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In this paper, we propose the method of human gait estimation using a wearable camera. The proposed method has an

advantage in achieving the estimation regardless of surroundings. Human gait is estimated based on Extended Kalman Filter

by using some human walking models which are defined as example motion clips, and an observed image which is captured

by the camera attached on human leg. The experiment shows that this method allowed the accurate estimation even when an

user walked at different velocity.
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1. はじめに
近年,人間の位置・姿勢推定のニーズが高まっている. 大域

的な位置推定としては GPSがあるが, 電波の届かない地下な
どにおいては利用が困難である. また,詳細な動作推定に関し
ては, モーションキャプチャがあるが, 煩雑なマーカーを身体
に取り付ける必要があり,手軽なシステムとは言えない. これ
までに日常的な環境におけるモーションキャプチャの重要性
を考慮し,マーカーと設置カメラを必要としないシステムも開
発されている 1). しかし, このシステムは人間の姿勢を推定す
ることに重点を置いており,大域的な位置推定は行われていな
い. この他,マーカーを用いない設置カメラによる監視型のア
プローチが考えられるが,障害物がある環境下や群衆中におい
ては死角の影響により情報の取得が困難である. 本稿では,こ
のような問題が致命的となる新しいアプリケーションのため
の人間の位置・姿勢推定に着目する.

そこで,我々は,ウェアラブルカメラによって撮影された画像
と人間の動作モデルによって,なるべく少ないセンサの限られ
た情報から動作を推定する技術の確立を目指す. このようなア
プローチでは人間にセンサを取り付けるため,外からのセンシ
ングが不要であるという利点がある. 本技術により,これまで
不可能であった障害物のある環境下や電波の届かない地下で
あっても人間の位置・動作推定が新たに可能になると考えられ
る. このような環境下での位置・動作推定は,文献 1) にもある
ように需要が大きい. 本システムが実現すれば,例えば,群衆環
境下などあらゆる日常環境における人体センシングの社会イ
ンフラとしての機能を新たに提供することができる. 近年,セ
ンサの小型化, 低コスト化が進み, 現在広く普及している携帯
電話にも, カメラや加速度センサなどが組み込まれており, こ
のようなセンサを身につけることが現実的となっている. 高機
能な情報取得を携帯機器によって取得することが可能となった
背景からも,このようなアプローチは有効なものであると考え
られる.

2. Extended Kalman Filterによる
歩行状態推定手法

2-1 手法の概要

Fig. 2.1 System outline of human gait estimation

本システムでは,特に重要な動作である,「歩行」の状態推定
を行う. 本システムでは,図 2.1のように,ウェアラブルカメラ
をユーザの足に下向きに装着する構成をとる. この状態で歩行
することで,撮影された画像から得られる歩行動作によるシー
ンの変動情報と, 人間の歩行モデルを併用することで, 歩行状
態の推定が可能になると考えられる. カメラを用いることで,

大域的な位置推定が可能となり,加速度センサなどと比較して
位置推定の累積誤差がのりにくいというメリットも持つ. 本手
法では,階段の昇降や特徴点の少ない路面などの環境下での歩
行状態推定の実現を目指す. なお,本稿では歩行者の腰部,膝部,

足部の位置を歩行状態と呼ぶ.

本稿では, Extended Kalman Filter(EKF)を用いた手法を用い,

ウェアラブルカメラと歩行モデルの導入によって,歩行状態の
推定を行う手法を提案する. 図 2.2に概念図を示す. 時刻毎に
歩行モデルに基づく状態予測と, EKFによる状態更新を繰り返
し行う. 以下ではシステムが持つべき歩行モデルと, EKFのア



Fig. 2.2 Process of the system

ルゴリズムについて述べる.

2-2 歩行モデルの導入

本節では,本システムに取り入れるための歩行モデルについ
て説明する. 人間の歩行モデルに関する先行研究には, 歩行を
解析的に表現するもの 2)3) や,観測データから表現するもの 4)

などがある. 物理的に解析された歩行モデルは,主にロボットの
歩行パターン生成などに用いられており,人間のイレギュラー
な動きに対応させることが困難であると予想される. 一方,観
測データに基づくものは,アニメーションの分野で様々な表現
が試みられている 4). 特に,限られたデータから,類似する行動
パターンを生成するなどの手法が発達しており,有用性が高い.

同表現は本手法のように,状態推定のための動作表現としても
有効である見込みが高い. そこで,本手法では観測によって得
たユーザの歩行に関するモーションデータを歩行モデルとし
て採用する.

本手法では, 歩行モデルを, 歩行者の腰の高さ zt, 股関節の
ロール・ピッチ・ヨー角 (ψt, θt, φt),進行方向の速度 ṙt,膝の曲
げ角度 ktによって記述する. これらのデータの定義を図 2.3に
示す.
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Fig. 2.3 Definition of system parameters

図 2.4(a)～図 2.4(f)はそれぞれ, 歩行 1周期 (2歩)分の歩行
者の腰の高さ, 股関節のロール・ピッチ・ヨー角, 進行方向の
速度,膝の曲げ角度を表したものである. これらのモーション
データを歩行モデルとして保持する. 時刻毎に歩行周期の位
相が定まれば,本モデルと,歩行者の足の長さ (大腿部:l1,下腿
部:l2,腰部とカメラの距離:l3)から下式に示されるように歩行
状態が決定できる.

rkt = rt − R(0, 0, ξt)R(ψtθtφt)l1 (1)

rft = rkt − R(0, kt, 0)l2 (2)
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Fig. 2.4 The change of model parameters while walking

ここではある時刻の歩行者の腰部, 膝部, 足部の位置,

進行方向の角度をそれぞれ rt = (xt, yt, zt)T , rkt =
(xkt, ykt, zkt)T , rft = (xft, yft, zft)T , ξt と表している. l1 =
(0, 0, l1)T , l2 = (0, 0, l2)T である. また, Rは引数であるロー
ル・ピッチ・ヨー角に対する回転行列である. モーションデー
タは離散的であるとともに, 高周波成分を含んでおり, 流動的
な歩行を表すモデルとしては適当であるとは言えない. そこで,

これらのモデルを低周波成分のみから表すことを考える. 人間
の歩行に関する先行研究 5)によると,歩行動作における各関節
の運動は第 2次までの低い周波数成分だけで再現できること
が示されている. 一例として,図 2.5に,第 5次までの周波数成
分でのモデルを表す.

2-3 Extended Kalman Filterによる歩行状態推定

本稿では,観測される外界のワールド座標が全て既知である
理想的な状況下において,歩行状態を推定する手法を提案する.

本手法では,時刻 tでの歩行状態を µt = (xt, yt, ξt, wt, ẇt)T

で表現する. このとき,システムの状態方程式と観測方程式は
下式で表される.

µ̃t = g(µt−1) + εt (3)

ut = h(µ̃t) + δt (4)
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Fig. 2.5 The change of a waist height expressed by fourier

series

ここで, wtは歩行モデルの位相, ẇtは歩行モデルの位相の遷移
速度, ut は観測値である. また, εt, δt はそれぞれシステムノイ
ズと観測ノイズである. gはシステムの動作モデルである. 時
刻 t − 1の状態 µt−1 が歩行モデルに基づいて次の時刻 tにど
のように遷移するかを表す.

µt = g(µt−1)

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

xt−1 + ṙ(wt−1) cos ξt−1

yt−1 + ṙ(wt−1) sin ξt−1

z(wt−1)
wt−1 + ẇt−1

ẇt−1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

(5)

また, hは時刻 tの状態 µtに対して,観測される画像上の特
徴点の位置 ut を算出する観測モデルである. ウェアラブルカ
メラの 3次元位置を rct = (xct, yct, zct)T ,地面の i番目の特徴
点をXi = (Xi, Yi, 0, 1)T ,腰部とカメラの距離を l3とすると h
は以下のように表わせる.

rct = rt − R(0, 0, ξt)R(ψt, θt, φt)l3 (6)

ct = (R(ψt, θt, φt),−R(ψt, θt, φt)rct)Xi (7)

ut = h(µt) = K(
cti1
cti3

,
cti2
cti3

) (8)

Kは焦点距離などを含む,カメラに固有の内部パラメータであ
り, l3 = (0, 0, l3)T である.

EKFは,非線形なシステムから得られる誤差のある観測から、
時々刻々と変化する量を推定するために用いられる. 本手法に
おける EKFを使用した歩行状態推定は下記のようになる.

µt = g(μt−1) (9)

Σt = GtΣt−1GT
t + Pt (10)

Kt = ΣtHT
t (HtΣtHT

t + Qt)−1 (11)

μt = μt + Kt(ut − h(μt)) (12)

Σt = (I − KtHt)Σt (13)

Gt,Ht はそれぞれ時刻 t における g,h のヤコビアンである.

Pt,Qt はそれぞれシステムノイズと観測ノイズの共分散行列
である. Σtはシステムの共分散行列で,時刻 tでの状態推定の
精度を表す.

上述のアルゴリズムの流れを述べる. 式 (8)では,歩行モデル
に基づいて, 1時刻後の歩後状態を予測している. 式 (9)では,

歩行モデルに基づく状態推定の誤差共分散行列を計算してい
る. 予測された状態から導かれる観測される時刻 tでの画像上
の特徴点位置は h(μt)である. 式 (11)では,この予測された特
徴点 h(μt)とカメラが撮像した実際の特徴点 utの差分をとり,

式 (10)から算出されるカルマンゲインKtを掛けることで,状
態変数 µt の更新を行っている. 式 (12)では,式 (13)での更新
による誤差共分散行列を計算している. 本手法は,歩行状態を,

モデルとのずれを観測量 utによって修正しながらロバストに
推定するものとなっている.

3. 実験
3-1 歩行状態推定の検証実験

Fig. 3.1 System construction of human gait estimation

2節で述べた提案手法を用いて,歩行状態推定の実験を行っ
た. システムの構成を図 3.1に示す. 本実験で使用したカメラ
は Basler 社 Pioneer で, フレームレートは 250fps とした. ま
た, 撮像画像からの特徴点の検出は KLTトラッカーを利用し
た. 実験では,ユーザはカメラを大腿部に取り付け,その状態で
チェッカーボード上を歩行した. チェッカーボードは平面であ
り, マス目のサイズは既知であるとした. また, 歩行モデルに
は, Perspective N-Point(PnP)問題を解いて得たデータを用いた.

PnP問題とは,カメラで撮影した画像上にワールド座標が既知
の n点 (n ≥ 6 )の特徴点から,カメラの位置・姿勢を求める問
題である 6). 同アルゴリズムの概要を以下に示す.

i番目の特徴点のワールド座標xwi = (xwi, ywi, zwi, 1)T とカ
メラ座標 xci = (xci, yci, zci, 1)T と画像座標Xi = (Xi, Yi)T が
既知であるとき,ワールド座標系からカメラ座標系への変換行
列 (モデルビュー行列)M は,次式のように表すことができる.

xci = Mxwi (14)

このとき,モデルビュー行列M を用いて, Xi は次のように書
ける.

Xi =

[
xci

zci
yci

zci

]
(15)

i = 1, 2, 3, · · · , nとすると, n個の式が連立され, nが 6以上で
あれば,モデルビュー行列M の成分を解くことが可能である.

更に, 平面上を歩行しているとき, 各フレーム毎にカメラで撮



像した画像上に, 既知の特徴点が常に 4点以上あれば, 上記の
アルゴリズムを使用して安定にカメラの位置,姿勢を求め続け
ることができる. 本実験では時刻毎に同アルゴリズムから求め
たカメラの位置・姿勢と,ユーザの足の長さから,腰部の高さ,

進行方向の速度を導き,モデルとした.
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Fig. 3.2 The result of human gait estimation using data taken by

PnP algorithm

本実験では,システムが保持している歩行モデルの歩行速度
と同じ歩行速度の歩行から得られた画像の特徴点を使用して
歩行状態を推定した. 図 3.2に推定結果を示す. 図 3.2の青線
は, PnPアルゴリズムで得られたカメラ,腰部,膝部の位置であ
る. 赤線は,本システムでの歩行状態推定を行った結果である.

2つの歩行の挙動は類似しており, 1台のカメラと歩行モデル
から歩行状態が推定できることが確認できた.

3-2 速度が変化する歩行の状態推定実験

本節では,保持している歩行モデルとは異なった位相遷移速
度の歩行が入力となる場合の推定実験を行った. 本実験では,

モーションデータとして, CMU Graphics Lab Motion Capture

Databaseを使用した. 歩行モデルは,同モーションデータを用
いた. 観測量となる画像点の系列は,歩行モデルのモーション
データの位相遷移速度を意図的に変化させて生成した.

図 3.3(a)はシステムが持つ歩行状態である. 図 3.3(b)は入力
として使用した歩行状態である. 図 3.3(c)は歩行状態推定の結
果である. 入力の歩行状態に近い歩行が再現されていることが
分かる.

4. まとめと今後の課題
本稿では,人間に取り付けられた 1台のカメラから得られる

観測情報を元に,歩行状態を推定するシステムを提案した. 提
案手法では, 各時刻において, 歩行モデルに基づき歩行状態を
予測し,実際の観測との差を元に, EKFアルゴリズムを用いて
予測状態を修正した. 実験では,地面の特徴点のワールド座標
が既知である環境下において,歩行状態が推定可能であること
を確認した. また,システムが持っている歩行モデルとは異な
る位相遷移速度の観測データに対しても,歩行状態推定が正確
に行われることを確認した.

尚, 本稿で検証した歩行状態推定手法は, 歩行の速度が変化
しても歩行形態は不変であるという仮定に基づいている. 実際
の歩行では速度によって歩行形態が変わると考えられ,手法の
拡張が必要となる. 本手法で用いたモデルの利点として, 速度
の違う 2種類の歩行に関する観測モデルがあるとき,その間の
歩行モデルが容易に導き出せることが挙げられる. これを利用

(a) System human gait

(b) Input human gait

(c) Human gait estimation

Fig. 3.3 The result of human gait estimation

することで,歩行中の歩行形態の変化に対応できると考えられ
る. 更に,未知の外界環境でも歩行状態の推定が可能になるよ
うなシステムを目指す.
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