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RGB-D（画像・深度）センサを用いた歩容認証の研究
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Abstract:
Progress of an aging society is accelerated sharply in the world. Taking care of the aged is inevitable,
but, especially in Japan, the population is shrinking and the people cannot support the aged enough. Here
we consider watching over the aged by using technology. However, monitoring cameras are not accepted to
many of the aged or their families. Thus we have been researching a robotic watching over system for the
aged that do not give discomfort to them. Face recognition technologies are not suited for the watching
over system, because of privacy infringing and of face recognition not working in the dark. As one of
watching over functions, we have developed a gait recognition system using a convolutional neural network
algorithm with RGB-D sensor data. The system does not use personally identifiable information like face,
but still it can recognize the name of the aged even in the dark. We have developed a normalization method
for RGB-D sensor data to make the subjects walk freely (not restricted to walk along a straight line, etc.).
We have achieved accuracy of more than 90% for eight people classification.
Keywords : Gait recognition, RGB-D sensor, Convolutional neural network
要旨:
歩容（歩き方）認証により高齢者施設での入退出を見守るロボットを開発している。歩容による認証は顔
認証などの技術とは違い、個人情報をそれだけで特定できる情報を使用せずに個人を特定する技術であり、
また本報告で使用する赤外線を用いた RGB-D センサによる骨格検出技術を利用することで夜間の認証にも
対応出来る。RGB-D センサのデータはセンサからの位置、センサに対する歩く方向により同じ人が歩いても
データとしては大きく異なる。そのため本報告では新たなデータ正規化法を提案した。その正規化法によ
り、高齢者施設の入退出を模擬した実験室環境で 8 名の学生が入退出するときの歩容データを取得し、畳み
込みニューラルネットワークによる学習を行い、91%の認識率を得ることが出来た。
キーワード：歩容認証、RGB-D センサ、畳み込みニューラルネットワーク

1. はじめに
高齢化社会において高齢者の QoL（Quality of Life）
を支えるため人手に加えて日本の技術力を使って高
齢者を支援することは避けられない要請である。高
齢者の姿勢や動きを認識し、必要であれば介護者に
連絡するような適切な見守りを行うことで、介護者
の負担を軽減し、高齢者には介護者に対する気遣い
を減らし、介護者にはゆとりを与えることが出来る。
そのような見守りシステムの１つとして高齢者施
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設での入退出に関する見守りを歩容（歩き方）認証に
より行うことを考える。高齢者施設の大部屋からの
入退出者を特定することは対象者が認知症を患って
いるなどの特別のケアを必要とする場合などにおい
て有効な見守り手段となる。本研究においては赤外
線を利用した RGB-D センサを用いることで顔認証
など暗い状況では使えない場面においても対応可能
である。

2. 日本の高齢化社会
日本は非常な勢いで高齢化が進んでいる。Fig. 1 に
日本の高齢化、総人口などを示す。横軸が年代で、縦

－ 91 －

湘南工科大学紀要

軸が人口あるいは割合（％）を示す。総人口は現在頭
打ちになっており、すでに減少傾向にある。一方、65
歳以上の高齢者の割合は右肩上がりで、図の折れ線
グラフが示すように 2018 年で総人口の 28.1%が 65
歳以上であり、2060 年には 38.1%に増加すると予想
されている。

Fig. 1 Statistics of Japanese Aging Society[1]

Fig. 2 は日本における認知症の人の将来推計を表
したグラフで 2012 年の実測値をベースに推定した
グラフである。これによると 2012 年には 65 歳以上
の高齢者の内 15.0%の 462 万人が認知症を患ってお
り、2060 年には 34.3%、1154 万人が認知症を患うと
予想されている。
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3. 歩容認証による見守りシステム
1、2 章で述べたように少子高齢化社会においては
人間が人間を見守るという理想を追い求めることは
難しい。その代わりに技術を用いて人間を見守るよ
うにすることが必要である。
しかしながら監視カメラのような常設見守りシス
テムは高齢者やその家族に監視されているという負
のイメージを与えかねない。そのため我々は移動型
ロボットによる見守りロボットシステムを研究して
いる。見守りロボットであれば監視されているとい
う負のイメージを見守られている人やその家族に与
えることが少ないと考えられるからである。
さらに本報告で利用する歩容認証システムでは顔
認識システムのように認識のためのデータが直接個
人情報に結びつくようなデータを使用することなく
認証が可能である。具体的には本報告における歩容
認証システムにおいては人物の骨格データ（関節の 3
次元位置情報）のみを用いて認証を行う。認証システ
ムによる処理なくして、その骨格データだけでは個
人を特定しにくいという特徴がある。
また顔認証のように可視光のカメラ画像を用いる
システムでは夜間において十分な情報が取り出せな
いため、夜間の見守りに適さない。本歩容認証システ
ムにおいては夜間においても十分な情報を取り出せ
る赤外線を用いた RGB-D センサによる深度情報か
ら作成される骨格データを用いる。そのため夜間に
おいても認証が可能である。
そのような骨格データを用い、その何秒か（本論文
では 2 秒）の時系列データを畳み込みニューラルネ
ットワーク（Convolutional Neural Network (CNN)）
を用いて学習し、認識処理システムを実現した。本報
告では実験室の入り口ドアに向けて RGB-D センサ
を設置し、8 名の学生が入退出する様子を常時撮影し
たデータを用いた実験を行い、91%以上の認識率を
得た。

4. 歩容認証に関する従来研究
Fig. 2 The Predicted Number of the Aged with
Dementia and its Ratio in the Aged[2]

このように日本では世界でもトップクラスで高齢
化が進み、また認知症発症率も高いという状況であ
る。このような状況に対し、持続的な日本社会の発展
のため技術を駆使して対応することが必要である。

従来から多くの歩容認証研究がある。その中には 2
次元 RGB 画像を利用した研究と、我々と同様に 3 次
元の RGB-D センサのデータを利用した研究がある。
2 次元 RGB 画像はカメラ方向と歩行の方向間の角
度の違いにより見え方が大きく異なるためこれを補
償する必要がある。Yu ら[3]はこの見え方の違いを検
証し、人物の側面から撮影したときに最も認識率が
高くなると報告している。Makihara ら[4]は上記方
向の違いを周波数領域における方向変換モデルを用
いて解決している。この方法は事前に様々な方向（上
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記の角度の違い）でのデータを取得しておき、それを
元に方向変換モデルを算出しておく方式であり、認
識率を上げるためには十分な準備が必要であること
が予想される。
一方、3 次元 RGB-D センサのデータを利用すると
（特に Kinect のように骨格データを提供するセンサ
においては）簡単に歩容を取り込むことができる。し
かしながら被験者のセンサからの位置や歩行方向に
関する補正が必要となる。
三堀ら[5]は本研究と同じ RGB-D センサ Kinect v2
を使用して、歩容認証の実験を行った。2 つのセンサ
を利用したオクルージョン対策が取られているが、
被験者は一定方向に直進する場合のみを扱っている。
Sabir ら[6]は被験者がセンサの前を左から右に向
かって直進するデータを取得し 16 人の識別で 94%
の認識率を示している。
Kim ら[7]は骨格データを使い、関節角度やリンク
の長さを計算し、それらを特徴として認識する実験
を行った。被験者はトレッドミルの上を歩いて、正面
に配置された Kinect によりデータを取っている。
Sinha ら[8]は適応ニューラルネットにより歩容認
証を行った。センサからの被験者の位置の依存性は
関節間の差を計算した特徴を用いて取り除いている。
関節間の差という特徴は静的なリンク長や関節間の
動きを表す動的な特徴であるが、静的な特徴の方が
より重要であるとの結論となっている。身体的特徴
が同じような被験者の識別は難しい。
Preis ら[9]は骨格データを利用して身長、脚、胴、
下腿、大腿、上腕、前腕の長さ、歩幅、速度を計算し
た。9 人の被験者で 90%の認識率を達成している。骨
格データからの静的特徴ベースのため同体形の被験
者が複数いる場合には適用が難しいと思われる。
Andersson ら[10]は回転雲台付の Kinect の周りを
被験者に半周歩かせ、かつ人の動きに合わせて
Kinect を回転追従させてデータを取得した。そのた
めデータは Kinect に対してほぼ同じ姿勢のデータで
ある。このデータから関節間の距離（リンク長）やリ
ンク間角度を計算し、140 名の被験者を分類してい
る。被験者数の違いにより、数名の被験者では 98%、
140 名では 88%程度の認識率であると報告している。
Yang ら[11]も同様に関節間距離などを利用した認
識を行った。脚の長さなどの人体の静的特徴と 1 本
の骨で繋がっていない関節間の相対距離という動的
特徴を組み合わせることにより Andersson らのデー
タを使って 140 名の被験者の識別で 95.4%の識別率
を達成している。
以上のような研究があるが[4]を除いて、いずれの
論文も被験者が直線上を歩くなどの拘束された歩き

方をしており、自由に歩いたときの認識に関しては
十分な考察がなされていない。

5. 歩容認証
歩容認証の方法および実験結果について述べる。
まず使用する RGB-D センサである Kinect センサに
ついて述べ、次に骨格データの正規化について述べ
る。最後に正規化したデータを用いてニューラルネ
ットにより学習し、歩容データを識別した結果につ
いて報告する。

5.1 Kinect センサ
本論文では Microsoft 社の Kinect V2 を RGB-D セ
ンサとして使用し、Kinect V2 により骨格データを取
得する。Fig. 3 に Kinect V2 本体とセンサを示す。
Kinect には図に示すように左から RGB カメラ、赤
外線（IR）カメラ、赤外線送信機が配置されている。
赤外線送信機から発射された赤外線を IR カメラで捉
え、その時間を計測することで空間の深度情報を得
ている。

Fig. 3 Kinect V2 and its Sensors[12]

Fig. 4 に Kinect とその座標系を示す。図に示すよ
うに x, y, z 座標は取られている。原点は赤外線カメラ
と赤外線送信機の間にある。センサ長手方向が x 座
標、重力方向逆向きが y 座標、Kinect から前向きに
z 座標である。データは 30Hz で取得される。

Fig. 4 Kinect V2 and its Coordinate System[13]

Fig. 5 に Kinect センサで取得できる骨格データを
示す。図の●で示される 25 点の関節位置の Kinect
座標系での 3 次元データを取得できる。Fig. 6 に
Kinect で取得した骨格データ像を示す。人物領域内
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の線が関節を結んだ骨部分を表している。このよう
に取得できる関節位置データの時系列の動き（歩容）
を使い、人物の識別を行う。
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次のようにして正規化する。
人が歩く位置はその時々によりセンサからの距離
が違ってくる。Fig. 7 を見てみると、A の位置にいる
人と B の位置にいる人ではその Kinect 座標系での
座標値は大きく異なる。腰の位置で見てみると例え
ば A では(1.0, 0.1, 1.2)であり、B では(-0.9, -0.1, 2.0)
のようになる。また人がそれぞれ a、b の方向にまっ
たく同じように歩いたときのデータも、歩いている
位置・向きが違うことで大きく異なったデータとな
る。そのため人の歩き方（動き）のみを取り出せるよ
うなデータに変換する必要がある。

Fig. 5 Kinect V2 25-joint Skeleton[13]

Fig. 7 Relation between a Sensor and a Person

まず位置データの正規化について考える。Kinect
の骨格データは Kinect センサを原点とする座標系に
おける 3 次元位置データである。Fig. 8 に骨格画像
とその関節位置の一例を示す。図で SB（Spine Base、
Fig. 5 の SPINE_BASE）や RS（Right Shoulder、
Fig. 5 の SHOULDER_RIGHT）と書いてある右の
座標値（(xSB, ySB, zSB)など）がセンサ座標系での 3 次
元位置を表している。
RS の 座 標 値 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 か ら SB の 座 標 値
𝑥 , 𝑦 , 𝑧 を引いた SB を基準とした相対座標𝑅𝑆′⃗

Fig. 6 Skeleton Data

を考える。すると𝑅𝑆′⃗は以下のように計算できる。

5.2 骨格データの正規化
本研究における歩容認証においては通常の高齢
者施設での高齢者の歩行を想定し、被験者が直進し
ている場合のみならず、蛇行している場合、進行方向
が異なる場合（入り口から入ってきた場合、出ていく
場合、あるいは部屋の中で入り口以外へ移動する場
合など）にも対応出来るようにするため、Kinect で
取得した骨格データ（関節の 3 次元位置データ）を

𝑅𝑆⃗

𝑥

𝑥 ,𝑦

𝑦 ,𝑧

𝑧

(1)

このような計算を SB 以外のすべての関節について
行うことで、そのデータは被験者の Kinect からの位
置によらず、その時々の SB 位置からの相対データと
なり、位置依存性を消した正規化したデータとなる。
また SB 自身の位置はセンサからの距離の影響を受
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けるため、次のように速度を計算して位置依存性を
正規化している。Kinect のデータ取得周期は 30Hz
なので、
Δ𝑆𝐵
𝑆𝐵
Δ𝑡
𝑦
𝑧
𝑥
𝑥
𝑦
𝑧
,
,
1
1
1
30
30
30
30 𝑥
𝑥
,𝑦
𝑦
,𝑧
𝑧
. (2)
xSBi などは xSB の i 回目の取得データを示す）
（但し、
により SB の速度が計算できる。
式(1)、(2)によりすべての関節のデータを Kinect か
らの位置に依存しないデータとして扱うことができ
る。

る。

などの SB からの相対関節位置をベクトル
に射影する。そうすると図のように SB からの
）は 𝑆 𝑆

相対位置（図では

座標系において

P=(Px, Py, Pz)と表される（但し Py は

の y 成分）。

すなわち、以下のようになる。
𝑃

𝑅𝑆⃗ sin 𝜃

(3)

𝑃

𝑅𝑆⃗ cos 𝜃

(4)

𝑆 𝑆 ⃗ 𝑅𝑆⃗
(5)
𝑆 𝑆 ⃗ ∙ 𝑅𝑆⃗
ここでθはベクトル𝑆 𝑆 ⃗ とベクトル𝑅𝑆⃗のなす角度
である。
この 𝑆 𝑆 座標系の点 P はセンサからの距離や向
きに左右されない、人の歩き方を表すデータとなっ
ている。
𝜃

tan

Fig. 8 Positional Normalization

次に進行方向の依存性を正規化する方法を示す。
求めた相対位置をさらに進行方向によらないデータ
に変換する方法を Fig. 9 に示す。図は右肩（RS）の
データについて示している。データサイズ（何秒間の
データで歩容認証を行うか。図では𝑡 秒としている。
今回の報告では高齢者の方々の入退出は通常 4 秒以
上かかることから𝑡 =2 とした。
）を決め、そのサイズ
での開始位置𝑆 と最後の位置𝑆 を結ぶベクトル
の方向を z 方向とし、重力の反対方向（紙面手前向
き）を y 方向、それらに直交し右手系をなすように x
方向を決め、原点は各タイミングでの SB の位置に置
き、これを 𝑆 𝑆 座標系と呼ぶ。添え字の i は開始位
置𝑆 からスタートして何回目のデータであるかを表
す。
重力方向（y 方向）データは進行方向にかかわらな
いデータなのでそのままにし、x、z 方向のみ正規化す

Fig. 9 Directional Normalization

Fig. 10 に位置・進行方向の依存性を取り払い正規
化したときの右足先のデータを示す。x 座標値は右足
先が進行方向に対して直交する方向、すなわち左右
方向の揺れを示しており、最大 10 ㎝程度 SB の x 座
標から揺れていることがわかる。また y 座標値は重
力方向の値であるが、SB から 70 ㎝程度低い位置で
あることがわかる。z 方向は進行方向の動きで前側に
最大 40 ㎝、後ろ側に 20 ㎝弱動いていることがわか
る。

5.3 歩容認証実験
5.2 節に示した正規化を行った後、深層学習を利用
して研究室の学生 8 人の歩容認証を行った。高齢者
施設の大部屋では 4 人から 6 人程度の居住者がおら
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れるため、その識別が出来ればよいのでここでは少
し余裕を見た 8 人としている。実験は 2 種類行い、1
つは学生に Kinect に向かって、あるいは Kinect か
ら遠ざかる方向に真っすぐ歩く、もう 1 つは Kinect
を実験室の扉に向けて設置し、学生が自由に出入り
している様子を撮影する。ただし、単に出入りしてい
るだけでなく、Kinect の前で自由に（直進の縛りな
く）歩いたデータも含めた。
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ータを次の 2 秒分のデータとして切り出す。連続し
て 2 秒分のデータが取れなくなるまでこの操作を続
ける。
作成した 2 秒分のデータ群を使い、歩容認証を行
う。本報告ではこれらの 2 秒分のデータの内、
約 90％
を学習データとし、残り 10％をテストデータとした。
学習データとテストデータで重なりが無いように選
び、学習データ 34950 個、テストデータ 3850 個と
した。すなわちデータは延べ 21.6 時間分を利用した
ことになる。

Fig. 10 Right Foot Data

Kinect で 取 得 し た 骨 格 デ ー タ は csv （ comma
separated values）ファイルとして保存した。Kinect
は 30Hz で骨格データ（25 関節）を取るため、被験
者が Kinect の検出領域に n 秒間入っていたとする
と、
30(Hz)*n(s)*25(joints)*3(x, y, z それぞれの座標
値) = 2,250 n
個のデータが集まることになる。
このようにして集めたデータに対して、5.2 節での
データ正規化を行う。そして認識のために 5.2 節で示
したように𝑡 =2 として 2 秒ずつのデータに切り出す。
Fig. 11 に Kinect で収集したデータを正規化したデ
ータの一部を示し、そこから 2 秒分ずつ切り出して
いる様子を示す。図の各行は 30Hz で取得される各
関節データで、それぞれ x, y, z の値が 25 関節分 1 行
に並んでいる。2 秒分のデータを取るということはこ
の図から 60 行分ずつ切り出すということになる。最
初の 2 秒分のデータを切り出した後、1 行下のデータ
から 60 行分、すなわち 2 行目から 61 行目までのデ

Fig. 11 Extracting Two Seconds Data Set

本報告では Fig. 11 に示したような歩容データを画
像として扱い（横方向は関節間の関連があり、縦方向
は時系列としての関連があるので 2 次元の関連があ
る画像と同様に扱えると考えた）、畳み込みニューラ
ルネットワーク（Convolutional Neural Network,
CNN）を用いて学習させ、認証する。
ここで用いたニューラルネットワーク（NN）は
CNN 層 3 段と全結合層 2 段（右側の灰色の四角の部
分）の構成とした。Fig. 12 にその構成を示す。入力
は 5.2 節で示した SB の速度（3 自由度）と腕を除く
𝑆 𝑆 座標系での位置で、15 関節（それぞれ x, y, z の 3
座標値）で 2 秒分（60 回）の歩容データである。図
に示すように(15*3)*60 個のデータとなる。腕部分を
除いたのは歩くときにスマホを見ていたり、腕を組
んでいたりする時があるためである。
最初に予備実験として被験者 5 名に出来るだけ直
進するよう指示して取ったデータ（学習データ 5300
個、テストデータ 550 個）を利用して学習させた。
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Fig. 12 Neural Network Structure

Fig. 13 に学習結果を示す。Fig. 14 にテストデータで
のテスト結果を示す。Fig. 13 の横軸はミニバッチ（ミ
ニバッチ学習は全データを 1 度に学習に使うのでは
なく、少数のデータ毎に学習を行う手法である。ここ
では 50 データ分ずつのミニバッチ学習を行った。学
習データは 5300 個なので、全データを 1 回学習する
ためには 106 回のミニバッチ学習が必要である。
）毎
の学習回数を表しており、Fig. 14 の横軸はミニバッ
チで全データ分を１回学習し終わるごとにテストを
した回数を示している。Fig. 14 に示すように認識率
は 99%以上であった。

抽出したトレーニングデータで学習した結果を、Fig.
16 にテストデータでの確認結果を示す。Fig. 15 の横
軸はミニバッチ（50 データ分）毎の学習回数を表し
ており、Fig. 16 はミニバッチで全データ分を１回学
習し終わるごとにテストをした回数を示している。
学習データは 34950 個なので、全データを 1 回学習
するためには 699 回のミニバッチ学習が必要である。
Fig. 16 に示すように認識率は 91%となった。

Fig. 14 Test Data Result for Straight Walking

Fig. 13 Training Data Result for Straight Walking

次に別の被験者 8 名の実験室への入退出時の歩容
データと、データ量を増やすために Kinect の前で自
由に（直進の縛りなく）歩いたデータとを合わせた歩
容データを使って実験を行った。Fig. 15 にそこから

以上のように直進のデータに関しては 99%以上の
認識率を得ることができ、従来あまりやられていな
い自由に歩いたデータに対しては提案した位置と進
行方向の正規化を行うことで 91%の認識率を得るこ
とができた。
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Fig. 15 Training Data Result for Free Walking
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Fig. 16 Test Data Result for Free Walking

6. 終わりに
高齢者施設での高齢者の見守りのための歩容認証
の研究を行った。RGB-D センサが取得する骨格デー
タに適切なデータ変換を施し、CNN（Convlutional
Neural Network）を用いて分類し、学生 8 名が自由
に歩くデータを 91%の認識率で識別出来た。歩容認
証により施設の部屋の入退出でケアの必要な方が出
られた場合の検出ができる。

謝

参

考

[12]

辞

本研究の一部は JSPS 科研費 JP16K00767 の助成
を受けたものです。

[1]

[11]

文

[13]

献

内閣府、令和元年版高齢社会白書（概要版）
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

－ 98 －

2019/gaiyou/pdf/1s1s.pdf 2019/09/20 調べ
三菱 UFJ 信託銀行、認知症の現状と将来推計
https://www.tr.mufg.jp/shisan/mamori/dementia/
02.html 2019/09/20 調べ
Yu, Shiqi, Daoliang Tan, and Tieniu Tan.
"Modelling the effect of view angle variation on
appearance-based gait recognition." Asian
Conference on Computer Vision. Springer, Berlin,
Heidelberg, 2006.
Makihara, Yasushi, et al. "Gait recognition using
a view transformation model in the frequency
domain." european conference on computer vision.
Springer, Berlin, Heidelberg, 2006.
三堀裕,花泉弘：“Kinect V2 を用いる歩容認識に基
づく個人識別手法”，情報処理学会第 79 回全国大
会講演論文集，2017.1 (2017): 439-440.
Sabir, Azhin & Ahmed, Mohammed & AlTalabani, Abdulbasit & Maghdid, Halgurd.
(2017). Human gait identification using Kinect
sensor. Kurdistan Journal of Applied Research. 2.
10.24017/science.2017.3.37..
Kim, Wonjin, and Yanggon Kim. "Gait
Recognition for Human Identification using
Kinect." Proceedings of the International
Conference on Research in Adaptive and
Convergent Systems. ACM, 2017.
Sinha, Aniruddha, Kingshuk Chakravarty, and
Brojeshwar Bhowmick. "Person identification
using skeleton information from kinect." Proc.
Intl. Conf. on Advances in Computer-Human
Interactions. 2013.
Preis, Johannes, et al. "Gait recognition with
kinect." 1st international workshop on kinect in
pervasive computing. New Castle, UK, 2012.
Andersson, Virginia Ortiz, and Ricardo
Matsumura Araujo. "Person identification using
anthropometric and gait data from kinect
sensor." Twenty-Ninth AAAI Conference on
Artificial Intelligence. 2015.
Yang, Ke, et al. "Relative distance features for
gait recognition with Kinect." Journal of Visual
Communication and Image Representation 39
(2016): 209-217.
The Kinect V2 sensor front with cameras and
emitter positions:
https://www.researchgate.net/figure/The-KinectV2-sensor-front-with-cameras-and-emitterpositions_fig1_326398823 2019/09/19 調べ
Understanding Kinect V2 Joints and Coordinate
System:
https://medium.com/@lisajamhoury/understandi
ng-kinect-v2-joints-and-coordinate-system4f4b90b9df16 2019/09/19 調べ

