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顔位置検出と個人識別の並列化
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顔の形状モデルを用いて画像中から顔位置を検出する場合，最適なモデルが用いられなければ，そ
の精度は低下する．我々は顔位置検出と並行して個人識別を行ない，最適なモデルを選択する手法を
提案する．この手法は，クラスタリングによって階層化されたモデルデータベースを用いて個人識別
を行なう．つまり，顔位置検出の処理が進むにつれ，その階層構造に従って最適なモデルを含むクラ
スタを選択していく．我々が既に提案した顔位置と大きさの並列推定法と融合し，顔の個人差と大き
さの変化にロバストな顔位置検出システムを構築した．

Parallelization between Face Localization and Person Identification
Takatsugu Hirayama,† Yoshio Iwai† and Masahiko Yachida†
If the face is localized by using a geometrical model, the localization accuracy deteriorates
unless the model is optimal for facial appearance. We propose a method that localizes face
in parallel with person identiﬁcation. The method identiﬁes a person by using a hierarchical
face model database. As the face localization proceeds, the method selects the optimal model
according to the hierarchical structure. We merge the method into our method that estimates
facial position in parallel with facial scale, and construct a face localization system robust for
individual diﬀerences and facial scale variations.

我々はまず顔の大きさの変化に注目し，これまでに，

1. は じ め に

この変化に対する上述のトレードオフを解決する手法

顔画像認識は，コンピュータビジョン研究の中で解

を提案している1) ．我々の研究では，顔の表現に顔グ

決が困難な課題の一つである．それは，人間の顔がそ

ラフ2) が用いられている．顔グラフのノードは，顔の

の姿勢や照明に代表される撮影条件の変化，表情や時

特徴点に配置され，その位置情報と特徴点の周辺の画

間経過に伴う容貌の変化といったそれ自体の変形など

像濃淡情報を保持する．顔認識手法は一般に，幾何学

によって，その見え方が様々に変化するためである．

的特徴ベースのタイプ3)4) 5) とアピアランスベースの

顔認識研究には，顔位置検出，顔器官 (特徴点) 検出，

タイプ6) 7)8) 9) 10) に大別されるが，顔グラフは両方の

個人識別，表情認識，性別認識，年齢認識などがある．

タイプを併合した顔の表現である．この表現は，最も

これらの中で，最も重要とされるのが顔位置検出であ

有効とされる11) ．顔グラフを用いて顔の位置と大き

る．なぜなら，その検出精度がその他の認識精度に影

さを推定する場合，位置が正確に推定されなければ，

響を及ぼすからである．顔位置を正確に検出するため

大きさも正確に推定されない．また，この逆も成り立

には，顔の見え方の変化を推定し，最適なモデルを用

つ．我々が提案した従来手法は，計算効率の良い顔位

いなければならない．一般的には，この問題は様々な

置の推定手法と顔の大きさの推定手法を交互に繰り

見え方のモデルを用意し，その全てを顔画像との照合

返すことで，並列的に双方の推定精度を高めていくと

に用いることで解決できる．しかし，多数のモデルを

いうものである．顔位置の推定には，ダイナミックリ

照合に用いれば，処理時間が増大する．顔認識が応用

ンクアーキテクチャ (DLA)12) の基本概念に基づく手

されるセキュリティシステムやヒューマンインターフェ

法を，顔の大きさの推定には，スケール変換 (Scale
Conversion)13) という統計的手法を適用している．こ
の従来手法は，ラスタスキャンを用いた典型的な顔位

イスはリアルタイム性が要求されるため，この精度と
処理時間のトレードオフを解決しなければならない．
† 大阪大学大学院基礎工学研究科
Graduate School of Engineering Science, Osaka University

置推定手法に対して，精度と計算効率の大幅な向上を
果たした．しかし，この従来手法の推定結果に基づい
た個人識別は，顔の大きさの変化に対して安定した精
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(1)

度を示さなかった．我々は，顔の位置と大きさの推定
精度が顔の大きさの変化に対してわずかに低下してい
ることがその原因であると考えている．また，従来手
法は，それらの推定を平均顔グラフだけで行なってい
たため，顔の個人差がその低下に結び付いていると考
えている．そこで，本研究では，顔の個人性の変化に
対して顔位置の推定精度を高く保つ手法を開発するこ
とを目的とする．

図 1 顔の表現 (黒色ノードのみ使用)

本研究で提案する手法は，上述の顔の位置と大きさ
の並列推定と基本的な考えは同じである．顔グラフを

タベースは図 2 のような構造となる．階層的クラスタ

用いて顔位置を推定する場合，最適な個人モデルが用

リングは，ボトムアップ手法とトップダウン手法があ

いられなければ，その推定精度は低下する．我々は，

る．ボトムアップ手法は，j 個の 1 要素クラスタから

顔位置推定と並行して個人識別を行ない，最適な個人

連続的にクラスタを融合し，各階層でのクラスタを形

モデルを選択する手法を提案する．この手法は，顔位

成していく．一方，トップダウン手法は，j 個全ての

置推定と個人識別を交互に繰り返すが，これを常に全

要素を含む 1 個のクラスタから連続的にクラスタを

ての個人モデルを用いて行なうことは非効率的である．

分割していく．ボトムアップ手法で全ての要素を完全

そこで，クラスタリングによって階層化されたモデル

に融合するまでクラスタリングを続けた場合と，トッ

データベースを用いて個人識別を行なう．つまり，顔

プダウン手法で全ての要素を完全に分割するまでクラ

位置推定の処理が進むにつれ，その階層構造に従って

スタリングを続けた場合に構成される階層的クラスタ

最適なモデルを含むクラスタを選択していく．本稿で

は，融合と分割の評価が同じであれば同等となる．j

は，まず，個人モデルデータベースの階層的クラスタ

個のクラスタを k(= 1) 個のクラスタへと段階的に融

リングについて述べる．次に，顔の位置と大きさの推

合する場合にはボトムアップ手法が，1 個のクラスタ

定と，個人識別を並列化した手法について述べる．そ

を k(= j) 個のクラスタに段階的に分割する場合には

して，この手法に基づき，顔の個人差と顔画像の大き

トップダウン手法が適用される．つまり，クラスタリ

さの変化にロバストな顔位置検出システムを構築し，

ングを途中で打ち切る場合には，適用する手法が異な

評価実験によってその有効性を検証する．

る．本研究では，クラスタリングを途中で打ち切らな

2. 顔 の 表 現

いので，どちらの手法も適用することができるが，ア

本研究では，目，唇，鼻といった顔の 20 個の特徴

ことにする．

ルゴリズムがより簡単なボトムアップ手法を適用する

点上に配置されたノードを結ぶグラフによって顔を表

次に，クラスタの融合の評価方法について述べる．

現する．図 1 に顔グラフの例を示す．各ノードは対

まず，評価に用いる測度についてである．一般的には，

応する特徴点の位置におけるガボール特徴量を保持す

クラスタリングは特徴空間のユークリッド距離を用い

る．この特徴量は照明変動にロバストな特徴量で，ガ

るが，本手法では顔グラフの類似度の計算にガボール

ボールウェーブレット変換によって求められる2)14) ．

特徴量の相関値を用いているので，それを評価の測度

ガボールウェーブレット変換は，画像とガボールカー

とする．式 (1) に顔グラフ X と Y の相関関数を示

ネルの畳み込み演算によって行なわれる．本研究では，

す．式 (1) の m は顔グラフのノードを表す．評価の

我々が開発したガボールカーネル13) を使用する．こ

アルゴリズムは，最近傍アルゴリズムと最遠近傍アル

のカーネルは，顔の大きさに対してガボール特徴量を

ゴリズムが代表的である．最近傍アルゴリズムは，ク

正規化することに対して優れた性能を持つ．また，こ

ラスタ間の最大相関値がある閾値以上であればクラス

の正規化により認識精度が向上し，計算コストが削減

タを融合する．これは単連結アルゴリズムとも呼ばれ，

されることを我々は確認している

クラスタ内の要素が互いに必ずしも類似しない細長い

3. 個人モデルの階層的クラスタリング

クラスタを形成する可能性がある．一方，最遠近傍ア

本手法では，個人識別処理の効率化を図るために，

上であればクラスタを融合する．これは完全結合アル

個人モデルデータベースの構造を階層的クラスタリン
グ

15)

によって階層化する．階層化されたモデルデー

ルゴリズムは，クラスタ間の最小相関値がある閾値以
ゴリズムとも呼ばれ，形成されたクラスタは，クラス
タ内の要素が互いに閾値以上の類似度を持つことにな
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階層的モデルデータベースの例

る．本手法では，クラスタ内の要素が互いに類似して

なう．本手法は，この待ち行列の上位に存在する顔グ

いることが望ましいので，最遠近傍アルゴリズムを利

ラフの位置と大きさを更新し，その顔グラフが参照す

用してクラスタを形成する．階層構造は，本研究では

るクラスタ平均モデルグラフから階層構造をたどって

ボトムアップ手法を利用するので，閾値を大きな値か

最適なモデルを選択していくという処理を繰り返す．

5 つの状態のそれぞれについてと，各状態間の遷移

ら徐々に小さくすることで構築できる．
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について次節より詳しく順に述べる．

(1)

4.2 大域探索による位置推定
大域探索による位置推定は，ダイナミックリンク

個人識別は，このように構築された階層構造を上位

アーキテクチャ (DLA)12) の基本概念に基づく．まず，

階層からたどることで行なう．そのためには，各クラ

画像全体に dG 画素間隔で矩形格子状に nG × nG 個

スタの代表データを定義しなければならない．本研究

のサンプリング点を配置し，それらの点上からガボー

では，クラスタ内の要素が互いに類似していることか

ル特徴量を抽出する．そして，参照モデルグラフの各

ら，代表データをクラスタ中心とする．これは，個人

ノードに対して次の特徴量類似度 φml を計算する．

φml = 1 − Vm − Dl ,
m = 1, . . . , 20,

モデルグラフが持つガボール特徴量の平均から求めら
れ，我々はこれをクラスタ平均モデルグラフと呼ぶ．

(2)

4.1 提案手法の概要

l = 1, . . . , n2G .
この類似度を局所特徴量類似度と呼ぶことにする．
ここで， Dl はサンプリング点 l のガボール特徴量，
Vm は参照モデルグラフのノード m のそれである．ま
た，この参照モデルグラフは，最上位階層のクラスタ

このグラフが顔の位置と大きさを推定するための参照
モデルグラフとなる．

4. 顔位置検出と個人識別の並列化
提案手法の概略を図 3 に示す．本手法は，大域探索

平均モデルグラフ，つまり，全ての個人モデルグラフ

による位置推定，局所探索による位置推定，推定位置

の平均グラフである．位置の推定は，最も局所特徴量

と大きさの検証，スケール変換，個人識別の 5 つの状

類似度が高いサンプリング点 l を探索し (図 4)，ノー

態から構成され，これらの遷移の繰り返しによって顔

ド m がその点 l と一致するように参照モデルグラフ

の位置と大きさの推定と，個人識別を行なう．大域探

を配置することによって行なわれる．この一連の処理

索による位置推定は顔の位置を小さな計算コストで推

が参照モデルグラフの全てのノードに対して行なわれ

定することができる．しかし，その反面，安定した推

る．ゆえに，大域探索による位置推定は m 個の推定

定を行なえない．そこで，次にこの推定位置を中心に

を行なう．

局所的に詳細な探索を行なう手法を適用する．その手

4.3 推定した位置と大きさの検証

法が局所探索による位置推定である．この推定法は，

推定した顔の位置と大きさの検証は，大域特徴量類

大域探索によるものより大きな計算コストを要するが，

似度 π を用いて行なう．顔の大きさの推定を行なう

より正確な推定を行なえる．検証状態は推定した位置

スケール変換については 4.4 節で示す．

と大きさで生成された顔グラフの妥当性を検証する．
スケール変換は我々が開発した手法で，顔の大きさを
推定する．この手法は，他の顔の大きさ推定の手法よ
り計算効率が良い．そして，個人識別は階層化された
モデルデータベースと優先度付き待ち行列を用いて行
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図 3 提案手法の状態遷移

ドウグラフ G のガボール特徴量を抽出する．そして，
大域特徴量類似度を求め，スケール辞書の学習データ
と比較する．比較は教師顔画像ごとに行ない，最も誤
差の小さい学習データをそれぞれ検出し，そのデータ
に対応した平均グラフの伸縮率 ri を導き出す．

ri = arg min[π(G(x, y, sopt ))
sT

図4

− π(Gave (xtrue , ytrue , sT ))]
for each training image,
i = 1, . . . , Nt ,
T = 1, . . . , T.

大域探索による位置推定

ここで， G(x, y, sopt ) は参照モデルグラフから生成

(4)

されたシャドウグラフ G である．シャドウグラフは

ここで，式 (4) の π(Gave (xtrue , ytrue , sT )) はスケー

推定された位置 (x, y) と大きさ (sopt ) を持つ．また，

ル辞書の学習データである．次に，全ての教師顔画

Wm はシャドウグラフのガボール特徴量である．この

像から求まった ri のヒストグラムを生成する．この

シャドウグラフが個人識別状態へ入力される．

ヒストグラムから求まる ri の確率分布に従い，入力

4.4 スケール変換

画像に対するグラフの大きさの比率 tnew を推定す

スケール変換は顔グラフを入力画像に対して適切な

る．シャドウグラフの適切な大きさへの伸縮は， tnew

大きさに効率的に伸縮させる役割を果たす．これには，

によって更新された伸縮率 sopt を求めて行なわれる

スケール辞書というデータベースを利用する．スケー

(sopt ← sopt × snew (snew = 1/tnew )) ．また，伸縮

ル辞書はあらかじめシステム構築時に作成される．

率 sopt は，画像から抽出されるガボール特徴量を顔
の大きさに対して正規化するために用いられる．図 5

まず，スケール辞書の生成について説明する．顔の
大きさが平均グラフとほぼ等しい Nt 枚の教師顔画像

にスケール変換の処理の流れを示す．

を用意する．この平均グラフは全ての個人モデルグラ
縮率 sT で T 段階に伸縮させたグラフを，各教師顔

4.5 個 人 識 別
個人識別は，検証状態から遷移してきたシャドウグ
ラフ G がどのクラスタに属するかを判定する．シャ

画像の顔位置 (xtrue , ytrue ) に配置する．このグラフ

ドウグラフが参照するクラスタ平均モデルグラフが，

フから生成されたものである．次に，平均グラフを伸

の妥当性は大域特徴量類似度 π によって求められる．

レベル L の階層のあるクラスタの代表とする．個人

つまり， 式 (3) の Vm を平均グラフのガボール特徴

識別は，このクラスタに属する下位階層 (L + 1) の全

量，Wm を伸縮グラフのそれとして求められる．次

てのクラスタ平均モデルグラフとシャドウグラフの照

に，この大域特徴量類似度がスケール辞書と呼ばれる

合を行なう．照合には大域特徴量類似度 π を用いる．

データベースに学習データとして登録される．

つまり，式 (3) の Vm をクラスタ平均モデルグラフの

グラフの適切な大きさへの伸縮は，この辞書を用い

ガボール特徴量とする．そして，照合後の全てのシャ

て行なわれる．まず，検証状態から遷移してきたシャ

ドウグラフをその大域特徴量類似度を優先度として優
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図 5 スケール変換

先度付き待ち行列に格納する．この際，シャドウグラ
フの参照モデルグラフを，照合に用いたそれぞれのク
ラスタ平均モデルグラフに変更する．最終的には，優
先度付き待ち行列の最上位に存在するシャドウグラフ
の参照モデルグラフが個人識別の結果となる．

4.6 局所探索による位置推定
局所探索による位置推定も，DLA の基本概念に基
づく．この推定法は，大域探索による位置推定と類似

図 6 局所探索による位置推定

するが，探索領域の大きさと局所特徴量類似度の計算
に用いられるガボール特徴量の数に関してそれと異

グ点の例である．そして，次の式で表される局所特徴

なる．

量類似度の合計 ψ を計算する．

まず，優先度付き待ち行列から取り出されたシャドウ
グラフが持つ推定位置のまわりに， dL ×sopt 画素間隔

ψ = φml +

nD


[1 − Vn − Rn (sopt )].

(6)

n=1

で矩形格子状に nL × nL (< nG × nG ) 個のサンプリン
グ点を配置する．状態遷移の初期には， dL ×sopt ×nL

この一連の処理が参照モデルグラフの全てのノードに

は顔の大きさとほぼ等しくなる．なお，状態遷移の過

適用され，最も高い ψ を持つグラフの位置を局所探

程でサンプリング点が同じ位置に配置されることを防

索による位置推定の結果とする．

4.7 状 態 遷 移

ぐために， dL を単調減少させる．次に，シャドウグ
ラフが参照するクラスタ平均モデルグラフのノード m
に対して式 (5) の局所特徴量類似度が計算される．

φml = 1 − Vm − Dl (sopt ),
m = 1, . . . , 20,

前節までに示したそれぞれの処理の遷移について述
べる．図 3 に示すように，本手法は 2 つのステージ

(5)

で構成される．第 1 ステージでは，大域探索による位
置推定とスケール変換が，検証状態を介して交互に行

l = 1, . . . , n2L .
この式はガボール特徴量が顔の大きさで正規化され
る点で式 (2) と異なる．そして，最も高い局所特徴量
類似度を持つ点 l を探索し，参照モデルグラフをその
ノード m が点 l と一致するように移動させる．それ

なわれる．第 2 ステージは第 1 ステージに類似する

から，その移動されたグラフ上で nD 個のガボール特

タの範囲内となった時に行なわれる．なお，終了状態

徴量 (Rn ) を抽出する (図 6)．図 6 中の白色ノードは

への遷移は，個人識別が階層的クラスタの最下位層ま

nD 個のガボール特徴量を抽出するためのサンプリン

で進み，かつ大域特徴量類似度がある閾値を越えた場

が，局所探索による位置推定が第 1 ステージの大域探
索による位置推定の代わりに行なわれる．それぞれの
ステージにおいて，スケール変換への遷移は，検証時
に求まる大域特徴量類似度がスケール辞書の学習デー
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合に起こる．

50

本手法では，顔の位置と大きさの推定と個人識別の

49

精度を向上させるために，ビーム探索16) によってそ

46

れらの更新を行なう．我々は，優先度付き待ち行列を

42

利用してこれを実現する．つまり，この待ち行列から
30

優先度の高いシャドウグラフを c 個選択し，それぞれ
から並列的にさらなる推定と個人識別を行なう．そし

15

て，これを繰り返す．ビーム探索は計算効率が c の数

1
2 1

2 1 1

3 2 2 2 1 1 1

2 3 3 3 2 1 1

5 3 2 2 1 1 1

に依存するが， c 個からの更新はそれぞれ独立に行な

図 7 構成された階層的クラスタ

うことができるため， c 個のプロセスに負荷分散させ
るという並列処理に展開することが可能である．すな
わち，この並列処理により，顔認識の精度と処理時間

れていない人物の画像がそれぞれ 50 枚 (テストセッ

のトレードオフの解決が期待できる．

ト 100%) と，それらを 80%と 120%に伸縮した画像
(テストセット 80%, 120%) の計 300 枚とした．画像

5. 評 価 実 験

の伸縮は MacOS X 上で Adobe Photoshop7.0 を用

5.1 実 験 環 境
提案手法の有効性を検証するために実験システムを
構築し，評価実験を行なった．比較に用いるシステム
は，我々が提案した 2 つの従来システム1) である．従

5.2 構成された階層的クラスタ
本研究では，階層的クラスタリングを行なうために
設定する相関値の閾値を 0.9 から 0.02 刻みで減少さ

来システム 1 は，5 画素間隔のラスタスキャンによっ

せた．個人モデルグラフ間の相関値の最大は 0.92，最

いて bi-cubic 内挿法で行なわれた．

て顔位置を検出し，その後にスケール変換によって顔

小は 0.78 であった．構成された階層的クラスタを図 7

の大きさを推定する．そして我々が開発したフレキシ

に示す．図中の楕円と円はクラスタを表す．数字はク

ブル特徴照合法を用いて顔の特徴点を抽出し，その

ラスタ内の要素 (個人モデルグラフ) の数である．こ

特徴量とモデルデータベースとの比較により個人識

の階層的クラスタはレベル数が 8，最大分岐数が 8 で

別を行なうというシステムである．一方，従来システ

ある．我々がこの階層的クラスタから得る見解は，本

ム 2 は，顔の位置と大きさの並列推定法とフレキシ

研究で用いた個人モデルデータベースの特徴量空間は，

ブル特徴照合法を経て，個人識別を行なう．それぞれ

いくつかの大きなクラスタに分割できるような分布で

のシステムの実装は SGI 製ワークステーション Ori-

はなく，正規分布のような分布をしているということ

gin300 (8CPU R14000, 500 MHz, memory 4 GB,

である．

OS IRIX6.5.16m) 上で行なった．画像は Purdue 大
学の AR Face データベース17) のもの (256 × 256 画
素，8bit 濃淡) を利用した．個人モデルデータベース
には，ほぼ等しい大きさの 50 人の顔画像とそれぞれ
のモデルグラフが登録されている．画像は 1 人につき
1 枚で，全てが無表情の正面顔である．ただし，眼鏡
をかけた画像や照明変動のある画像も含まれる．モデ
ルグラフの特徴点は我々が目視によって画像中で定義
した．ガボールウェーブレット変換は 2 つの大きさと
8 方向のカーネルを用いて行なわれた．提案システム
で用いられるパラメータは以下のように設定された:
nG = 12, dG = 20, nL = 5, dL = 30, nD = 2, Nt =
20, T = 11, sT = 0.5 ∼ 1.5 (0.1 刻み) , c = 5．また，
nD 個のガボール特徴量は目の位置から抽出された．

5.3 位置と大きさの推定精度
図 8 に提案システムを用いて顔位置と大きさを推
定した結果を示す．この結果から，顔位置と大きさが
変化した画像だけでなく，照明が眼鏡に反射し，目が
隠れている顔画像 (右中，左下) や照明条件の異なる
顔画像 (右下) に対しても顔位置と大きさの推定が正
しく行なわれていることがわかる．また，個人識別に
よって最適なモデルグラフを選択しているので，正確
に特徴点を検出できていることもわかる．
表 1 にテストセット 100%，80%，120%に関して
推定位置と真値の誤差，推定した大きさ，計算コスト
を求めた結果を示す．計算コストはガボールウェーブ
レット変換を行なったノードの数である．なお，従来
システムの計算コストにフレキシブル特徴照合法で費

なお，従来システム 2 のパラメータ c は提案システ

された計算コストは含まれない．この表から，提案シ

ムと異なり， c = 10 とした．テスト画像は，モデル

ステムは，顔位置と大きさの推定精度に関して，2 つ

データベースに登録された人物のモデル画像，登録さ

の従来システムより向上し，真値に近い値を得たこと
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system
proposed

previous1

previous2

表 1 顔の位置と大きさの推定の精度と計算コスト
test set
position error (pixel)
estimated scale (%)
100%
1.36
100+1.5
80%
1.72
80+2.4
120%
2.37
120+2.9
100%
3.14
100+1.6
80%
7.52
80+4.2
120%
19.5
120+10
100%
4.66
100+1.4
80%
4.09
80+7.4
120%
7.97
120+7.7

cost
6024
5831
6252
52080
52080
52080
628
1141
714

物の顔画像を入力した場合はその人物の同定成功率で
あり，未登録の人物の顔画像を入力した場合は，モデ
ルデータベースに登録されていない人物であるとシス
テムが判定した割合である．図 9 に 3 つの実験シス
テムの認識率を示す．この図は，提案システムでは，
終了状態への遷移の判定基準の閾値を変化させ，従来
システムでは，個人識別処理で設定する必要がある閾
値を変化させ，それに対する認識率を ROC 曲線の形
で表したものである．この曲線はグラフの右上に位置
するほど，その精度が良いといえる．従って，テスト
セット 80%，100%，120% 全てに対して，提案シス
テムの精度向上が確認できる．
提案システムの問題点としては，データベースに登
録される個人モデルが増加した場合に，1 つのクラス
タから分岐するクラスタ数も増加するということであ
る．この場合，本実験結果の精度を維持するためには，
ビーム探索の c を大きくしなければならない可能性が
ある．我々は，登録人物を増やして提案システムの性
能を検証しなければならない．

6. お わ り に

図 8 実験結果

がわかる．計算コストに関しては，従来システム 1 よ

本稿では，顔の位置検出と個人識別を並列的に効率

りは軽減されたが，従来システム 2 より大きくなった．

良く行なう手法を提案した．提案手法は，大域探索に

ゆえに，精度と効率のトレードオフは十分には解決さ

よる位置推定，局所探索による位置推定，顔の大きさ

れていないといえる．しかし，従来システムの推定精

を推定するスケール変換，推定された位置と大きさの

度を提案システム程度にまで向上させるには，全ての

検証，個人識別の 5 状態の遷移をビーム探索によって

個人モデルを用いることになると考えられる．この場

繰り返す．効率的な個人識別を行なうために，階層的

合の計算コストは提案システムより大きくなる．なお，

クラスタリングによって個人モデルデータベースの構

提案システムと従来システム 2 は， c 個のプロセッサ

造を階層化した．我々は顔認識実験によって提案シス

を用いて並列処理を行なうことができる．本実験では

テムの性能を評価し，顔位置の検出と個人識別の並列

c = 10 としているので，提案システムの計算コスト
は，表中の値よりさらに 1/10 程度の軽減が可能であ
る．なお，本実験では，1 個のノードに対してガボー
ルウェーブレット変換を施すのにかかる処理時間は約

化が顔認識の精度と計算効率のトレードオフを解決で

6 ミリ秒であった．
5.4 個人識別の精度
認識率は，モデルデータベースに登録されている人

検証することや，表情などの撮影条件がモデル画像と

きるという着目点の正しさも実証した．
今後の課題としては，個人モデルデータベースの大
きさによって提案システムの性能がどう変化するかを
異なるテスト画像に対して評価実験を行なうこと，そ
して我々が提案している従来システム以外との比較を
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図 9 個人識別率
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