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視聴者参加型デジタルエンタテインメントのための
オンライン歩容個性計測

奥村 麻由† 槇原 靖† 八木 康史†

† 大阪大学 産業科学研究所 〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
E-mail: †{okumura,makihara,yagi}@am.sanken.osaka-u.ac.jp

あらまし 本論文では, 視聴者参加型デジタルエンタテインメントで用いるための歩容個性をオンライン計測し, 歩容
個性を CGキャラクタへ反映する手法を提案する. まず歩容映像から容易に歩容シルエット画像列を抽出するため，
クロマキー用背景及び照明を含む歩行路で構成されるオンライン歩容計測装置を設計する．次に, 得られたシルエッ
ト画像列から, 体型や身長のような歩容動作とは独立な静的特徴と, 歩幅や腕の振り幅のような歩容動作に関わる動
的特徴を計測する. 一方，あらかじめ様々な歩容個性を持つ CGキャラクタの体型と動作に関するパラメータをモー
ションキャプチャ等を用いて抽出し, そのパラメータによる合成シルエットを作成し，それらの対を標準モデルとし
て登録しておく．最後に，標準モデルをブレンドして視聴者の歩容個性を再現するために，標準モデルから抽出した
歩容個性の重み付き線形和とオンライン計測した歩容個性の誤差を最小にするように重み (ブレンド率)を推定する．
実験では大規模歩容データベース 100人に対する歩容個性解析を行い, CGキャラクタへ歩容個性が反映されること
を確認した.
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Abstract This paper presents a method to measure online the gait features from the gait silhouette images and
reflect the gait features to CG characters for an audience-participation digital entertainment. First, we design the
online measurement system composed of a walking path with chroma-key background and lights, so as that the
gait silhouette images can be easily extracted from a captured image sequence. Second, the static feature like
the height and the body size, and the dynamic feature like step and arm swing are measured from the silhouette
images. Then, standard models of various types of gait features are constructed and stored , which are composed of
a pair of parameters related to static body and motion for CG character obtained by a motion capture system and
silhouette images synthesized from the parameters. Finally, in order to reflect the gait feature of an audience to a
CG character by blending the standard models, weights (blend ratios) are estimated to minimize errors between a
weighted linear sum of gait features extracted from the standard models and the online measured gait features. In
an experiment, the large-scale gait database with 100 subjects are used for gait feature analysis and it is confirmed
that the measured gait features are reflected to the CG character effectually.
Key words Gait feature, Silhouette images, Digital entertainment, Online measurement

1. は じ め に

近年, 視聴者の個性を計測し, ゲームや映画等のデジタ
ルエンターテインメントへ反映させる, 視聴者参加型デ
ジタルエンターテイメントが注目を集めている．2005 年

愛地球博 [1]では, 視聴者の顔のテクスチャと 3次元形状
をオンライン計測し, コンピュータグラフィックス (以下,
CG)を用いて視聴者の顔画像を再現して, デジタルアニ
メーション映画の中に登場する CGキャラクタと合成を
行い視聴者を映画の中へ出演させるフューチャーキャス



トシステム [2] が三井東芝館により催され, 注目を集め
た. また, Dive Into the Movie(以下, DIM)プロジェク
ト [3] [4] では顔のみならず声や表情, 顔肌, 体型, 歩容に
見られる個性についても CGで再現しようという試みが
なされている.
従来, 歩容の動作計測方法として, 加速度センサを用

いた手法 [5] や, モーションキャプチャシステム [6] を用
いた手法がある. しかし, これらの手法では身体に加速
度センサもしくは計測用のマーカを装着して動き, その
動きをコンピュータで解析するため, 計測対象者の手間
が大きく, オンラインでの計測には適していない. 一方,
コンピュータビジョンによる歩容認証の分野では, 対象
者がセンサやマーカを装着せずに歩き, その動きをカメ
ラで撮影することで歩容特徴を計測する手法が提案され
ており, それらは, モデルベースの手法 [7] [8] [9] と, アピ
アランスベースの手法 [10] [11] [12] [13] に大別される. モ
デルベースの手法は, 人体をリンクモデル等で表現して,
そのモデルを撮影された画像にフィッティングすること
で, リンク長のような静的特徴量や関節角シーケンスの
ような動的特徴量を取得し, その特徴量を基に個人認証
をする手法である. この手法により得られる静的 ·動的
特徴量は歩容個性計測にも用いることができるが, モデ
ルフィッティングの失敗や, 一般に計算時間がかかるこ
とから, オンライン計測には向いていない. またアピア
ランスベースの手法は, 画像またはシルエットから直接,
特徴を抽出する手法であるが, 一般に体型や身長のよう
な静的特徴と歩容動作に関わる動的特徴が合わさった状
態で観測される. 個人認証においては静的特徴と動的特
徴を合わせたものを個人特徴として有効に使えるが, 静
的特徴と動的特徴を分離して個性として計測するには適
していない.
また, 歩容に限らず一般的な姿勢系列, 即ち動作をア

ピアランスベースで推定する研究もある. 複数カメラに
よる視体積交差法に基づく 3次元ボリュームデータから
の姿勢推定法 [14] では, 同期した複数カメラの共通視野
に収まる範囲での動作に限定され, さらにカメラ台数が
多いためハードウェア的なコストが高いという問題があ
る. また単一カメラによる事例ベースの姿勢推定法 [15]
は, 姿勢ラベルとそれに対応するシルエットの組み合わ
せを事前に学習しておくことで, 単眼シルエット画像か
ら姿勢を推定するため, 歩容個性を十分に表現するには,
事前に収集すべき歩容動作の学習データが膨大なものと
なり, 事前学習が困難になることが予想される.
そこで本研究では, 直観的に認識し易い特徴に限定し

た静的 ·動的特徴をシルエット画像列から直接オンライ
ンで計測し, 歩容個性を CGキャラクタへ反映する手法
を提案する. 具体的には, 計測対象者の直線歩行から正
面と側面の二方向の映像を撮影し, その映像から高さで
正規化された時系列の歩容シルエットボリューム (Gait
Silhouette Volume, 以下GSV)を作成する. GSV より体

の幅 ·厚みといった静的特徴や, 歩幅, 歩行周期, 腕の振
り幅, 足の運びといった動的特徴をそれぞれ個別に抽出
する. この手法ではシルエット画像列から個性を直接的
に抽出するので, 短時間での処理が可能となり, オンライ
ン計測が可能になる.
本論文ではまず, 2章において歩容個性計測装置及び,
歩容個性の計測方法について述べる. 次に 3章節では歩
容個性を CGキャラクタへ反映する手法について述べ, 4
章節で本論文をまとめる.

2. オンライン歩容個性計測

2. 1 対象とする歩容個性

2. 1. 1 歩容個性の選択基準
本研究で計測する歩容個性は DIM プロジェクト [3] [4]
のような視聴者参加型デジタルエンターテイメントで用
いられることを想定している. そのため, 今回計測する
歩容個性の選択基準を以下のように設定した.
（ 1） カメラで撮影した歩容映像から計測できる個性
（ 2） 個人間での分散が大きく, 映像中で人が直観的
に認識し易い個性
2. 1. 2 歩容個性の選択
歩容に現れる特徴は, 歩容とは独立な静止時に見られ
る静的特徴と, 歩容動作中に見られる動的特徴の二つに
分けられる. 計測する静的特徴の候補としては, 身長, 体
の幅 ·厚み, 手足の長さ, 足の大きさ等が考えられるが,
2. 1. 1 の基準より, より個性が現れる身長, 体の幅 ·厚み
を静的特徴として用いる. これらの特徴と比較して手足
の長さや足の大きさは映像中で CGキャラクタ間の違い
を確認することが困難であると考えられる．
動的特徴の候補としては, 歩行速度, 歩幅, 歩行周期,
腕の振り幅, 足の運び方, 腕の振りや足の運びの左右非対
称性, 猫背等が挙げられる. 歩容の左右非対称性とは, 歩
いている時に右腕は大きく振るが左腕の振りは小さいと
いうような左右非対称な動きの特徴である. 2. 1. 1 の基
準より, より個性が現れると考えられる歩行周期, 歩行速
度, 歩幅, 左右各々の腕の振り幅, 足の運びに関する左右
非対称性, 猫背を動的特徴として用いる. これらの特徴
と比較して足の関節角の動きなどの細かい動きは，映像
中で CGキャラクタ間の違いを確認することが困難であ
ると考えられる.

2. 2 オンライン歩容個性計測システム

本節では, オンライン歩容個性計測システム (図 1)に
ついて述べる. 本システムでは歩行者が直線歩行して
いるところを, 正面と側面に設置した 2台のカメラで同
期撮影する. また歩容シルエットの抽出を容易にするた
め, 撮影背景には肌や服装とは異なる色として, ライト
グリーンのクロマキーバック用パネルを設置し, それを
LED照明によって照らす. 歩容は左右一歩ずつを単位と
する周期運動であり, 安定した特徴抽出のためには 2歩



(a) 真上図

(b) 正面図

図 1 オンライン歩容個性計測システムの概要

行周期以上を撮影することが望ましい. 歩幅の最大値を
1 m と見積もり, 2歩行周期分撮影するためコース長と
して 4 m の撮影区間を設定した. また, 歩き始めてから
通常の歩行速度になるまでの加速区間として 3 m, 減速
区間として 3 m の区間を設けた. また側面カメラは, 撮
影区間が収まるように画角との兼ね合いにより, 歩行者
から 3.5 m 離れた地点に設置する. 正面カメラでは撮影
区間において対象者の全身を撮影し, カメラの画角に収
まるように, カメラ位置を決定した.

2. 3 歩容個性計測のための前処理

2. 3. 1 歩容シルエットボリュームの作成 [13]
まず, 撮影した画像から歩行者のシルエットを抽出す

るため, 背景差分を行う. 次に背景差分により得られた
歩容シルエットに対して，予め定めた高さ hg になるよ
うにアスペクト比を保ったままスケーリングし, 画像幅
wg の歩容シルエット画像列を作成する. 最後に, これら
を時間軸方向に重ね合わせることで, 歩容シルエットボ
リューム (GSV:Gait Silhouette Volume)を作成する. 図
2に GSVの作成例を示す.
2. 3. 2 基準歩容位相フレームの推定
体の幅や猫背の計測には,腕の振りの影響が小さくなる

よう, 腕を最も閉じた状態 (以下, SSP: Single Support
Phaseと呼ぶ) を知る必要がある. また, 腕の振り幅や
足の運びに関しては, 最も腕や足を開いた状態 (以下,
DSP: Double Support Phaseと呼ぶ)が重要となってく
る. そこで, SSPと DSPを基準歩容位相フレームとして
推定する方法について述べる.
画像中心を通る垂直軸周りの 2次モーメントが半歩行

周期中で最小となるフレームを SSP, 最大になるフレー
ムを DSPと仮定して算出する. 具体的には, nフレーム
目の空間位置 (x, y) でのシルエット値 (前景:1，背景:0)

図 2 GSVの例

(a)全身の (b)全身の (c)腕の (d)腕の (e)足の (f)足の
SSP DSP SSP DSP SSP DSP

図 3 SSPと DSPの推定結果

を f(x, y, n)とすると, 画像中心 (xc, yc) を通る垂直軸に
対する nフレーム目の高さ htから hbまでのシルエット
の 2次モーメント S[ht,hb](n)は式 (1)により求められる.

S[ht,hb](n) =
hb∑

y=ht

wg−1∑
x=0

(x − xc)2f(x, y, n) (1)

ここで，SSPと DSPは半歩行周期中に 1度ずつ現れる
ことから，最初に歩行周期 gpをGSVの時間軸方向の正
規化自己相関を最大にする周期として求めておく．次に，
SSPと DSPをそれぞれ式 (2), (3) より推定する.

nSSP
i = arg min

n∈[nDSP
j ,nDSP

j +gp/2]
S[ht,hb](n) (2)

j =

i − 1 (nDSP
i−1 < nSSP

i−1 )

i (nDSP
i−1

>= nSSP
i−1 )

nDSP
i = arg max

n∈[nSSP
k ,nSSP

k +gp/2]
S[ht,hb](n) (3)

k =

i − 1 (nSSP
i−1 < nDSP

i−1 )

i (nSSP
i−1

>= nDSP
i−1 )

但し，nSSP
−1 = nDSP

−1 = 0で初期化しておくものとする．
これを繰り返すことにより, 全ての SSP, DSPを基準歩
容位相フレームとして推定することができ，推定された
SSPと DSPの個数をそれぞれNSSP , NDSP とする. ま
た, 対象とする高さの範囲 [ht, hb]を適切に定めることで,
腕，足，全身に対する SSPとDSPの推定が可能となる.
具体的には，[ht, hb]を腕については [0.33hg, 0.55hg]，足
については [0.55hg, hg]とした．SSPとDSPの推定結果
を図 3に示す．
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(a) 体の幅
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(b) 体の厚み

図 4 体 型 計 測



2. 4 静的特徴の計測

2. 4. 1 身長, 体の幅・体の厚み
本研究では体の幅 ·厚みの計測時に, 腕の振りによる

影響を少なくするため, また身長計測時に足の曲げを少
なくするため, 正面と側面の二方向の，腕と足に対する
SSPの GSVを用いる. まず, 正面と側面の GSVの高さ
y におけるシルエットの画素数を w(y), d(y)と定義し,
高さ wt から wb までの平均値として体の幅WGSV と体
の厚みDGSV を，式 (4)(5) と定義する (図 4)．

WGSV =

∑wb

y=wt
w(y)

(wb − wt + 1)
(4)

DGSV =

∑wb

y=wt
d(y)

(wb − wt + 1)
(5)

ここで wt は腹部の範囲の下限, wb は腹部の範囲の上限
を示す. これらを高さで正規化される前のシルエット画
像におけるサイズに戻すために, 式 (6)によりスケーリ
ングする.

p =
Hp

hg
, Wp = pWGSV , Dp = pDGSV (6)

ここでHp, Wp, Dpは元のシルエット画像上での身長, 体
の幅, 体の厚みである. 次に, カメラと計測対象者間の距
離を l, カメラの焦点距離を f としたとき, 実際の身長H,
体の幅W , 体の厚みDは，式 (7)によって算出される.

m =
l

f
, H = mHp , W = mWp , D = mDp(7)

2. 5 動的特徴の計測

2. 5. 1 足の運びの位相の左右非対称性
足の運びの位相についての左右非対称性を, 左右の足

を後ろから前へ移動させる時にかかるフレーム数の差と
して定義する. 具体的には, 側面GSVにおいて下半身の
DSPフレームから次の DSPフレームまでのフレーム数
を, 左右の足について求め, その差の平均を計算する.
左右の足を判定するには, 透視投影によりカメラに近

い側の足が画像上ではより下方に映ることを利用する.
また，下方の尺度としては，nフレーム目の GSVの脛
の高さに相当する水平軸 L(y = yL)より下の領域を，進
行方向の前後方向に半分に分割してできる前足対象領
域 Rf と，後足対象領域 Rb に対する水平軸 L周りの 2
次モーメント Sf (n)，Sb(n)を用いるものとする．Sf (n)
，Sb(n)は式 (8)(9)より求められる．

Sf (n) =
∑

(x,y)∈Rf

(y − yL)2f(x, y, n) (8)

Sb(n) =
∑

(x,y)∈Rb

(y − yL)2f(x, y, n) (9)

一方，SSP において足の前後が入れ代わるとみなす
と，各々の足 (L1, L2 と呼ぶ) の所属対象領域は SSP
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図 5 足元で画像を
上下に分ける水平軸
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図 6 各々の足の割り当て

で切り替わることになる (図 6 参照)．よって，Ri ={
n|nSSP

i
<= n < nSSP

i+1

}
と定義すると, 各足は偶数区間

R2i と奇数区間 R2i+1 で前後が入れ代わるため, 各足に
ついての GSV全体における 2次モーメントの合計 SL1 ,
SL2 は以下により求められる.

SL1 =
NSSP

even−1∑
i=0

∑
n∈R2i

Sf (n) +
NSSP

odd −1∑
i=0

∑
n∈R2i+1

Sb(n)

SL2 =
NSSP

even−1∑
i=0

∑
n∈R2i

Sb(n) +
NSSP

odd −1∑
i=0

∑
n∈R2i+1

Sf (n)

ここで NSSP
even は偶数区間 R2i の SSPの個数，NSSP

odd は
奇数区間R2i+1の SSPの個数を示す．よって SL1 と SL2

を比較して, 大きい方の足を手前の足として, 進行方向
を考慮して手前の足が左右どちらの足であるか判断する.
例えば図 5においては, 進行方向が左なので, 手前の足は
左足となる.
2. 5. 2 腕の振り幅とその左右非対称性
腕の振り幅の計測には, ある SSPから次の DSPまで

の側面 GSVを用いる. まず SSPの GSVから図 7にあ
るように, 体の前面のライン lf と背中のライン lbをエッ
ジにより求める. 次に, SSPから次の DSPまでの間に体
の前面ライン lf より前方の前腕対象領域 RAf へ出した
腕の掃引面積を体前方への腕振り，背中のライン lbより
後方の後腕対象領域RAbへ出した腕の掃引面積を体後方
への腕振りとして定義する. 具体的には，SSPからDSP
までの間に各腕の対象領域内でシルエットにより掃引さ
れたピクセル値を式 (10)として定義し，体前方，後方へ
の掃引面積をそれぞれ式 (11)(12)で定義する．各腕の掃
引面積を図 8に示す．

Fi(x, y) =

0
∑nDSP

i

n=nSSP
i

f(x, y, n) = 0

1 else
(10)

j =

i + 1 (nSSP
i > nDSP

i )

i (nSSP
i < nDSP

i )



Atyy =

Abyy =
AfR AbR

図 7 腹部 (赤線)·背中 (緑線)

のライン
図 8 腕の掃引面積

赤:前振り 青:後ろ振り

Af
i =

∑
(x,y)∈RAf

Fi(x, y) (11)

Ab
i =

∑
(x,y)∈RAb

Fi(x, y)r (12)

この掃引面積を左右の腕について求め比較し, 左右の腕
の前への振り幅の非対称性を見る. 左右の腕の判定は,
前へ出している足と逆の腕を前へ出していると仮定し,
2. 5. 1節で求めた足の左右を基準に判定する. 腕の振り
幅の左右非対称性は，左右の腕の掃引き面積の差とする．
2. 5. 3 猫 背
猫背の計測方法として，背中のラインの傾きと曲率に

よる計測手法を提案する. 計測の際, 腕の影響が少なく
なるよう, 側面 GSVの腕の SSPを用いる. 背中の傾き
は背中のライン lb への直線当てはめによって算出する.
また, 背中の曲率は, 背中のライン lb に対する k曲率と
して定義し, kの値は実験的に 8とした.
求めた背中のラインの近似直線の傾きと,背中の曲率と

の両者を用いることにより，背中全体が前のめりになっ
ている猫背だけでなく，首 ·肩だけが曲がった猫背に対
しても猫背具合を計測できるようになると考えられる．

2. 6 実験歩容個性計測

2. 6. 1 実 験 条 件
大規模歩容データベース [16] において, 無作為に選ん

だ 100人に対して静的 ·動的特徴の計測と解析を行った.
データはカメラ 25台の多視点同期歩容計測システムに
よって撮影したもので, そのうち歩行者の正面と左側面
に設置されたカメラの映像を用いる.
各種パラメータの設定について述べる. GSVのサイ

ズは 88pixel × 128pixel とし, 画像単位のカメラの焦点
距離 f は 228 pixel, カメラから歩行者までの距離 l は
2.4m である. 体の各部位の高さの比率は, 腹部の高さは
yWt = 0.33hg から yWb = 0.55hg まで, 体の腹部前面 ·
背中の範囲は yAt = 0.156hg から yAb = 0.5hg までとし
た. また, 脛の高さは yL = 0.914hg とした.
2. 6. 2 結果と考察
身長の計測結果とアンケート (5cm刻み)の回答結果

との関係を図 9に示す. 被験者 A∼Cのように，全体的
にアンケートの回答結果にほぼ一致する計測結果となっ
た. 子供において, アンケートで申告された身長よりも
大きい計測結果になる被験者が目立ったが, これは自己
申告であることや, 子供の成長が早いため申告結果と異

図 9 身 長

図 10 体 の 幅

図 11 体 の 厚 み

なった計測結果となったと考えられる.
体の幅と厚みの計測結果とアンケート体重 (5kg刻み)
の回答結果との関係を各々図 10, 11に示す. 体の幅と厚
みに関しては, 例えば体重の軽い被験者 Aは体の幅や厚
みが小さく，体重の重い被験者 Bは体の幅や厚みが大
きくなり，体重との相関が比較的見られる結果となった.
ただし, 被験者 Cのようにダウンジャケットなどの服装
により体重の割りに体の厚みが非常に大きいという結果
になることもあった.
足の運びの位相の左右非対称性を示すグラフを図 12
に示す. 足の運びの位相の左右非対称性については, 他
の個性に比べ大きく外れた値をとる被験者が数名見られ
たが, ほとんどの被験者において比較的左右対称な動き
をしているという結果となった. 被験者 Aは右足 (赤)
より左足 (青)のほうが, 足を前方へ出すための時間がか
かった被験者である. また, 被験者 Bは左足 (青)より右



図 12 足の運びの位相の左右非対称性

図 13 腕の前振りとその左右非対称性

足 (赤)のほうが, 足を前方へ出すための時間がかかった
被験者である.
腕の前振り ·後ろ振りと，その左右非対称性を示すグ

ラフを図 13, 14に示す. 腕の振り幅については大きな分
散が見られ, CGでの再現に十分な個性が計測できたと
考えられる. 被験者 Aは腕の振り幅が小さい被験者, 被
験者 Bは平均前後, 被験者 Cは腕の振り幅が大きい被験
者を示す. 左右非対称性については, 他の個性に比べ大
きく外れた値をとる被験者が数名見られたが, ほとんど
の被験者において小さな分布となった. 被験者 Dは左腕
の方が右腕よりも振り幅が大きかった被験者である．
猫背を示すグラフを図 15に示す. 背中のラインの傾き

と背中の曲率との両者を計測することで，背中全体が前
のめりになっている猫背 (被験者 A)だけでなく，首 ·肩
だけが曲がった猫背 (被験者 C)に対しても猫背具合を計
測できていることが分かる. また, 肩が曲がり, 背中全体
も傾いている猫背 (被験者 B)についても計測された.
以上，計測した全ての個性において十分な分布の広が

りが見られ，2. 1. 1節において定めた，計測する歩容個
性の条件を十分に満たすことが示された．

図 14 腕の後ろ振りとその左右非対称性

図 15 猫 背

また, 実験に用いた計算機は Pentium(R) 4 3.20GHz,
メモリは 1.00GB RAMであり, シルエット抽出, GSVの
生成時間を含めた歩容個性計測時間は，一人当たり 2.84
秒となった.

3. CGキャラクタへの歩容個性の反映

CGキャラクタを描画するためには，体型のパラメー
タや関節角シーケンス等の動作パラメータが必要となる．
一方，本研究で計測する歩容個性は，それらとは異なる
静的 ·動的特徴であるため，直接のマッピングは困難で
ある．そこで，CGキャラクタのパラメータを基にシル
エットを描画し，そのシルエットから同様にして計測し
た歩容個性を，オンライン計測した歩容個性と比較する
ものとする．また，CGキャラクタの動作を自然なものに
するため，実際の人の歩容をモーションキャプチャシス
テムにより計測することで，CGキャラクタのパラメー
タの標準モデルを作成する．ここで，あらかじめ様々な
体型や歩容個性を持つ標準モデルを作成しておくことで，
それらを適切なブレンド率で合成すると，オンライン計
測した歩容個性を反映することができる．
本研究では体型に関しては, 身長の大小, 体型の大小を
組み合わせた合計 4種類の標準モデルを用意しておき,
各々のモデルについて前節と同様に静的特徴量を抽出す
る. また歩容個性については, 腕の振り幅 ·猫背 ·歩幅に



ついてそれぞれ大小 2種類ずつ，また平均的な歩容の合
計 7種類のモデルをモーションキャプチャにより用意し,
前節と同様にして動的特徴量を抽出する．ここで，特徴
間のスケールの違いを正規化するために，前節の大規模
歩容データベース 100人の計測値によって標準化（注1）し
た特徴量を用いるものとする．標準モデルのブレンド率
は，体型については静的特徴，動作については動的特徴
を用いて，次節で説明する方法により個別に算出する．

3. 1 合成モデルにおけるブレンド率の算出

標準モデルが n個用意されたとして，i番目の標準モ
デルのm次元の標準化特徴ベクトルを v i で表現するも
のとする．n体の標準モデルをブレンドした合成モデル
の特徴量 v̂ は，式 (13)により定義される.

v̂ ≈
n∑

i=1

αiv i = V α (13)

ここで α = [α1, · · · , αn]T , V = [v1, · · · , vn]であり, αi

は i番目の標準モデルに対するブレンド率を示す. 但し，
一般に CGキャラクタのパラメータ空間から歩容個性の
特徴空間へのマッピングは線形ではないため，上式は近
似式となっている．
次に，合成モデルの特徴量 v̂ と, オンライン計測した

特徴量 (以下，入力特徴量)v との誤差が最小となるよう
なブレンド率 αは式 (14)の凸 2次計画法を有効制約法
で解くことによって求めることができる. ただし, 各合
成モデルのブレンド率は 0以上 1以下とし, ブレンド率
の合計は 1になるものとする.

αCQP = arg min
α

(V α − v)T (V α − v) (14)

subject to

n∑
i=1

αi = 1

0 <= αi <= 1

ここで，標準モデルの個数 nが，特徴次元mより大き
い場合は，上記を満たす解が一意に定まらないことがあ
る．即ち，一つの合成モデルの特徴量 v̂ を実現するαが
唯一ではないということになる．
そこで，誤差最小化の基準に加えて，式 (13)の線形

マッピングの近似を満たすために，入力特徴量にできる
だけ近い標準モデルを使って合成することを考える．ま
ず，入力特徴量までの距離をコストと考え，各標準モデ
ルの特徴量と入力特徴量のユークリッド距離を要素とす
るベクトルを w = [||v1 − v ||, . . . , ||vn − v ||]T として定
義する．次に，式 (14)で求まる解の一つを αCQP とし
て，それに対応した合成モデルの特徴量を v∗ = V αCQP

として定義する．そして，合成モデルの特徴量が v∗にな
るという制約条件下で，コスト関数を以下によって定義

（注1）：元のデータから平均を引いて，標準偏差で割ったものを指し，
標準化後の平均，標準偏差はともに 0 となる

表 1 標準モデルの標準化歩容個性
標準モデル 腕の振り幅 歩幅 猫背
腕振り大 3.50 0.51 -0.55

腕振り小 -1.00 -1.44 -0.63

歩幅大 -0.34 3.00 -1.27

歩幅小 -0.30 -2.30 1.12

猫背 1.11 -0.61 2.50

反り返り 1.48 -0.68 -3.00

平均 0.30 -1.02 -1.49

表 2 オンライン計測による入力の標準化歩容個性
腕の振り幅 歩幅 猫背

被験者 A 3.40 0.34 0.23

被験者 B -0.84 1.13 -1.23

被験者 C 1.83 0.52 2.46

し，この線形計画問題をシンプレックス法によって解く．

α∗ = arg min
α

wT α (15)

subject to V α = v∗

n∑
i=1

αi = 1

0 <= αi <= 1

このようにして推定されたブレンド率 α∗ を用いて，
CGキャラクタの合成を行う．

3. 2 CGキャラクタの合成実験

前節の合成手法の有効性を確認するために，CGキャ
ラクタの合成実験を行った．今回 CGキャラクタへ反映
させる歩容個性としては，腕の振り幅，歩幅，猫背を用
いた．また簡単化のために，腕の振り幅としては左右の
腕の前への振り幅の平均を用い，猫背としては背中の曲
率を用いた．標準モデルとしては，表 1に示す腕振り大
のモデルと小のモデル，歩幅大のモデルと小のモデル，
猫背のモデル，背中が反り返ったモデル，平均的な歩き
のモデルの計 7体を，あらかじめモーションキャプチャ
を用いて登録した．入力特徴量としては，腕の振り幅の
大きい被験者 A，歩幅が大きく腕の振り幅が小さい被験
者 B，猫背で腕の振り幅が大きい被験者Cの 3人を用意
した (表 2参照)

CGキャラクタの合成を行った結果のブレンド率を表
3に示す．腕の振り幅の大きい被験者 Aは，腕振り大の
モデルのブレンド率が最も高くなった．図 16に示す合
成結果においても，腕の振り幅の大きい合成モデルを得
ることができた．歩幅が大きく腕の振り幅が小さい被験
者 Bは，歩幅大のモデルのブレンド率が最も高くなり，
次に腕振り小のモデルのブレンド率が高くなった．図 16
に示す合成結果においても，歩幅は大きく，腕の振り幅
の小さい合成モデルを得ることができた．猫背で腕の振
り幅が大きい被験者Cは，猫背のモデルのブレンド率が
最も高くなり，次に腕振り大のブレンド率が高くなった．



表 3 標準モデルのブレンド率
標準モデル 被験者 A 被験者 B 被験者 C

腕振り大 0.83 0 0.16

腕振り小 0 0.42 0

歩幅大 0 0.58 0.04

歩幅小 0 0 0

猫背 0.17 0 0.80

反り返り 0 0 0

平均 0 0 0

図 16 CGキャラクタの合成結果

図 16に示す合成結果においても，他の被験者と比べて
背中の曲がった合成モデルを得ることができた．

4. ま と め

本論文では歩行者に対して正面と側面の二方向から撮
影した画像から得られる, 歩容シルエット画像列を基づ
く歩容個性のオンライン計測手法を提案した. 大規模歩
容データベースを用いた歩容個性解析においては, 身長
や体の幅 ·厚みといった静的特徴においても, 歩行周期
や歩行速度, 歩幅, 足の運びや腕の振り幅における左右非
対称性, 猫背といった動的特徴においても, 十分に個性を
表現する特徴であることを示すことができた. また, 計
測した歩容個性を, CGキャラクタに反映するために, 複
数の標準モデルを適切なブレンド率で合成する手法を提
案し，実験により合成モデルに歩容個性が反映されてい
ることを確認した．
今後の課題としては, 生成された CGキャラクタが歩

容個性計測対象者の個性を十分表しているかを確認する
ための主観テストを行う必要がある. また今後は, DIM
プロジェクトのアウトリーチ活動 [3]で得られた約 1600
人のデータを用いて歩容個性計測を行い, 歩容に現れる
年齢や男女の個性の違いを判別する予定である.
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