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人体構造を反映したフレキシブルな人物画像の匿名化
清水啓介†1 酒澤茂之†1
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概要：ICT 技術の発展によって、より一層インターネットを介したコミュニケーションが増えてきている。例えば遠
隔医療やスマートコーチなどが挙げられるが、これらは離れた地点の人物とコミュニケーションをとれる利点がある
一方で、プライバシーの問題が生じる。既存技術としてモザイク処理やシルエット化などの抽象化処理を施すことで
プライバシーを保護する方法も存在するが、身体全体の一律的な処理ではコミュニケーションの目的によっては伝達
情報に過不足が生じる可能性がある。そこで本研究では身体の一部分を任意的に匿名化することで伝えたい箇所だけ
を表示する手法を提案する。さらに画像処理に加えて、表示制御を行うためのプライバシー記述方式についても既存
方式の拡張を行ったので報告する。
キーワード：プライバシー保護、OpenPose、XACML

Flexible Anonymization of Human Body
Images Reflecting Body Structure
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Abstract: Visual communication over the Internet is becoming popular, and several novel services are to be introduced such as
telework, telemedicine, remote coaching, etc. These services provide convenience to participate various activities from home,
however they cause privacy issue at the same time. A previous research proposed a privacy protection method by image
processing on target persons to modify their images into silhouette or mosaic. It is effective to anonymize the person as a whole,
but some essential information may be lost for some applications as mentioned above. Therefore, we propose a novel approach to
anonymize human body partly reflecting the body structure to fulfill both requirements on visibility and privacy. Furthermore,
XML based description for disclosure control is extended to cover the proposed flexible anonymization.
Keywords: Privacy protection, OpenPose, XACML

1. はじめに
近年 ICT 技術の発展によって、インターネットを用いた
コミュニケーションが増えてきており、従来では存在しな

ライバシー保護の手法を提案する。こうすることで伝達情
報の過不足なくコミュニケーションをとることができる。

2. 既存技術のプライバシー対策

かった映像を用いた遠隔地の人物とコミュニケーションが

研本論文では、個人情報保護法[2]が対象とする「生存す

できるサービスが社会に浸透している。この遠隔コミュニ

る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

ケーションを用いたサービスとしてスマートコーチと呼ば

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

れるサービスが存在する[1]。スマートコーチの特徴は遠隔

ができるもの」ではなく、他人に知られたくない情報の側

地にいる指導者と生徒が、動画を基にプライベートレッス

面から映像および画像に発生するプライバシーを扱う。

ンを行うことである。

現在、プライバシーを保護する方法として、身体全身に

しかし、このようなサービスには見知らぬ人と行う可能

一律な抽象化処理を施す方法が存在する[3]。しかし、既存

性が高く、プライバシーの問題が存在する。また現代社会

技術では遠隔コミュニケーションサービスを利用するにあ

においてインターネットを介したプライバシー問題は年々

たり、プライバシー保護ができてもサービスの質を落とす

増加している。現状ある解決策としてモザイク処理やシル

ことになってしまう。スマートコーチを基に例を挙げる。

エット化などの抽象化処理によるプライバシーを保護する

指導者は指導するに身体の動き情報が必要になる。しかし、

方法も存在するが、身体全身の一律的な処理ではコミュニ

一律な処理ではパーツごとの区別をすることが出来ず、指

ケーションの目的によっては伝達情報に過不足が生じる。

導に影響を及ぼすことになる。また、パーツとは身体の部

そこで本論文では、身体の一部分を任意的に匿名化するプ

位を区分けした部位のことを言い、今回は open pose によ
って抽出された 25 個の特徴点から部位を区分けする。例え
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ば、ヨガで重要な体のポーズが見えなければ十分な指導が
出来ない。しかしながら抽象化処理をしなければプライバ
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シーを保護できない問題が生じる。

3. 提案するプライバシー保護方式
3.1 システムの概要
プライバシーを保護するうえでコミュニケーションの伝
達情報の過不足が生じる問題点の解決策として部分匿名化
を提案する。部分匿名化とは、任意のパーツごとに抽象化
処理を施すことで身体全身の一律的な処理で生じる伝達情
報の過不足を防ぐ方式である。システムの手順として背景
と前景を分けて背景を抽出する。その後骨格を検出し、人
体の部分的な匿名化を行う。そして用途に応じてフレキシ
ブルに対応させるためにアクセス制御を行う。

また、アクセス制御の手順は以下の通りである。
1． PAP にて、ポリシまたはポリシセット（ポリシの集
合体）を作成し、PDP に送る。
2． アクセス要求者は PEP に資源に対するアクセスを要
求する。
3． PEP は PDP に対して要求に対する許可・不許可をど
うするかの要求 Context を送る。
4． PDP は PAP に対して要求に対する許可・不許可を決
定するためのポリシを要求、PAP は該当するポリシ
を返す。
5． PDP は PIP に対して必要な属性（主体、資源など）
を要求し、PIP は該当する属性を返す。
6． PDP は属性とポリシからアクセス要求に対する許
可・不許可を決定し、PEP に応答 Context を返す。
7． PEP は PDP からの決定をもとにアクセス要求者に対
しての資源のアクセス制御を行う。

3.2 骨格の匿名化
骨格を匿名化するためにまず背景差分法を用いる。今回
は背景を作成するための特徴量の検出方法として
LSBP(Local SVD Binary Pattern)[4]を用いる。LSBP とは、
LBP と SVD(特異値分解)を組み合わせた方式である。LBP
で局所的な表現を特徴量とし、SVD で局所的なノイズや隣
接画素が類似しているときにロバストに分離するために用
いられる。
次に骨格を検出する方式として OpenPose[5]を用いる。

上記の手順のデータフローを以下の図 1 に示す。
また、PEP・PDP で行われる要求 Context や応答 Context
の概要を図 2 に示す。
しかし、図 2 のように既存の XACML では、応答 Context
で 返 さ れ る も の は 認 可 決 定 を 示 す Decision 属 性 と
Obligation 属性のみを返すため、パーツごとに認可決定す
ることが出来ないため、Obligation 属性にパーツを格納し、
文字列として扱い匿名化を行う。

OpenPose とは、深層学習を用いて人物の身体や顔の特徴点
を検出及び特徴点同士の関係を推定できる技術である。今
回 OpenPose で検出した骨格の特徴点を基に骨格領域を検
出していく。最後に検出された骨格領域からマスク画像を
作成し、背景画像と論理積をとることで部分匿名化を行う。
上腕を例に骨格領域の検出手順を以下に記述する。
1． 特徴点 2 点 p,q を通る直線 l を求める
2． 特徴点 p または q を通り、直線 l と直交の直線 m,n を
求める
3． 直線 m,n と人物の輪郭と交差する点の距離 L を求める
直線 n,m 上かつ点 p,q から距離 L 離れた 4 点を求め、
4 点から領域を検出する

図 1 アクセス制御のデータフロー・モデル
Figure 1 Data flow model for access control

3.3 アクセス制御
アクセス制御を行うにあたって重要な点として、被写体
が絶対に見せたくないパーツ、常に表示してもよいパーツ、
人によっては表示したくないパーツがある。そこで今回は
観察者ごとに柔軟にプライバシーポリシーを設定するため
に拡張性のあるアクセス制御を可能としたマークアップ言
語 で あ る XACML(eXtensible Access Control Markup
Language)[6]を用いる。重要な構成要素として、アクセス制
御ポリシを管理する機能を持つ PAP（Policy Administration

図 2 Context の概要
Figure 2 Context in access control

Point）、アクセスを決定する際に用いられる参照情報を管
理する機能を持つ PIP（Policy Information Point）、アクセス
要求の許可・不許可を決定する PDP（Policy Decision Point）、
ア ク セ ス 制 御 を 実 施 す る 機 能 を 持 つ PEP （ Policy
Enforcement Point）がある。
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4.2 実験結果
動画から 3 フレーム分を選別して骨格領域を検出し、部
分匿名化を行った。部分匿名化した結果画像を図 4 に示す。
フレーム 1 は腕の角度が x 軸と並行の状態、フレーム 2 は
腕の角度が x 軸から 45 度傾いた状態、フレーム 3 は腕の角
度が垂直の状態の図である。また、今回は匿名化をする条
件として任意の部分を匿名化する際に他のパーツ領域が誤
って匿名化されないようにしている。顔と右上腕を匿名化
した評価値を表 1 と表 2 に示す。また、面積の単位はいず
図3
Figure 3

ポリシ設定例

れもピクセルである。

An example of the policy

XACML ではアクセス制御を行うためにポリシが必要と
なる。ポリシには主体(Subject)が資源(Resource)にどのよう
な 動 作 (Action) を で き る の か を 記 述 す る 。 本 研 究 で は
Subject、Resource、Action を各々、観察者、任意のパーツ、
閲覧と定める。本研究におけるポリシ設定例を以下の図 3
に示す。なお、図 3 のポリシは簡単のため一部省略してい
る。
上記のポリシは観察者が Coach1 の時のポリシ設定例で
ある。ポリシは Policy 要素を親ノードとして設定し、子ノ
ードには Rule 要素と Obligation 要素をもつ。また、孫ノー
ドには Subject 要素と Resource 要素を持つ。Rule 要素のタ

Figure 4

グには抽象化処理を行うパーツ名(右腕や上半身など)と匿
名化の認可が示されており、今回は許可を表す Permit を定

Table 1

図 4 部分匿名化適用後
An example of partial anonymization

表 1 右上腕面積・評価値
Area of left upper arm and evaluation value

める。Obligation 要素には許可されて表示されるパーツ名
が記述されている。

4. 実験
4.1 実験目的
前節で述べた提案手法を用いて任意の部分を匿名化し
ていき、任意の部分で匿名化されていない領域が存在する
か、匿名化しなくてもよい部分が誤って匿名化されていな

Table 2

表 2 上半身面積・評価値
Area of upper body and evaluation value

いかを確認する。本実験では抽出された骨格領域の面積と
匿名化したい真の領域の面積を比較した評価値から検証す
ることを目的とする。また、評価値の計算式は以下の通り
である。
評価値 1 = (抽出した領域面積 - 真の領域面積) / 抽出し
た領域面積
(1)
評価値 2 = 秘匿化できなかった面積 / 真の領域面積
(2)
評価値 1 とは秘匿化処理を行ったときに余分に秘匿化処
理が行われてしまった領域比である。一方、評価値 2 は秘
匿化処理を行ったときに本当は秘匿化されなければいけな
いにも関わらず秘匿化されなかった領域比である。評価値
1，2 いずれも 0 に近いほど良い精度であることを示す。
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5. 考察
5.1 精度について

XACML を用いたアクセス制御によって柔軟な対応への骨
組みは出来たと考えられる。
しかし、今後の技術的課題としてパーツの重なりの扱い

実験結果で得られた評価値から気づいたことは評価値 2

方、部分匿名化の精度の向上が必要である。さらに、部分

から分かるように、3 フレームすべてが他のパーツに影響

匿名化は現代社会において浸透していないため観察者の心

を与えずに完全な匿名化をすることが出来なかった。しか

理にどう影響するかが課題になってくる。．

し、評価値 1 の数値はほとんど 0 に近い状態で検出するこ
とが出来た。OpenPose の特徴点の信頼度に応じて領域が変
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とが出来た。そのため部分匿名化するにあたって XACML
はフレキシブルな対応をするのに十分な機能が備えられて
いると感じた。しかし、今回は匿名化処理の方法を透明化
の１つに絞っていたため問題なかったが、仮に複数の処理
形式を用いる場合はさらなる XACML の拡張が必要となる。
その分、記述データ量は増えると見込まれる。また、簡易
的なアクセス制御ポリシである匿名化をするかしないかの
認可だけだと約 700 バイトであったが、今回のアクセス制
御ポリシでは約 7.6 キロバイトを超える結果となった。ま
た、コーチ数が増えるとデータ量は大きくなっていく。デ
ータ増加量はコーチ 1 人当たりの Rule 要素が同数であるた
め、コーチの数に比例すると考えられる。
5.3 重なったパーツの扱い
上腕部を隠したいが、それが身体の前面にあるときの適
切な表現の仕方について考察していく。本研究では上腕部
が身体と重なっている場合は身体ごと匿名化されてしまう。
表示するべきパーツが匿名化されてしまってはサービスに
不備が生じるため改善が必要とされる。改善案として、身
体は表示をして上腕部はボーンのみを表示することができ
れば解消されるのではないかと考える。パーツの重なりへ
の対策を実現するためには画像を 2 次元座標ではなく、3
次元座標で扱う必要があると考えられる。

6. 結論
プライバシーを保護するために用途に応じてフレキシ
ブルな対応を可能とした匿名化の手法を提案した。本研究
では LSBP を用いての背景差分や OpenPose を用いた骨格領
域の検出方法を提案し実験結果から精度を確認した。また、
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