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全方位カメラと方向変換モデルを用いた多方向照合による歩容認証
杉浦 一成† 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: †{sugiura,makihara,yagi}@am.sanken.osaka-u.ac.jp

あらまし 本研究では，全方位カメラと方向変換モデル (View Transformation Model: VTM)から得られる多方向
の歩容画像の照合による個人認証手法を提案する．全方位カメラで観測される歩容シーケンスには俯角と方位角の変
化が含まれ，方位角に対する全方位性から，一般的には俯角よりも方位角に対して大きな変化が観測される．このよ
うな本性質を考慮して，俯角と方位角の変換方法について，各々適切なモデルを用いる．俯角の変換には，矢状面の
透視投影に基づくモデル (Perspective Projection-based Transformation Model: PPTM)を適用し，俯角を 0度に変
換した正規化画像を作成する．方位角の変換には，因子分解法に基づくモデル (Factorization-based Transformation
Model: FTM)を適用し，シーケンス間で互いに欠けている方向 (排他的方向)の特徴を生成する．認証時には，共通
方向に加えて，排他的方向の特徴も用いて多方向照合を行う．最後に，22人の被験者に対して個人認証実験を行い，
本手法の有効性を確認した．
キーワード 歩容認証, 全方位カメラ, 多方向照合, 矢状面，透視投影変換, 因子分解法
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Abstract This paper describes a method of gait identification based on multi-view matching using an omnidi-
rectional camera and View Transformation Models (VTMs) to treat view differences between two sequences. Gait
sequences captured by an omnidirectional camera contain changes of observed tilt and azimuth views, and a range
of observed azimuth view change is generally much wider than that of observed tilt view change. Based on the
property, appropriate VTMs are decided for observed tilt and azimuth views transformation respectively. First,
a sagittal-plane Perspective Projection-based Transformation Model (PPTM) creates normalized gait silhouette
images from 0 degree tilt view point. Then, Factorization-based Transformation Model (FTM) is trained for az-
imuth view transformation, and it creates exclusive views’ gait features for each gallery and probe sequence from
reference-view ones. These multi-view gait features are integrated in matching phase for better performance. Ex-
periments of gait identification including 22 subjects from different view ranges demonstrate the effectiveness of the
proposed method.
Key words Gait identification, Omnidirectinal camera, Multi-view matching, Sagittal plane, Perspective projec-
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1. は じ め に

近年，監視システムや情報セキュリティのための個人
認証の必要性が高まっている．しかし，従来使われてい
る暗証番号やパスワードを用いた認証方法では情報の流
出等によるなりすましの危険性がある．そこで個人の生

体情報であるバイオメトリクスを利用した認証技術が関
心を集めている．バイオメトリクスには，声紋，指紋，
虹彩，顔画像，歩容等を利用したものがある．この中で，
歩容はカメラから離れた場所での認証が可能であるとい
う点で，広域監視への応用が期待されている．
現在，歩容認証の手法として，モデルベースの手



法 [1] [2] やアピアランスベースの手法 [3] [4] などが提
案されている．これらの問題の一つとして，俯角や方位
角の変化による見えの変化が挙げられる．実際に，Yu
ら [5]は，方位角の異なる歩行シーケンス同士の照合で
は，見えの変化により認証性能が低下することを報告し
ている．見方を変えると，これは異なる方向の歩容には
異なる有用な特徴が含まれていると考えることもできる．
このことから，方向変化に対しては二つの観点から研

究が進められている．一つは，方向変化に頑健な認証を
目指す研究であり，もう一方は多方向照合により認証性
能の向上を目指す研究である．
方向変化に頑健な認証に関しては，方向変換モデ

ル (View Transformation Model: VTM) を用いて，異
なる方向の特徴を同じ方向の特徴に変換して照合す
る研究がある．Kale ら [6] は，歩容を矢状面 (Sagittal
plane)（注1）内運動と仮定して，矢状面の透視投影に基づ
くモデル (Perspective Projection-based Transformation
Model: PPTM)によって，ある方向から任意の方向に変
換する手法を提案している．また，槇原ら [7]は，因子分
解法に基づく学習を基に，少数方向の歩容特徴から別の
方向の歩容特徴へ変換するモデル (Factorization-based
Transformation Model: FTM)を提案している．しかし
ながら，これらの手法は方位角の変化のみを扱っており，
俯角の変化に関しては考慮していない．
一方，多方向照合の研究分野では，Wang ら [8] の

Dempster-Shafer(D-S)理論を基にした複数の歩容シーケ
ンスの統合や，杉浦ら [9]の全方位カメラを用いた複数
方向の特徴の統合によって，認証性能を向上させている
例がある．しかしながら，これらの手法はプローブ (入
力)とギャラリー (辞書)間で共通した方向が少ない場合
には有効ではない．例えば，プローブとギャラリー間で
共通な方向が 1方向のみの場合には，単一方向照合の認
証と同等になる．
本論文では，全方位カメラと 2種類の VTMによって

得られる多方向の歩容特徴の統合に基づく歩容認証手法
を提案する．全方位カメラによって得られる歩行シーケ
ンスには，俯角と方位角の変化が含まれ，方位角に関す
る全方位性から，一般的に俯角に比べて方位角の変化が
大きい．そこで，俯角と方位角に関してその性質を考慮
した適切な VTMを決定する．PPTMは事前学習無し
で適用可能であり，また変換画像面と矢状面とのなす角
が小さい場合は，小さな誤差で変換できるため，俯角の
VTMとして用いる．FTMは事前学習が必要であるが，
変換の際，複数方向の特徴を入力に用いることで，より
正確な変換が可能であることが報告されている [10]．そ
のため俯角に比べて幅広い変化が観測される方位角の
VTMとして用いる．認証時には，PPTMによって俯角
を 0度に正規化した後，FTMによりギャラリーとプロー

（注1）：動物を左右対称に分割する垂直平面

Omnidirectional camera

図 1 全方位カメラによって得られる多方向画像

ブ間で互いに欠けている方向 (排他的方向)の特徴を生成
する．共通方向に加えて排他的方向の特徴を併せること
で，多方向の特徴を照合する．
本論文の構成を以下に示す．2章では多方向の歩容特
徴を用いた認証手法について述べ，3章では俯角と方位
角の変換手法について述べる．4章では歩容認証実験に
ついて述べ，最後に 5章で結論と今後の課題を述べる．

2. 多方向照合による歩容認証
本研究で用いる全方位カメラは鉛直下向きに設置した
双曲面ミラーとその下に鉛直上向きに設置したビデオカ
メラから構成され，周囲 360度の撮影が可能である．全
方位カメラを用いることで一度の直線歩行から多方向の
歩容画像を取得することが可能となる (図 1)．以降では
多方向の歩容特徴を用いた認証方法について簡潔に述べ
る (詳細は [7] [9]を参照)．

2. 1 歩容シルエットボリュームの作成

まず，全方位カメラにより撮影した画像に対して，背
景差分に基づくグラフカット領域分割 [11]を適用し，シ
ルエットを抽出する．次に，透視投影変換やパノラマ展
開 [12]を適用し，アスペクト比を保ったままシルエット
高さ正規化及び中心の位置合わせを行う．結果として，
画像サイズWg × Hg のシルエット画像が得られ，これ
を時間軸上に積み重ねたものを歩容シルエットボリュー
ム (Gait Silhouette Volume: GSV)と呼ぶ．
一例として方位角が右斜前から右斜後にかけてのGSV
を図 2に示す．同図より，方位角毎に異なった見えのシ
ルエットが得られることが分かる．

2. 2 歩容特徴の抽出

歩容特徴として，歩容の周期性を利用した周波数領域
特徴を用いる．まず，歩行周期Ngaitを，GSVの時間軸
方向の正規化自己相関により算出する．次に，歩行周期
Ngait を基本周期とした時間軸方向の 1次元離散フーリ
エ変換を各画素に対して計算し，歩行周期 Ngait で正規
化した振幅スペクトルを算出する．本論文では，各画素
の 0～2倍周波数の振幅スペクトルを並べたものを歩容
特徴ベクトル a として定義する．
周波数領域特徴は 2次元の空間的な情報に加え，静的
な情報 (0倍周波数成分)と動的な情報 (1倍，2倍周波
数成分)を含んでいる．一方，width vector [13]や frieze



(a) 右斜前 (60 deg)

(b) 右側面 (90 deg)

(c) 右斜後 (120 deg)

図 2 各方位角付近での GSVの例
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図 3 基準角度に対するサブシーケンスの定義

pattern [14]は 2次元の空間情報が縮退しており，平均シ
ルエット [15]やGEI [16]は動的な情報をあまり多く含ん
でいない．実際，Sagawaら [17]はHuman ID dataset [3]
を用いた実験で，周波数領域特徴が認証性能及び計算時
間の面で，これらの特徴に比べ効率的であることを示し
ている.

2. 3 多方向の歩容特徴の抽出

最初に，方位角の中から複数の基準角度 θi(i = 1, 2, ...)
を設定する．次に歩容シーケンスから基準角度 θiに相当
する基準フレーム nθi を算出し，基準フレームを中心と
してその前後から半歩行周期 (Ngait/2)分のサブシーケ
ンスを取り出して (図 3)，周波数領域特徴を計算する．
様々な被験者の左側面付近の各基準角度に対する歩容

特徴の抽出結果を図 4に示す．同図において各ブロック
が被験者，縦軸は基準角度，横軸は各被験者の 0，1，2
倍周波数の特徴にそれぞれ対応している．例えば左側面
(270度)方向に対する歩容特徴に注目すると，腕の振り
の大きな被験者 (2)と小さな被験者 (4)では，2倍周波数
における腕の部分が異なっている．また同じ被験者に注
目した場合でも，基準角度によって歩容特徴が異なるこ
とが分かる．

図 4 各被験者，各基準角度に対する歩容特徴
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(a) 全方位画像座標
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(b) 世界座標 (真上図)

図 5 矢状面と方位角の定義

2. 4 歩容特徴の照合

基準角度 θiに対するプローブとギャラリーの特徴ベク
トルを aP

θi
,aG

θi
と定義し，距離尺度として特徴ベクトル

間のユークリッド距離 dを用いる．次に，基準角度間で
の距離スケールの違いを考慮して，基準角度毎に標準化
距離 dz = (d − d̄)/σ を算出する．ここで，d̄，σ は，対
象とするプローブと全ギャラリーとの距離の平均と標準
偏差である．最終的な評価値は，全基準方向の標準化距
離 dz の平均値とする．

3. 全方位カメラの特性を考慮した方向変換モ
デル

3. 1 方位角と俯角の推定

本節では，全方位カメラによって得られる方位角と俯
角の推定方法について述べる．歩行者正面を基準とした
観測方位角 θは，カメラからの方位方向 ρと歩行者の歩
行方向 φを用いて以下のように定義される (図 5)．

θ = (π − φ) + ρ (1)

ここで，方位方向 ρ と歩行方向 φ は，全方位画像か
ら抽出される歩行者の足下の点を基に算出する (詳
細は [9] を参照)．以降では，全方位画像上における
足下点を pf (xf , yf )，世界座標上における足下点を
Pf (XWf , YWf , ZWf )として定義し，各々の極座標表現
及び円筒座標表現を (rf , ρf ), (Rf , ρf , ZWf )とする．
方位方向 ρについては，極座標または円筒座標におけ
る偏角成分 ρf として与えられる．一方，歩行方向につ
いては，Pf の軌跡の接線方向，即ち速度方向として推定
されることから，Pf の円筒座標系での座標値を算出する
ことを考える．双曲面ミラーの焦点から床面までの距離



　
(a) 方位方向 ρ，歩行方向 φ，方

位角 θ の時間変化

θ

α

　
(b) 俯角 αと方位角 θ の時間

変化

図 6 各方向に対する時間変化

Hr を事前に計測すると，足下点の高さ ZWf が決まる．
方位方向 ρについては既に求まっていることから，残り
の未知数は半径成分 Rf となる．ここで，全方位画像上
の点から床面への投影は，以下の式で表現されることが
知られている [12]．

Rf =
−(b2 − c2)Hrrf

(b2 + c2)f − 2bc
√

r2
f + f2

(2)

ここで b, cは双曲面ミラーのパラメータ，f は焦点距離
である．これより足下点 Pf が求まるので，それを時系
列に並べることで歩行軌跡が得られる．
次に，歩行方向 φ を歩行速度の方向として求め

る．具体的には，n フレーム目における足下点の
座標を (XWf (n), YWf (n)) とすると，その時の速度
(VX(n), VY (n))が中心差分により求まる．

VX(n) =
XWf (n + ∆n) − XWf (n − ∆n)

2∆n
(3)

VY (n) =
YWf (n + ∆n) − YWf (n − ∆n)

2∆n
(4)

本論文では速度変化の滑らかさを考慮して，∆nの値を実
験的に 30fpsでの撮影時の 0.5秒に相当する 15フレーム
とした．これより，歩行方向 φは，速度 (VX(n), VY (n))
の偏角として求まる．
一例として全方位カメラを設置した部屋で，対角点の

壁に貼り付けたマーカーを目印に直線歩行をした場合の
方位方向 ρ，歩行方向 φ，方位角 θの時間変化を図 6(a)
に示す．同図より，直線歩行を行っていることから，歩
行方向 φはほぼ一定方向となっているが，方位方向 ρは
変化していることが分かる．その結果，方位角 θの異な
る歩容画像が得られることが分かる.
次に俯角の推定方法について述べる．俯角 αは，図 7

に示す通り，ミラー反射後の視線と全方位画像平面との
なす角として定義され，全方位画像上の点 (x, y)に対し
て，ミラーパラメータ及び焦点距離を用いて以下で定義
されることが知られている [12]．

α = tan−1 (b2 + c2) sin γ − 2bc

(b2 − c2) cos γ
(5)

γ = tan−1 f√
x2 + y2

(6)
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図 7 俯角の定義と矢状面の透視投影による俯角変換の概要図

表 1 各変換モデルの特徴

VTM 学習
性能

参照画像
方向差 (小)

方向差 (大)

枚数 1枚 複数枚
PPTM 1枚 不必要 良 悪 －
FTM 複数枚 必要 良 並 良

ここで γ は，図 7で示されている視線の仰角である．
最後に，先と同じ直線歩行に対する俯角及び方位角の
変化を図 6(b)に示す．同図より，俯角変化に比べ方位角
変化が大きいことが分かる．

3. 2 方向変換モデルの組み合わせに関する検討

本節では，前節で確認した俯角と方位角の変化特性を
考慮した最適な方向変換モデルの組み合わせに関する
検討を行う．方向変換モデルとして矢状面の透視投影に
基づく方向変換モデル [6](Perspective Projection-based
Transformation Model: PPTM)及び因子分解法による
学習を基にした方向変換モデル [7](Factorization-based
Transformation Model: FTM)を利用する．各変換モデ
ルの特徴を表 1に示す．

PPTMは事前学習を必要としない，ある 1方向の画像
から任意の 1方向の画像に変換する手法であり，変換画
像面と矢状面とのなす角が小さい場合，変換誤差は小さ
い．一方，FTMは 1方向もしくは複数方向の画像から
任意の 1方向の画像に変換する手法である．事前学習が
必要であるが，複数方向の画像を入力に用いることで，
変換画像面とのなす角が大きい場合でも小さい誤差で変
換可能である．
俯角と方位角に対する各 VTMの組み合わせは表 2に
示す通り，4通りとなる．同表を基に変換性能と学習の
手軽さの観点から最適な組み合わせについての検討を行
う．俯角の変換に関しては，どの組み合わせも優れた変
換性能を示す．次に，方位角の変換に関しては，C2と
C4が優れた変換性能を示す．最後に，学習の手軽さに



表 2 VTMの組み合わせ

組 俯角変換 方位角変換
性能 性能 学習の

(俯角) (方位角) 手軽さ
C1 PPTM PPTM 良 悪 易
C2 PPTM FTM 良 良 並
C3 FTM PPTM 良 悪 並
C4 FTM FTM 良 良 難

関しては，C1が最も手軽であり，次いで C2と C3が手
軽となる．
よって，認証性能と学習の手軽さのバランスを考慮し，

本研究では C2を適切な組み合わせとして用いる．以降
の節では，各 VTMの説明を行う．

3. 3 PPTMによる俯角の変換

俯角の変換過程では，被験者の歩容を矢状面内の運動
と仮定し，矢状面上のシルエットを，被験者の体の中心
と同じ高さに設置した仮想カメラ視点の画像に投影する
ことで，俯角 0度の正規化画像に変換する．
最初に，矢状面を定義する．被験者が図 5に示すよう

に進行方向を向いて歩いており，かつ地面に対して垂直
に立っていると仮定する．この仮定に基づくと，被験者
の足下点 PF (XWf , YWf , ZWf )を通り，進行方向 φと垂
直方向の 2本の直行ベクトルにより構成される平面とし
て，矢状面が以下の式で表される．

YW − YWf = tanφ(XW − XWf ) (7)

次に，被験者の体の中心点 Pc(XWc, YWc, ZWc)を求め
る．全方位画像における被験者の頭頂点を pt(xt, yt)と
定義し，頭頂点に対応する方位角と俯角をそれぞれ ρt，
αtとすると，双曲面ミラーでの反射後の頭頂部への視線
の直線方程式は以下のように定義される．

YW = tan ρtXW (8)

ZW = tanαt

√
1 + tan2 ρtXW + c (9)

これより，式 (7)(8)(9) を解くことで，頭頂部の点
Pt(XWt, YWt, ZWt) を算出することができ，体の中心
点 Pcが頭頂点 Ptと足下点 Pf の中点として与えられる．
以上により体の中心点が求まると，原点を

OV (0, 0, ZWc)，Z 軸を OV Pc，Y 軸を鉛直方向下向き
とする仮想カメラの座標系が定義され，世界座標から仮
想カメラ座標へ変換するための回転行列Rと並進ベクト
ル t が，それぞれ以下のように表される．

R =

 cos(π
2 − ρ) 0 sin(π

2 − ρ)
sin(π

2 − ρ) 0 − cos(π
2 − ρ)

0 −1 0

 (10)

t =
[

0 0 −ZWc

]T

(11)

最後に，被験者の高さ (ZWt − ZWf )が事前に定義し

(a) 60 deg

(b) 90 deg

(c) 120 deg

図 8 俯角正規化後の GSVの例
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図 9 因子分解法に基づく方位角変換の概要図

た GSVの高さ Hg になるように仮想画像平面の焦点距
離を決めて，全方位画像から仮想画像平面へのシルエッ
ト全体の投影を行うことで，最終的な GSVを作成する．
作成されたGSVを図 8に示す．俯角を 0度に変換した
ことにより両足の位置が同じになっていることが分かる．
以上，全方位カメラにおける俯角の変換を定式化した
が，通常の透視投影カメラの場合でも，事前にカメラ校
正がなされており，図 7のミラー焦点 Omの位置にカメ
ラの焦点があると考えれば，同様にして俯角の変換が定
式化できる．

3. 4 FTMによる方位角の変換

最初に学習用の被験者に対する全基準方向の特徴から
変換モデルを学習しておき，入力被験者に対しては，1
方向または少数の参照方向の歩容特徴と学習したモデル
を基に，任意方向の歩容特徴に変換する (図 9)．
具体的な手順としては，最初に方向 θをK個の基準方
向に離散化し，m番目の被験者の k番目の方向に対する
NA 次元の歩容特徴ベクトルを am

θk
として定義する．こ

こで，学習セットとしてM 人の被験者のK 方向の特徴
ベクトルが得られたとすると，その特徴ベクトルを，各
行が各方向を，各列が各被験者に対応するように並べた
行列を作成して，それを特異値分解 (SVD)によって以
下のように分解する．




a1

θ1
· · · aM

θ1

...
. . .

...
a1

θK
· · ·aM

θK

=USV T =


Pθ1

...
PθK

[
v1 · · · vM

]
. (12)

ここで，U はKNA ×M の直交行列，V はM ×M の直
交行列，S は特異値を並べたM × M の対角行列，Pθk

は行列 US を構成する NA × M の部分行列，vm はM

次元の列ベクトルである．
ベクトル vm は方向に対して独立な m番目の被験者

に固有の特徴ベクトルである．また，部分行列 Pθk
は被

験者に固有なベクトル v を方向 θk の特徴に変換する行
列であり，各被験者に対して共通，即ち，被験者に対し
て独立である．よって，m番目の被験者の方向 θiの特徴
ベクトル am

θi
は以下で表される．

am
θi

= Pθiv
m. (13)

これより，複数参照方向 {θref (1), . . . , θref (k)}から別の
方向 θi への特徴ベクトルの変換は，以下のように表さ
れる．

âm
θi

= Pθi


Pθref (1)

...
Pθref (k)


+ 

am
θref (1)

...
am

θref (k)

 . (14)

ここで，P+
θref (k) は Pθref (k) の擬似逆行列である．

さらに，幾何モデルに基づく参照方向の追加を行
うことで，より正確な方向変換が可能となる (詳細
は [10] を参照)．結果として，複数の参照方向の特徴
{am

θref (1) · · ·a
m
θref (k)}が与えられた場合，FTMと幾何モ

デルに基づく参照方向の追加により参照方向から任意の
方向の特徴 âm

θi
を生成することが可能となる．

3. 5 排他的方向への特徴変換

まず，得られたギャラリーとプローブの全シーケンス
を，それぞれSG，SP と定義する．また，それぞれの基準
角度を θG = {θG(j)|j = 1, · · · , NG

θ }，θP = {θP (i)|i =
1, · · · , NP

θ }とし，特徴ベクトルを aG
θG(j)，aP

θP (i)とする．
次に，ギャラリーとプローブで共通な基準角度とギ

ャラリーとプローブの基準角度の和集合をそれぞれ
θint = {θint(k)|k = 1, · · · , N int

θ }，θuni = {θuni(k)|k =
1, · · · , Nuni

θ }と定義する．さらに，θuniの中でギャラリー
には含まれるがプローブに含まれない基準角度，ある
いはプローブに含まれるがギャラリーに含まれない基準
角度をそれぞれ排他的方向として θP,ex = {θP,ex(i)|i =
1, · · · , NP,ex

θ }，θG,ex = {θG,ex(j)|j = 1, · · · , NG,ex
θ }と

定義する．
プローブの排他的方向 θP,ex に対する特徴変換を行う

場合は，以下の順に行う．
（ 1） aP

θP に対して PPTMを適用 (得られた特徴を
aP,norm

θP とする)．

5m

5m
Omnidirectional

camera

Omnidirectional

camera

S1S2

S3

S4

S5

図 10 実 験 環 境

（ 2） aP,norm
θP を入力として，FTMにより排他的方

向 θP,ex に対する特徴 aP,norm
θP,ex に変換する．

ギャラリーに対しても同様の順に処理を行い，排他的方
向 θG,ex に対する特徴 aG,norm

θG,ex を得る．
結果として，ギャラリーとプローブそれぞれで θuniに
対する特徴 aP,norm

θuni(k) と aG,norm
θuni(k) が得られる．得られた

ギャラリーとプローブの特徴間の認証には，2. 4節で述
べた照合方法を用いる．

4. 実 験
4. 1 データセット

22人の被験者に対してデータセット作成のための実験
を行った．シルエット抽出の簡単化のため，各被験者に
は背景色とは異なる色の衣服を着用してもらった．実験
は図 10にある部屋中の 5m四方の領域で行い，部屋の隅
には撮影用の全方位カメラを設置した．本実験では，全
被験者で共通な方位角を得るため，各被験者には図 10に
示されている各点間を矢印に沿って歩いてもらった．使
用したカメラは Sony社のDCR-VX2000であり，フレー
ムレートは 30fps，シャッタースピードは 1/60s，解像度
は 720×480pixelで撮影した．双曲面ミラーのパラメー
タ (単位はいずれも mm) は，a = 13.722, b = 11.708,
c = 18.038，f = 427.944である．また，GSVの解像度
を実験的に 20×30pixelと設定した．これにより特徴ベ
クトルの次元は 20 × 30 × 3 = 1800となる．撮影は二日
間行い，被験者には各日，図 10に示すコース S1～S5を
歩いてもらい，計 5シーケンスを撮影した．結果として
二日間で計 10シーケンスを撮影し，それを表 3に示す
三つのテストセットに分け，実験を行った．複数の基準
方位角については，各シーケンスの全被験者に共通な方
位角として表 3のように定義した．また，本節で定義し
たデータセットは 11人ずつ二つに分割し，一方をVTM
のための学習セットとして用い，もう一方を認証実験の
ためのテストセットとして用いることで，学習セットと
テストセットの被験者を分離した．

4. 2 歩容特徴変換

従来手法 [9]では，認証の際，ギャラリーとプローブ
間で共通した基準方位角のみを用いるため，テストセッ



表 3 シーケンス毎の基準角度 (G: Gallery, P: Probe)

テスト
シーケンス

基準方位角 共通 和
セット (下線 は共通方向) 方向数 方向数

Ex1
S1(G) 255, 270

2 5
S2(P) 240, 255, 270, 285, 300

Ex2
S3(G) 60, 75

1 5
S4(P) 75, 90, 105, 120

Ex3
S4(G) 60, 75

0 5
S5(P) 240, 255, 270

(60)

(75)

(90)

(105)

(120)

frq. 0 1 20 1 2 0 1 20 1 2

S1(G) S2(P)

: Transformed feature: Addition of reference view

(240)

(255)

(270)

(285)

(300)

S3(G) S4(P)

frq. 0 1 20 1 2 0 1 20 1 2

図 11 特徴の変換結果

ト 1では 75度のみを用い，テストセット 2では 255度
と 270度を用いた認証になる．また，テストセット 3で
は共通した基準方向が無いため，認証を行うことができ
ない．本論文では，図 11に示しているように，排他的
方向に対して変換した特徴についても認証に用いる．本
節では各データセットに対する特徴変換について述べる．
まず，テストセット 1における特徴変換について述べ

る．S1においては，240度，285度，300度が排他的方向
となっている．255度と 270度の特徴を入力として FTM
により 240度，285度，300度の特徴をそれぞれ生成す
る．一方，S2に関しては排他的方向が存在しないため，
変換は行わない．照合の際には，240度，255度，270度，
285度，300度の 5方向の特徴を用いる．
テストセット 2,3においても，同様にして排他的方向

の特徴を変換することで，各々5方向の特徴を照合に用
いることができる．

4. 3 実 験 結 果

提案手法の性能評価のための 4. 1節で定義したデー
タセットに対して歩容認証実験を行った．認証性能は
受信者操作特性曲線 (ROC曲線) [18]によって評価した．
ROC曲線とは本人照合において，受入れ基準の閾値を
操作した場合の他人受入れ率 (False Acceptance Rate:
FRA)PFA に対する本人拒否率 (False Rejection Rate:
FRR)PFRの関係を表したグラフである．ROC曲線にお
いては，曲線が原点に近いほど，より低い他人受入れ率
と本人拒否率が達成できることを示し，高い性能である

ことを意味する．また，ROC曲線における一般的な評価
基準として用いられている等誤り率 (Equal Error Rate:
EER)を用いた評価も行った．EERとは ROC曲線にお
いて他人受入れ率 PFA と本人拒否率 PFR が等しいとき
の誤り率のことであり，値が小さいほど高い認証性能で
あることを意味する．本実験において EERは EER line
と ROC曲線との交点で表される．また，提案手法の有
効性を検証するために，プローブとギャラリーで共通な
基準角度のみを用いた場合 [9]の認証結果を比較対象と
した．
各テストセットに対する実験結果を図 12に示す．図

(a),図 (b)より提案手法の方が比較手法より原点に近い
曲線を描いていることが分かる．また EERの値は，テ
ストセット 1では 6.0%から 5.0%に減少し，テストセッ
ト 2では 8.4%から 6.3%に減少している．テストセット
3における EERの値は 8.0%となっている．さらに本手
法の適用による認証性能の改善幅に関しても評価した．
テストセット 1(共通方向数: 2方向)，2(共通方向数: 1
方向)で，改善幅が各々1.0%，2.1%であることから，本
手法は特に共通方向数が少ない場合に効果的であると言
える．

5. お わ り に
本論文では，全方位カメラと 2種類の方向変換モデル

(View Transformation Model: VTM)によって得られる
多方向の歩容特徴の統合に基づく歩容認証手法について
述べた．全方位カメラで歩行シーケンスを撮影した場合，
一般的に俯角に比べて方位角の変化が大きくなるという
性質があることから，その性質を考慮して俯角と方位角
に関して適切な VTMを決定した．まず，比較的小さな
変化である俯角の変換には，学習が不要である矢状面の
透視投影に基づくモデル (Perspective Projection-based
Transformation Model: PPTM)を用い，俯角を 0度に
変換した画像を生成した．一方，方位角に関しては，学
習が必要なものの，複数方向が参照方向として与えられ
た場合に大きな方向変化に対応可能な因子分解法に基
づくモデル (Factorization-based Transformation Model:
FTM)を適用し，シーケンス間で互いに欠けている方向
の特徴を生成した．提案手法を 22人の被験者に対する
認証実験において評価し，従来手法 [9]と比較して，共
通方向数が 2方向・1方向の場合に，それぞれ EERの
値が 6.0%から 5.0%，8.4%から 6.3%に減少した．さら
に，従来手法では認証対象とできなかった共通方向が無
いシーケンスにおいても，提案手法により 8.0%の EER
を達成した．
今後の課題として，カメラと歩行者間の距離や配置に
関する解析が必要である.カメラから離れる程，解像度
は低くなるが，俯角と方位角の変化は小さくなるため，
安定した周波数領域特徴を抽出することが可能である．
逆にカメラに近ければ近い程解像度は高くなるが，俯角
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図 12 各テストセットに対する実験結果

と方位角の変化は大きくなるため安定した周波数領域特
徴を抽出することが難しくなる．そのため，最適なカメ
ラ配置について検討する必要がある．
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