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大規模歩容データベースを用いた歩容認証手法の性能評価
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あらまし 近年，歩き方の個性に基づく個人認証手法が提案されているが，その性能評価は高々100人程度のデータ
ベースに対してしか行われておらず，その統計的な信頼性は十分ではない．そこで本研究では，まず世界最大となる
2歳から 94歳までの幅広い年齢層の男女計 1035人からなる大規模歩容データベースを構築した．次に，代表的な既
存歩容特徴である平均シルエット，周波数領域特徴，固有空間における軌跡特徴による認証実験を行った．認証性能
は CMC曲線及び ROC曲線により評価し，データベースから抽出した 100人と全体の 1035人に対する結果を比較す
ることで，大規模データベースの必要性を示す．
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Abstract Methods of gait-based person identification have been proposed for a decade. The gait recognition

performances of the existing methods were evaluated with approximately 100 subjects at most and the statistical

reliability was not sufficient. Therefore, we construct the largest gait database in the world which includes 1035

subjects with ages ranging from 2 to 94 years old. Then, the performance evaluation for the existing gait recognition

approaches such as averaged silhouette, frequency-domain feature, and gait manifold in eigenspace is executed with

CMC curve and ROC curve. Finally, the necessity of the large scale database is shown by comparing the result for

subsets of 100 subjects picked up from the original database and the whole set of 1035 subjects.
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1. は じ め に

近年，人の歩き方の個性を用いた個人認証手法として
歩容認証が注目されている．指紋や虹彩を用いた個人認
証技術では，認識の際にカメラやセンサーに接近する必
要があるが，歩容認証はカメラから遠方の人物でも認証
可能であるため，広域監視への応用が期待されている．
現在，コンピュータビジョンによる歩容認証の分野で

は，カメラで撮影された画像列から対象者の歩き方を表
す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 [1] [2] [3] と，アピアランスベースの
手法 [4] [5] [6] [7] 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歩容特徴を抽出し，

その特徴を基に個人認証をする手法である．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
特徴を抽出し，その特徴を基に個人認証をする手法で
ある．
これらの認証手法に対して認証実験及び性能評価を高
い信頼度で行うためには，大規模な歩容データベースが
必要となる．現在までに公開されている大規模歩容デー
タベースとしては，HumanID dataset，Soton database，
CASIA dataset等が挙げられる．これらのデータベー
スの被験者数は，100人程度のオーダーである．また，
HumanID datasetでは子供や高齢者のデータは含まれ
ておらず，また，CASIA datasetは被験者の大部分が 20

代，30代となっている．各手法の性能を評価する上で，
被験者数が 100人程度では十分な信頼性が得られず，ま
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た実世界で個人認証を行う際には，様々な年齢の人を対
象に認証を行うため，データベースには幅広い年齢・性
別の被験者が含まれていることが望ましい．
そこで本研究では，2歳から 94歳までの 1035人の被

験者の歩容データからなる，世界最大規模の歩容データ
ベースを新たに構築する．次に，既存の歩容特徴である
平均シルエット，周波数領域特徴，固有空間における軌
跡特徴を用いて認証実験を行い，各手法の性能を評価す
る．更に，データベースから無作為に選択した 100人に
対する各手法の認証性能と，データベースの全データ
1035人に対する各手法の認証性能を比較することで，本
データベースの必要性を示す．
本論文ではまず 2章において，既存の歩容データベー

スと本研究において構築した大規模歩容データベースに
ついて述べる．そして 3章で，構築した大規模歩容デー
タベースを用いて既存の歩容特徴による認証手法の性能
を評価し，4章で本論文をまとめる．

2. 歩容データベース

2. 1 既存データベース

街中の監視カメラなどを用いて，実世界で歩容認証
を行う際には，様々な角度から撮影された人物で認証す
る必要があり，また服装や靴の違い，荷物の違いなどの
様々な状況の異なる入力データに対して認証する必要が
ある．そのため，歩容認証手法の性能を評価する上では，
様々な歩行状況の異なるデータベースが必要となる．ま
た，歩行による性別 ·年齢識別の研究は，生物医学，認
知学等，様々な分野で行われているが，そのような分野
で解析を行う場合，精確な解析結果が得られるだけの幅
広い年代・性別の十分な被験者数が必要となってくる．
このような要求がある中，表 1に示すように，歩容に

関する様々なデータベースが公開されている．歩行状況
の変化に着目すると，CMU Mobo Database [8]は，6方
向の方向変化に加えて，速度変化や傾斜の違いや荷物の
有無といった歩行状況の異なるデータが揃っている．ま
た CASIA dataset [9]は 11方向の方向変化が含まれてい
ることが特長であり，服装の違いや荷物の有無といった
歩行状況の変化については一通りずつの変化が含まれて
いる．HumanID database [10]は，方向・地面・靴・鞄・
時間経過といった非常に幅広い状況を取り扱っている点
が特長であり，歩容認証の研究において最も幅広く用い
られているデータセットである．
一方，被験者数やその年齢・性別の分布について着

目すると，多くのデータベースが 100人未満しか含ま
れて居らず，100人を超えるデータベースは HumanID

database [10]，Soton database [11]，CASIA database [9]

に限定される．HumanID database は子供や高齢者の
データは含まれておらず，CASIA databaseは被験者の
大部分が 20代，30代となっており,男女比がおよそ 3:1

と，被験者の年齢や性別に偏りがある．このように，現

在公開されているデータベースを用いて認証手法の性能
を評価するには，被験者数が少ないと考えられ，年齢や
性別にも偏りがあり正確な性能評価を行うことはできな
いと考えられる．

2. 2 本データベース

本研究では，幅広い年齢層からの多数の被験者からな
る，世界最大の歩容データベースを構築する．本データ
ベースは 2歳から 94歳までの男女，計 1035人 (男性 569

人，女性 466人) の歩行画像列とシルエット画像列から
構成される．被験者の年齢，男女分布を図 1に示す．
2. 2. 1 オンライン歩容個性計測システム
本データベースは，オンライン歩容個性計測システム
を用いて撮影した画像列を用いて構築した (図 2参照)．
本システムは歩行者が直線歩行しているところを，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歩行周期以上を撮影すること
が望ましい．そこで，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．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 4.0 m 離れた地点に設置
する．使用したカメラの画像サイズは，640 pixel × 480

pixel で，フレームレートは 30 fps (frame per second)

である．図 3に，オンライン歩容個性計測システムでの
撮影例を示す．
2. 2. 2 歩容シルエットボリュームの作成
まず撮影した画像列を用いて，歩行者のシルエットを
抽出する．本データベースでは，このシルエット抽出処
理を，グラフカット [16]を用いて自動的に行う．
まず人物領域の Seed を次の手順で決定する．ある画
素に注目した時，その画素上を人物が通過するのは，全
フレーム中の数フレームであるため，人物領域は，各画
素について時間軸方向にその画素値を見たとき，その画
素の外れ値として抽出する．色の差ベクトルを式 (1)と
おくと，式 (2)により，画像上の位置 (x, y)の画素にお
ける共分散行列 C を求め，次に式 (3)を用いて，(x, y)

の画素値の中央値 Cmed(x, y)からのマハラノビス距離
dmを求める．dmが閾値より大きいものを人物領域候補，
閾値より小さいものを背景とみなす．

d = C i(x，y)−Cmed(x，y) (1)∑
(x，y) =

1

n

n∑
i=1

ddT (2)

dm(x，y，i) =

√
dT

(∑
(x，y)

)−1

d (3)
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表 1 既存データベース
データベース サイズ 歩行状況の変化
HumanID dataset [10] 122 人 2方向，靴変化，荷物，時間，
UCSD Database [12] 6 人 -

Georgia Tech Database [13] 20 人 多方向，時間 ·距離
CMU Mobo Database [8] 25 人 6方向，速度変化 2段階，傾斜変化，荷物 (ボール)

Soton (Southampton) database [11] 115 人 多方向
UMD (Univ．of Maryland) Database [14] 25 人 4方向

55 人 2方向
MIT Database [15] 24人 多方向，歩行時間
CASIA dataset [9] 124 人 11方向，コート，バッグ 1種類

図 1 被験者の年齢 ·男女分布

ここでC i(x, y)は，i番目のフレームの色ベクトルを表
す．上記の外れ値処理を 2回繰り返して行う．
次に，人物領域候補から影の除去を行う．影の除去は，

中央値の色ベクトルと入力色ベクトルとの角度差 θ に
よって行う (式 (4))．θ が閾値より小さければ影とみな
し，人物領域候補から除去する．

θ = arccos
( C i(x, y) ·Cmed(x, y, i)

| C i(x, y) || Cmed(x, y, i) |

)
(4)

この領域を初期人物領域とし，これに対して収縮処理
を行った領域を人物領域の Seed する．
次に，初期人物領域を，2値のグラフカットによって”

人物”と”背景”に分割する．ここで，”人物”のデータ項
としては，Seed 領域から生成された，RGB空間の色ベ
クトルに関する混合ガウス分布 (GMM)に対する入力色
ベクトルの距離をエネルギーとして計算し，”背景”の
データ項としては (3)及び (4)をエネルギーとして計算
する．平滑化項は，隣接画素間のエッジ強度に応じてペ
ナルティを課すように設定した．
このようにして得られた人物領域をシルエットとし

て抽出し，次にシルエットから歩容シルエットボリュー
ム (GSV:Gait Silhouette Volume)を作成する [7]．得ら
れた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，水平中
心の位置合わせを行うことで，画像サイズ 22×32 pixel

の画像を作成する．それらの画像を時間軸方向に重ね合

わせることで時空間の歩容シルエットボリューム (GSV)

を作成する．図 4に GSVの作成例を示す．
基本的には上記の処理によって正確なシルエットが抽
出されるが，背景や影と似た色の服を着ている被験者な
ど，一部シルエット抽出がうまくいかない例も存在する．
本研究では，抽出されたシルエット画像列を目視により
確認し，オーバーセグメンテーション及び，アンダーセ
グメンテーションが 1画素程度以下のものを用いた．

3. 性 能 評 価

3. 1 評 価 方 法

評価手法として，平均シルエット (GEI) [17]，周波数
領域特徴 (FREQ) [7]，歩行周期を照合単位とした固有空
間における軌跡特徴 (PP-PCA)，プローブはシーケンス
全体，ギャラリは歩行周期を照合単位とした固有空間に
おける軌跡特徴 (SP-PCA) [18]を用いた四つの認証手法
を取り扱う．各認証手法の性能を 2. 2 節で述べたデータ
ベースを用いて評価するが，その際データセットのサイ
ズによる性能のばらつきを評価するため，以下の条件で
二種類の評価実験を行う．
（ 1） 実験 1 データベースの全データである 1035人
を用いた認証実験
（ 2） 実験 2 データベース中からランダムに選択した

100人を用いた認証実験
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(a) 真上図

(b) 正面図

図 2 オンライン歩容個性計測システムの概要

(a) (b)

(c) (d)

図 3 オンライン歩容個性計測システムの撮影例

認証性能は累積識別精度特性曲線（CMC曲線：Cumu-

lative Match Characteristic curve）及び，受信者操作特
性曲線 (ROC曲線 : Receiver Operating Characteristic

curve) により評価する．CMC 曲線とは本人同士の類似
度が全体の何番目に位置するかを示したものである．ま

図 4 GSVの例

図 5 累積寄与率の変化

た，ROC 曲線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時に，他人受け入れ率（FAR：False

Acceptance Rate）と本人拒否率（FRR：False Rejection
Rate）の関係を表すものである．FAR 及び FRR ともに
低くなる程，認証性能は高いことを示す．また，ROC曲
線より FARと FRRが等しくなる等誤り率 (EER: Equal

Error Rate)を取り出して，評価に用いる．
固有空間における軌跡特徴を用いた認証手法 [18]を評
価する際には，固有空間の次元を定める必要がある．累
積寄与率を様々に変えて EERを評価した結果 (図 5)に
基づいて，本論文では累積寄与率が 99%となる次元と
した．

3. 2 実 験 結 果

3. 2. 1 各歩容認証手法の性能比較
本節では，データベース中の全 1035人のデータを用
いて，各認証手法の性能を評価した結果とその考察につ
いて述べる．データベース中の全データを用いて得られ
た，各歩容認証手法の CMC曲線を図 6に，ROC曲線
を図 7に示す．
全手法の中で，平均シルエットを用いた手法が最も性
能がよく，次に周波数領域特徴，SP-PCA，PP-PCAと
いう順序となった．周波数領域特徴を用いた手法は，平
均シルエットを用いた手法より性能が下がっており，こ
れは 1倍周波数特徴，2倍周波数特徴が性能を下げたと
考えられる．これらの特徴が性能を下げた原因としては，
登録時と入力時において歩き方における腕振り度合いな
ど，1倍, 2倍周波数成分に影響を与える動作が不安定で
揺らぎがあるためであると考えられる．
3. 2. 2 大規模データベースの必要性
次に，データベース中からランダムに選択した 100人
ずつの，異なる 7組のグループを抽出し，その 7組のグ
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(a) CMC 曲線

(b) CMC 曲線 拡大図

図 6 1035人のデータを用いた各認証手法の CMC曲線

ループに対する各認証手法の性能とデータベースの全
データ 1035人分を用いた時の性能を比較する．図 8から
図 11に，7組の 100人グループの平均 ROC曲線と標準
偏差を示す誤差バー，1035人で認証を行った際の ROC

曲線の拡大図を示す．また，各手法の ROC曲線から求
めた EERを図 12に示す．
これらの図より，7組の 100人の被験者グループで性

能評価を行った場合，グループによって性能に大きな違
いがあることが分かる．文献 [19]よると，FRRの分散
の理論値 σ̂は式 (5)により求められる．

σ̂(p̂) =

√
p̂(1− p̂)

n− 1
(5)

ここで p̂は，観測された FRRを示し，nは認証に用い
た被験者数を表す．FRRの標準偏差の理論値は図中の
破線で表されているが，実際に 100人の被験者で認証を
行った結果の標準偏差と良く一致していることが分かる．
また，この理論値に基づくと，100人に対する FRRの
ばらつきが，1035人を用いて認証を行うと 1/3程度に抑
えられていることが分かる．例えば，平均シルエットに
おける FARが 4%の時の FRRに着目すると，100人の
場合には 2%程度の標準偏差があるのに対して，1035人

(a) ROC 曲線

(b) ROC 曲線 拡大図

図 7 1035人のデータを用いた各認証手法の ROC曲線

図 8 平均シルエット

の場合には 0.5%程度に抑えられている．
この様に，小規模なデータセットに対して認証を行っ
た場合，データセットによって性能にばらつきがあるた
め，性能評価としては信頼性が低く，信頼度の高い評価
を行うには，大規模なデータデータセットが必要不可欠
であることがわかる．

4. ま と め

本研究では，世界最大の大規模歩容データベースを構
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図 9 周波数領域特徴

図 10 歩行周期単位の固有空間における軌跡特徴

図 11 プローブをシーケンス全体，ギャラリを歩行周期単位
とする固有空間における軌跡特徴

築し，各歩容認証手法の性能評価を行った．まず，オン
ライン歩容個性計測システムを用いて撮影した歩行映像
から，歩容シルエットを作成し，1035人分の歩容データ
を持つ大規模歩容データベースを構築した．次に，作成
したデータベースを用いて，代表的な既存歩容特徴であ
る，平均シルエット，周波数領域特徴，固有空間におけ
る軌跡特徴を用いた認証手法に対して性能評価を行った．
性能評価は，1035人の被験者を用いた各手法の性能比較
と，データベース中から抽出した 100人の被験者を用い
て認証実験を行った際のの性能比較を行った．
評価実験から，平均シルエットを用いた認証手法が最

も良い性能が得られた．また，100人の被験者について

図 12 各認証手法の EER

認証した結果と比較して，1035人の被験者について認証
した結果では，100人の被験者による性能のばらつきが
大きいことが分かり，大規模データベースの必要性を確
認した．今後の課題としては，他の既存手法の本データ
ベースによる性能評価や，本データベースによる年齢・
性別の識別に関する研究が挙げられる．
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