+1
L ,W t

L)

+
∑

l∈Lup,Llow

{
wangleA(θl, t) + wl

inCin(l, t)
}

(2)

+ R(θt
Lup

, θt
Llow

)

A(θl, t)=
(
(θt+1

l − θt
l ) − (θt

l − θt−1
l )

)2

(3)

ここで，w はそれぞれの制約条件に対する重みである．
関数 D(A,B)は 2点 A，B のユークリッド距離を表す．
関数 Cin(l, t)はフレーム tにおいて脚 lを表現している
領域に含まれるシルエットでない空白点の個数である．
ただし Lup は大腿部を，Llow は脛，膝およびつま先を
意味する．関数 Cout(t)はフレーム tにおいて台形モデ
ルの領域外に存在するシルエット点の個数である．関数
R(θ, φ)は，φが θ より大きい場合，評価関数 S を十分
大きくする値となり，それ以外の場合は 0となる関数で
ある．
本手法を用いて歩容シルエットに対するモデルフィッ
ティングを行った結果を図 4に示す．



図 4 フィッティング結果

3. 3 速度変化に対する関節角変換

次に，シルエット変換の第二段階である抽出した関節
角の変換方法について説明する．
3. 3. 1 変換する特徴量の正規化
本手法では台形モデルのフィッティングにより抽出し

た角度列を因子分解法を利用して変換する．そのために
角度列を時間に関して正規化する．これは変換に当たり，
特徴量の要素数を等しくするためである．歩容は周期運
動であるため角度列を歩行周期によって正規化する．ま
た変換に当たり，角度列の最初の姿勢が同じになるよう
に位相に関しても正規化を行う．歩行周期Nnrm で正規
化した場合，特徴量の次元Ndimは 4Nnrmとなる．ここ
で，最初と最後の数フレームは滑らかさの拘束が前後い
ずれかの片側しか働かないため，誤ったフィッティング
結果になることがある．安全のため，前後数フレームは
変換に用いる正規化特徴量からは省く．
以降ではこの正規化処理を行った角度列を特徴量とし

て扱う．
3. 3. 2 因子分解法による速度変換
特徴量の変換は因子分解法を用いた学習ベースの手法

により行う．この手法では変換にあたって，複数人の複
数速度における特徴量を用いて速度変換モデルを生成す
る．この変換モデルは学習に利用した速度間で，学習者
以外の特徴に関しても変換が可能である．
ここで，学習する複数速度における特徴量とは，歩行

周期と歩幅を個別に変化させたものである．一般に，人
は速度が変化した場合，歩行周期と歩幅を調節すること
で対応する．そのため，速度変化を学習するためには，
歩行周期と歩幅のさまざまな組み合わせのデータを学習
する必要がある．ただし，十分な学習データが存在しな
い場合は歩幅もしくは歩行周期のどちらか一方を基準と
した変換モデルが必要である．本論文では歩幅を基準と
した変換モデルを生成する．これは歩容認証では周波数
領域特徴のように，歩行周期に関して正規化する特徴が
多く存在し，そのような特徴量を使用する場合は，速度
による変化として歩幅の違いが重要となるからである．
この場合，変換モデル生成の定式化は以下のようにな

る．i番目の歩幅 Li におけるm番目の被験者の特徴量
を am

Li
とする．am

Li
は歩行周期で正規化した Ndim 次元

の列ベクトルである．ここで，M 人に関する I 個の歩
幅における特徴量を学習データセットとして与える場
合を考える．学習データから，各行に同じ歩幅の特徴
が，各列に同じ人物の特徴が並ぶように行列を生成す
る．そしてこの行列を特異値分解（SVD: Singular Value
Decomposition）により式（4）のように分解する．

a1
L1

· · · aM
L1

...
. . .

...
a1

LI
· · · aM

LI

=USV T=


PL1

...
PLI

[v1 · · · vM
]

(4)

ここで，U は INdim × M の直交行列，V はM × M の
直交行列，そして SはM ×M で特異値を並べた対角行
列である．PLi は Ndim × M で行列 US の部分行列で，
Ndim × i + 1行からNdim × (i + 1)行にあたる．そして
vm はM 次元の列ベクトルで，V のm列目にあたる．
ベクトル vmは歩幅に関して独立なm番目の被験者に
固有な特徴である．また部分行列 PLi は被験者に関して
独立で，被験者固有の特徴 v を歩幅 Li における特徴量
aLi
に射影する行列であり，式（5）が成り立つ．

am
Li

= PLiv
m (5)

そして式（5）から擬似逆行列 P+
Li
を用いて被験者固有

の特徴 vを取得できる．

v̂m = P+
Li

am
Li

(6)

よって，ある速度の歩幅Lsrcから異なる速度の歩幅Ltrg

への特徴変換は式（7）のようになる．

âm
Ltrg

= PLtrgP+
Lsrc

am
Lsrc

(7)

SVDで分解する行列における歩幅の長さは台形モデ
ルのフィッティング結果を用いて求める．脛を表現する
台形の下底の中点間の距離を歩幅とする．データで得ら
れる歩幅は離散的であり，例えば 2. 1節のデータセット
のように 9種類の速度を撮影しても，被験者一人あたり



図 5 シルエット変換の結果：3 km/hから 7 km/hにシルエッ
ト変換

たかだか 9個である．そのため変換モデルを作成するに
当たり，得られた特徴から内挿および外挿をして歩幅と
対応する特徴量を生成する必要がある．
内挿は，存在する特徴量から，対象とする歩幅より大

きい特徴量と小さい特徴量を選択し，その間を線形補間
し，対象とする歩幅になる特徴量を探索する．一方，外
挿には存在する特徴量から最も近い歩幅の特徴量を選択
し，その角度幅を増減させることで対象とする歩幅の特
徴量を探索する．一般的に，内挿と外挿では内挿の方が
精度が高いことから，学習用の被験者としてはできるだ
け歩幅変化の大きな被験者を選択することが望ましい．

3. 4 歩容シルエット復元

最後にシルエット変換の第三段階であるシルエット復
元法について述べる．
シルエットの復元は，変換前のシルエット画像からモ

デルフィッティングによって分離した静的特徴量を，変
換後の動的特徴量である関節角に変化させることで行う．
また脚の復元はフィッティング結果の腰の位置をもとに
行う．そのため，復元の精度は 3. 2節のフィッティング
結果に依存する．そこでフィッティングが不安定なシー
ケンスの範囲は復元に利用しない．
各脚の形状はフィッティング後の台形モデルの領域内

にあるシルエットを利用する．そして抽出した領域およ
び明らかに下半身に属する領域を消去した上半身のみの
シルエット画像に対して，足の形状を変換後の角度にあ
わせて復元し，異なる速度の歩容シルエットを復元する．
図 5，図 6にシルエット変換の結果を示す．それぞれ歩
幅を広げる例と狭める例となっている．
ここで注意すべき点として，本手法のモデルフィッティ

ングや脚の形状抽出およびシルエットの復元において，
誤差が生じることが考えられる．そのため歩幅があまり
変化しない場合は，誤差の影響が大きくなる可能性が高
く，変換を行わない．

4. 評 価 実 験

4. 1 実 験 方 法

本手法の有効性を周波数領域特徴 [14]を用いた認証実
験により評価する．認証実験には，2. 1節で述べたデー
タセットを用いて行う．本手法は歩きの状態を対象とし

図 6 シルエット変換の結果 6 km/hから 2 km/hにシルエッ
ト変換

ている．そこでデータセットのうち，8 km/hから走り
始める 34人の被験者を対象に実験を行う．すなわち 2
km/hから 7 km/hの歩容特徴を用いた認証実験となる．
学習に利用できる速度の数が，歩幅と歩行周期をともに
変換基準とするほど多くはないため，歩幅を基準とした
速度変換モデルを用いる．
今回の認証実験では槇原らの周波数領域特徴 [14]を用
いる．実験に当たり，本手法を用いた周波数領域特徴に
よる歩容認証の流れを説明する．まずプローブに対して
台形モデルのフィッティングを行い，歩幅を計測する．ま
た周波数領域特徴を抽出する．次にギャラリーをプロー
ブの歩幅に変換する．このとき複数のサブシーケンスが
存在する場合は，サブシーケンスごとにシルエット変換
を行う．変換後，周波数領域特徴を抽出する．この二つ
の特徴を用いて照合基準を計算する．
学習用データには幅広い歩幅の実データを持つ被験者
を選択する．そして本手法の有効性および学習データの
数による違いを評価するため，以下の条件で二種類の認
証実験を行う．
実験 1 学習用データとして 14人の被験者を利用し，残
り 20人で認証実験
実験 2 学習用データとして 9人の被験者を利用し，実
験 1と同じ 20人で認証実験
比較対象として，速度が異なる場合も歩容シルエットを
変換せずに，それぞれの速度で抽出した周波数領域特
徴によって照合した結果を併せて示す．認証性能は受信
者動作特性曲線（ROC曲線：Receiver Operating Char-
acteristic curve）[17]から求める等誤り率（EER: Equal
Error Rate）を用いて評価する．ROC曲線とは照合に
おいて本人を受け入れる基準となる閾値を操作した場合
に，他人受け入れ率（FAR：False Acceptance Rate）と
本人拒否率（FRR：False Rejection Rate）の関係を示す
ものである．FARおよび FRRはともに低くなるほど認
証性能が高い．特に，FARと FRRが等しい場合の誤り
率が EERで，同様に低いほど認証性能が高い．

4. 2 実 験 結 果

プローブの速度ごとに実験 1および実験 2の結果を示
す．グラフ中の赤い線が実験 1の結果で，緑の線が実験
2の結果である．そして青い線が無変換の結果で，異な



図 7 実験結果（プローブの速度： 2 km/h）

図 8 実験結果（プローブの速度： 3 km/h）

図 9 実験結果（プローブの速度： 4 km/h）

図 10 実験結果（プローブの速度： 5 km/h）

図 11 実験結果（プローブの速度： 6 km/h）

図 12 実験結果（プローブの速度： 7 km/h）

る速度の周波数領域特徴を単に比較した結果となる．
実験 1 は全体の平均が無変換の結果の 12.53%から

9.06%へ低下し，3.47%性能が向上した．同様に実験 2
では 9.18%へ，低下し 3.35%の性能が向上した．特に，
速度が異なる場合では，無変換が 15.04%で，実験 1が
10.86%，および実験 2が 11.02%とさらなる性能向上が
見られる．また最も性能が向上した場合では，EERにお

4 km/hTrans.

6 km/h

Frq.    0       1      2      0       1      2 

(a) 4 km/hから 6 km/hへの
変換

6 km/hTrans.

2 km/h

Frq.    0       1      2      0       1      2 

(b) 6 km/hから 2 km/hへの
変換

図 13 歩幅変換による特徴間差分の減少．各領域は，赤領域
が変換先の速度における特徴にのみ存在する領域，緑
領域は比較対象にのみ存在する特徴領域で，白領域は
両方の特徴に存在する領域で，黒領域は両方の特徴に
存在しない領域である．

いて実験 1では 10.00%，実験 2では 15.00%の性能が向
上している．
異なる速度間の比較でより性能が向上する理由は，プ
ローブとギャラリーの速度差が小さい場合，歩幅の変換
を行う必要がない場合が多く，本手法と無変換の結果は
ほぼ等しくなるからである．ただ被験者によっては歩幅
が大きく変わることもあるため，図 9の場合のように，
変換によって認証率が向上する場合がある．また速度差
が大きくなると，歩幅が異なるため，無変換の結果から
認証精度が向上する．例えば，図 13(a)はギャラリーが
4 km/hでプローブが 6 km/hの場合の変換結果であり，
図 13(b)ではギャラリーが 6 km/hでプローブが 2 km/h
の場合の変換である．それぞれ歩幅の調整によって，特
徴の差分領域が減少していることがわかる．しかし部分
的に本手法により性能が低下する場合がある．例えば，
実験 1の結果に関しては，プローブ速度が 4 km/hにお
いてギャラリー速度が 4 km/hの場合とプローブ速度が
7 km/hでギャラリー速度が 4 km/hの場合が相当する．

4. 3 考 察

4. 3. 1 歩幅拘束を考慮した変換手法の検討
認証精度の低下要因として，図 14のように変換結果
とプローブの歩幅が一致しないという問題がある．図 14
では 4 km/hにおけるギャラリーの特徴を 6 km/hであ
るプローブの歩幅に変換したにもかかわらず，変換結果
とプローブの歩幅が異なる．そのため，本人の変換結果
の類似度が十分高くならない場合がある．これは変換モ
デルを個人の脚の長さに依存した歩幅で作成しているこ
と，また変換後の歩幅が目標とする歩幅になることを保
証していないことが原因である．歩幅を決める要因は動
的特徴量だけでなく，脚の長さに影響を受ける．そのた
め現状の変換モデルでは，脚の長さの違いによって変換
目標の歩幅と異なる長さになることがある．
これらの問題の対処法として以下の方法が考えられる．
一つが脚の長さに関して正規化した変換モデルを生成す
る方法でそしてもう一つは変換において歩幅を拘束式と
して加える方法である．
まず脚の長さに関して正規化する方法は，モデルフィッ
ティングから得た動的特徴量をあらかじめ生成した標準
人型モデルに当てはめて歩幅を計算する．この標準人型



図 14 ギャラリー 4 km/h からプローブ 6 km/h への変換：
変換結果 Trans.とプローブにおける歩幅が異なる．

モデルにおける歩幅をもとに変換モデルを生成する．変
換方法はギャラリー，プローブの動的特徴量から標準人
型モデルにおける歩幅 LG，LP を計算し，ギャラリーの
動的特徴量を LP における動的特徴量へ変換する．変換
した動的特徴量をギャラリーの静的特徴量および上半身
のシルエットを用いてシルエットを復元する．このとき
プローブとギャラリーの人物が同じ脚の長さであれば，
正しい歩幅に変換できる．
次に，変換において歩幅の拘束式を加える方法は以下

のように行う．まず変換モデルに用いる特徴量を関節角
から関節の角度の余弦とする．これは拘束式を線形に表
現可能にするためである．まず本手法と同様に，複数速
度における複数被験者の余弦によって方向変換モデルを
生成する．そして式（6）の被験者固有の特徴を抽出す
るに当たって歩幅 Lsrc から歩幅 Ltrg に変換する場合で
は以下の拘束式（8）を加える．

bT
Ltrg

aLtrg = Ltrg (8)

ここで列ベクトル bLは，特徴 aLのうち歩幅が最大とな
るフレームにおける特徴量を元に歩幅を求める．式（5）
を用いると被験者固有の特徴 vは式（9）から求まる．

v̂ =

[
PLref

bT PLtrg

]+ [
aLref

Ltrg

]
(9)

つまり歩幅 Ltrg における特徴は以下のようになる．

âLtrg = PLtrg v̂ (10)

この方法によって Ltrg の歩幅を持つ特徴に変換するこ
とができる．
4. 3. 2 既存手法との性能比較
最後に，既存手法との性能比較を行う．評価には各論

文で利用されている累積識別精度特性曲線（CMC曲線：
Cumulative Match Characteristic curve）の値を用いる．
CMC曲線は本人同士の類似度が全体の何番目に位置す
るかを示したものである．このうちランク 1の値を識別
率とする．また被験者人数を同一とするため，本手法は
9人を学習データとして用いて，その他の被験者 25人で
認証を行った結果を示す．Rawesakらの手法 [13]との比
較を図 15に，Zongyiらの手法 [11]との比較を図 16にそ
れぞれ示す．

Rawesak :BRawesak :A

図 15 Rawesak らの手法 [13] との性能比較．実験 A は比較
速度のうち，低速なデータをギャラリーとした場合で，
実験 Bが高速なデータをギャラリーとして用いたもの
である．Rawesak らの手法の実験は 2.5 km/h と 5.8

km/h での比較，本手法は 2 km/h と 6 km/h の比較
である．

図 16 Zongyiらの手法 [11]との性能比較．Zongyiらの手法は
3.3 km/hと 4.5 km/hにおける比較実験である．一方，
本手法のうち実験 A は比較速度のうち，低速なデー
タをギャラリーとした場合で，実験 Bが高速なデータ
をギャラリーとして用いたものである．比較速度は 3

km/hと 4 km/hである．

Rawesak らの手法では 2.5 km/h，3.6 km/h，4.7
km/h，および 5.8 km/h における被験者数 24 人の歩
容データを対象に検証している．最も速度差が大きい 2.5
km/hと 5.8 km/hでの比較では，識別率では 2.5 km/h
がギャラリーの場合に 40%を下回る．また，5.8 km/h
がギャラリーの場合では 30%を下回っている．一方，本
手法ではより速度差の大きい 2 km/hと 6 km/hの比較
において，2 km/hがギャラリーの場合は 64%であり，6
km/hがギャラリーの場合には 52%となり本手法のほう
が認証精度が高いといえる．この大きな要因として，歩
容の特徴量として，Rawesakらでは 5フレームのシル
エットを用い，本手法では全フレームのシルエットを特
徴として利用できる点にある．

Zongyiらは，平均 3.3 km/h，平均 4.5 km/hにおける
被験者数 25人の歩容データで比較を行っている．認証結
果は，CMC曲線のランク 1で約 84%となっている．比
較速度の差は約 1 km/hであるので，本手法の 3 km/h
と 4 km/hの比較に相当すると考えられる．このとき，
ギャラリーが 3 km/hの場合は 84%，プローブが 4 km/h
の場合では 96%である．ただ，この認証精度は本手法を
用いずに周波数領域特徴によって認証した結果とほぼ等
しい．すなわちより速度差の大きい場合において比較す
る必要がある．



更に，モデルフィッティングを行わずにアピアランス
特徴を直接変換する手法との比較を行った．具体的には，
槇原ら [14]が周波数領域特徴を用いて方向と個人を特異
値分解によって因子分解したのと同様に，速度と個人を
因子分解して，変換及び認証実験を行った．結果として
は，変換を行わずに直接認証した場合と比較して改善が
見られなかった．一方，Elgammalと Lee [18] [19]は，姿
勢や方向に対応した多様体への非線形変換と特異値分解
によって，個人と姿勢を分離していることから，これら
のアピアランスベースの変換手法を速度の変換に適用す
ることが可能かを検討する必要がある．

5. お わ り に

本論文では，歩容シルエット列を異なる速度の歩容シ
ルエット列に変換する手法を提案した．本手法ではまず
歩容シルエットから台形モデルフィッティングにより動
的特徴量と静的特徴量を分離する．そのために動的特徴
量の時間的な滑らかさと歩容シルエットと台形モデルの
一致具合を元にフィッティングの評価式を定義した．次
に，抽出した動的特徴量を変換するために，あらかじめ
複数被験者の複数速度における特徴量を用いて因子分解
法により速度変換モデルを生成する．このモデルにより
参照速度の動的特徴量を異なる速度の特徴量に変換する．
そして変換後の動的特徴量と変換前の上半身のシルエッ
トおよび静的特徴量を用いて，歩容シルエット列の復元
を行う．
評価実験から，本手法によって，単純に周波数領域特

徴を用いた無変換より平均で 12.53%から 9.06%へ EER
が低下し，3.47%の性能向上を確認した．特に，速度が
異なる場合では，無変換の 15.04%に対して，10.86%に
低下し，4.18%の性能向上を確認した．これによって，本
手法が個人性を保持したままシルエット変換が可能であ
ることを示した．
今後の課題として，歩幅の変換誤差について対応する

ことがある．また，全身のモデルフィッティングによっ
て，速度変換を行う特徴量を増やして，変換範囲を歩行
のみでなく走行にまで拡張することが挙げられる．
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