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あらまし
顔認識は，顔画像の撮影が遠隔から非接触で行えるの
で，利用者にとって利便性が高い．特に，利用者がカメ

？

ラをまったく意識しなくても撮影が可能であるため，指
紋などの他のバイオメトリクス認証では難しい，監視や
非対面型インタフェースなどの非積極認証用途にも応用
可能である．しかし，顔画像はパターンとしての個人差
が小さい上，姿勢・照明といった環境による変化が大き

！

！

【積極認証】

【非積極認証】

図 -1 積極認証（左）と非積極認証（右）．積極認証では，被写体
が自ら認識されるために正面を向くなどの協力をすることが前提．
非積極認証は，被写体は何もしなくてよいことが前提．

いため，高い識別精度を得ることが難しい．そこで，現
在一般的に用いられている 2 次元画像を登録・照合に

で認識用データを採取する際の制約条件が大きく異なる．

使う「2D-2D 型」の顔認識に比べ，より環境変動に頑強

積極認証は，入退管理，端末におけるユーザ認証，対

な方式として，顔の 3 次元形状を計測して認識に用い

面型インタフェースなど，利用者が積極的に認識されよ

る 3 次元顔認識技術の開発がすすめられてきた．

うとする応用である．積極認証では，利用者が端末を操

3 次元顔認識のシステム形態には，「3D-3D 型」と
「2D-3D 型」がある．3D-3D 型は，登録時・認証時共
に 3D 形状計測を行う．識別パターンに 3D 形状情報が
加わるため，2D 画像のみの 2D-2D 型よりも識別精度
を向上できると期待される．しかし，3D 形状計測の制
約により，非積極認証の用途には適用が難しい．一方，

作し，適切に認識されるように協力してくれることを前
提としてよい．したがって，利便性については最低限の
実用性をクリアしてさえいればよく，利用者にある程度
の協力を要してでも，より高い認証性能が得られる認証
手段が適しているといえる．
一方，映像監視や，ロボットが自発的に人を見つけて

2D-3D 型は登録時にのみ 3D 計測を行い，通常のカメラ
で撮影した 2D 画像を認識する．非積極認証にも応用可
能で，登録時に得た 3D 情報を活用すれば，2D-2D 型よ

コミュニケーションを取るなどの非対面型インタフェー

りも環境変動に対する頑強性を改善できると期待される．

も認識を行わなければならない．したがって，認識に用

本稿では，顔の 3 次元形状計測と 3D 顔認識技術のア

いる特徴データを非接触で遠隔からセンシングできるこ

ルゴリズムと現状，および今後の展望について解説する．

顔認識への期待と課題

スは，非積極認証である．非積極認証では，利用者が何
もせず，センサの存在に気づいてもいないような状況で

とが必要になる．
●顔認識の利点と課題
個人識別に顔を用いることの利点は，まず第 1 に，利

人物が誰であるかを自動的に識別する技術は，セキュ

用者側の親和感や利便性があげられる．顔は日常的に周

リティやヒューマンインタフェースなど，さまざまな応

囲に見せているものであり，非接触で遠隔から一瞬のう

用で必要とされる要素技術である．顔や指紋などの生体

ちに撮影できる．つまり，認識対象である人物が何もせ

特徴（バイオメトリクス）を用いた個人認証は，一般に，

ず，かつ，センサすなわちカメラをまったく意識して

紛失・忘失や盗難・偽造の心配がないと考えられており，

いなくても認識が可能である．この利点により，顔認識

利便性と信頼性が高い手段として期待されている．

は非積極認証の用途にも適用可能である．非積極認証は，

個人認証の応用場面は，認識される側が認証に協力的

画像の撮影にある程度の被写体の協力を要する他のバイ

であるかどうかによって，
「積極認証」と「非積極認証」の

オメトリクスでは実現が難しい応用であり，顔認識への

2 つに分類できる（図 -1）．それぞれの応用によって求めら

期待が大きいといえる．

れる性能条件が異なってくるため，どのバイオメトリク

また，さまざまな証明書に顔画像
（写真）
が添付される

スの利用が適しているかは異なってくる．特に，センサ

ことなどからも分かるように，顔画像は本人確認の手段
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として一般的に利用されてきた．このため，データの登

登録：3D

録・利用に関する利用者側の抵抗感が低く，多くの応用

【積極認証】3Dスキャナ

認識：3D
【積極認証】

場面ですでにデータベースが構築済みで，既存システム

3Dスキャナ

との融合が容易である点も，大きな利点である．
しかし，顔認識は，認証性能の点では，他のバイオメ
トリクスに比べ，高い精度の実現が難しいといわれてい
る．これは，顔の基本構造
（目・鼻・口の幾何構造）
が万

登録者の3D顔モデル

照合

人ほぼ同一であり，パターンとしての個人差が小さく，
識別に利用できる特徴量が少ないことが一因と考えられ

3D顔モデル

る．さらに，姿勢や照明といった撮影環境側の要因によ
って，その微小な個人差よりもはるかに大きなパターン
の変動が生じてしまうことが大きな問題である．この環
境変動の問題は，前述した利便性と表裏一体となって生
じる課題である．積極認証であれば，被写体側の協力に
よって環境変動をある程度まで抑えることができるが，

図 -2 3D-3D 型顔認識システム．登録時・照合時ともに 3 次元計測を
行う．現状の 3D 計測技術では，認識時にある程度の利用者の協力を必
要とするため，積極認証の応用向けとなる．3 次元形状情報を利用する
ことにより，2 次元画像のみによる顔認識よりも高精度な照合が行える．

非積極認証では制限することができない．
現在，一般的に用いられている顔認識システムは，カ

を行える環境が限定され，利用者にもある程度の負担

メラによって 2 次元画像（写真）を撮影し，あらかじめ

がかかる．したがって，3D 顔認識の実用化には，まず，

登録しておいた 2 次元画像群と比較する「2D-2D 型」で

実用的な環境で，利便性を損なうことなく，安定して高

ある．これまでに数多くの手法が研究されてきたが，依

精度な計測が実現できる 3D スキャナが必要である．

然として，照合する画像を撮影するときの姿勢や照明条

3 次元顔認識のシステム形態は，登録時と照合時のそ
れぞれにおいて 3D 計測を行う 3D-3D 型と，登録時に
のみ 3D 計測する 2D-3D 型に分類できる
（図 -2，図 -3）．
まず，3D-3D 型について述べる．3 次元形状データ
には 2 次元顔画像で問題となる照明条件による影響が
ないため，3 次元形状の認識は 2 次元画像の認識よりも，

件といった環境変動によって照合性能が著しく劣化する
ことが課題となっている

1）

．これは，登録されるデータ

が 2 次元画像だけでは，認識対象画像にあらわれる環
境変動を予測し補正することができないためである．
つまり，従来の 2 次元顔認識は，利便性が高いものの，
環境変動の影響により認証性能が不安定になりやすいと

安定して高い認識性能が得られると期待されている．た

いう課題がある．このため，実用化がすすんでいるのは，

だし 3D 計測は一般的なカメラと異なり，計測環境に制

積極認証であり，かつ，利便性や既存データベースの活

限があり，撮影時間がかかる．このため，被写体が静止

用が重視されるような応用に限られているのが現状であ

するなどある程度の協力を行う必要があり，積極認証は

る．認証性能のみが重視されるような応用では，他のバ

可能であるが，非積極認証への応用は難しい．

イオメトリクスとの競合となり，優位性を発揮しにくい．

動に対する頑強性の問題から，実用化がすすんでいない．

2D-3D 型は登録時にのみ 3D 計測を行い，認識時は
3D 計測を行わない．通常カメラで撮影した 2D 画像を，
登録時に得ている 3 次元形状情報を活かして高精度に
認識する手法である．3 次元計測の制限にとらわれず，

これらの課題を解決する技術として，顔の 3 次元形状

監視や非対面インタフェースなどの非積極認証用途にも

を計測して識別に利用する「3 次元顔認識技術」が期待さ

応用でき，かつ，2D-2D 型で問題となる環境変動に対

れている．

する頑強性を改善できる．ただし，認識対象はあくまで

また，非積極認証は他のバイオメトリクスによる実現が
難しく，顔認識の利用が望まれる応用であるが，環境変

2 次元画像であるから，3D 形状データを直接特徴とし
● 3 次元顔認識の実現形態

て識別に利用することはできないため，認証性能の限界

3D 顔認識を行うためには，まず，個人が識別できる
程度までの十分な高精度にて，顔の 3 次元形状を計測

は 3D-3D 型に及ばないと考えられる．したがって，他

できるセンサデバイスが必要となる．マシンビジョン向

用を実現するための方法であるといえる．

のバイオメトリクスによる実現が難しい非積極認証の応

けにはすでにさまざまな 3D スキャナが実用化されてい
るが，現状の 3D スキャナでは，一般的なカメラのよう
な手軽さで高品質な 3D 計測を行うことは難しい．また，
計測範囲，周囲の環境，計測時間等の制約があり，計測

3 次元形状計測技術
3 次元顔認識システムを実現するためには，まず，認
情報処理 Vol.50 No.6 June 2009
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登録：3D
【積極認証】

像度と精度が得られなければならない．顔認識

認識：2D

3Dスキャナ

に必要な精度については，客観的基準は不明だ

【非積極認証】

• 照明
• 姿勢 の推定

？

が，解像度・距離計測がともにサブ mm オー

カメラ

ダの精度が必要と考えられる．さらに，顔全体
を計測できるよう，少なくとも奥行き範囲 40

同一条件の
再現画像

登録者の3D顔モデル

〜 50cm 程度の広い計測範囲で，その高精度

照合対象
2D画像
合成

を実現できる必要がある．

照合

● 3 次元計測手法
非接触による 3 次元計測手法には，飛行時
間計測，モアレ，ステレオなどさまざまな手法

図 -3 2D-3D 型顔認識システム．登録時に 3 次元形状計測を行い，2 次元画
像を認識する．認識は通常のカメラを用いて行えるので，非積極認証にも適
用できる．照合対象画像に大きな姿勢・照明変動があっても，3 次元形状デ
ータを用いることにより頑強に照合を行える．

がある．中でも，プロジェクタを用いてパター
ンを投影し，そのパターンをカメラで撮影して
画像解析によりカメラとプロジェクタの間でス
テレオ処理を行う
「アクティブステレオ法」が多
くの 3D スキャナ製品に採用されている．

証端末として実用に足る 3 次元スキャナが必要である．

ステレオ法の基本的な原理は，2 つのカメラについて

顔の 3 次元形状を高精度で取得するために特に解決す

キャリブレーションによって位置・姿勢等を決定して

べき課題と，3 次元顔計測に利用されている主な計測手

おき，2 枚の視点の異なる画像を撮影して対応点を決定

法について解説する．

する．すると，2 つのカメラ中心からの三角測量によっ
て，計測対象点の奥行き方向の距離を求めることができ

●顔認識向け 3 次元計測の課題

る．その計測精度は，対応点の位置の決定精度に依存す

3 次元計測技術は主にマシンビジョンの分野で発展し

る．しかし，顔画像には対応付けの手がかりとなるよう

てきており，静止物体を計測対象として開発された物が

な頂点や文様が少ないため，対応点の位置を高精度に決

多い．非接触での 3 次元計測手法には，モアレ，ステ

定することが難しい．

レオなどさまざまな手法がある．中でもパターン投影を

この問題を解決するため，アクティブステレオ法では，

用いたアクティブステレオ法が安価なハードウェアによ

一方のカメラをプロジェクタに置き換えて計測用のパタ

り高精度な計測を実現しやすく，同手法に基づいた多く

ーンを投影し，カメラで撮影されたパターンを解析して

の 3 次元計測装置が実用化されている．

対応点の位置を得る．投影するパターンの種類によって

顔を含め人体の計測は，マシンビジョンの対象である
人工物の計測と大きく異なる．人体は長時間の静止が困
難であり，計測時間の長さが計測精度に大きく影響する．

さまざまな手法があるが，代表的なものに，光切断法，
グレイコード法，位相シフト法などがある

2）

．

光切断法は，スポットやスリットのパターンを投影す

利用者にとって長時間の静止を強いられることは，シス

る方法で，多くの 3D スキャナで用いられている．実装

テムとしての利便性を大きく損なうことになるため，一

上の差異はあるが，基本的原理は次のように理解できる

般の人が利用することを想定すると，計測時間は 0.5 秒

（図 -4）
．投影装置の画面上でスポットやスリットの投

以内であることが最低限必要と考えられる．もちろん，

影パターンをスキャンするように動かしながら，カメラ

これでも耐えられずに動いてしまう人もいるため，その

で計測対象の画像を撮影する．すると，画像の各画素

ような計測ミスをなくし精度を高めるためにも，計測時

においてパターンが通過した時刻を検出することによ

間はできるだけ短くしなければならない．

り，プロジェクタ画像上での対応点の位置を知ることが

また，実用化されている多くの 3D スキャナはパター

できる．したがって，カメラ画像とプロジェクタ画像の

ン投影を用いるものが多いが，顔に直接光を照射する
ことになるため，その安全性も考慮しなければならな

2 枚の画像間でステレオが成立し，計測対象面の 3 次元
座標を計算できる．この方法では，画像の輝度を 2 値

い．特に，レーザ光を用いたパターン投影は，周辺環境

化し，そのピークのみを検出できればよいので，周辺の

からの照明の影響を受けにくく安定した計測を行えるメ

照明の影響などノイズに対して頑強に計測を行える．特

リットがあるが，その出力について目などへの安全性を

に，投影にレーザ光を使えば，高輝度でぼけの少ないパ

考慮しなければならない．そのような制約を満たした上

ターンを投影できるので，環境光の影響が大きい屋外や

で，個人の微細な特徴を正確に捉えるために，十分な解

長距離の計測にも適用できる．ただし，高い解像度で計
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輝度値
輝度値

0

カメラ

s

撮影時刻

カメラ

00101…

→S

t

0

計測対象点

計測対象点

対応点位置s

プロジェクタ

図 -4

対応点位置S → 2進数

投影パターン画像
t=0

1

2

3

4

5

投影パターン画像
t=0

プロジェクタ

光切断法による 3 次元形状計測のイメージ

図 -5

1

0

2

0

1

3

4
0

1

グレイコード法による 3 次元形状計測のイメージ

測するためには，パターンを高速にスキャンし，

輝度値
I = A sin (t- Φ) + B

それを十分に検出可能な高速撮影カメラが必要

画像面

となる．一般的な速度のビデオカメラとプロジ
ェクタを使った実装では計測時間が長くなって

00101…

u

カメラ

Φ

しまうため，短時間で計測を行うためには，特

0

観測画素(u,v)

殊な高速投影・撮像デバイスが必要となる．ま

正弦波当てはめ
位相値Φを復元
⇒対応点位置
s =Φ/f
π/2 π

3π/2

t

カメラ視線

た，顔を計測する場合，レーザ光の安全性など

計測対象点

も課題となる．
グレイコード法の原理は，プロジェクタ画像

対応点の 投影光線
位置＝s

上での対応点の位置を 2 進数のビットパター
ンでエンコードし，輝度パターンとして投影す
る手法である（図 -5）
．光切断法と同様に，撮影

投影パターン画像

プロジェクタ

されたパターンの輝度値を 2 値化して処理を行
うので，環境光の影響を受けにくく，安定した

図 -6

位相シフト法による 3 次元計測のイメージ

計測が可能である．さらに，光切断法に比べれ
ば少ないパターン数で計測を行えるため，計測
時間を短くすることができる．たとえば，9 枚のパター
9

各画素の輝度値の変化に正弦波を当てはめると，位相を

ンで対応点の位置を 2 ＝ 512 段階で得ることができる．

復元することができ，対応点の位置が得られる．ノイズ

近年，普及が進んでいるデジタルプロジェクタとカメラ

に対して頑強に位相を復元するにはシフト回数を増やす

を用いて容易に実装できるため，よく使われている手法

ことが必要だが，わずか 4 枚のパターンでもきわめて

である．しかし，汎用プロジェクタでは，投影パターン

高精度になる．また，それぞれの投影パターンは元の正

の切り替え速度や，解像度による計測精度の限界がある．

弦波をずらしただけの単純なものである．以上の特性に

高速かつ高精度な計測を行うため，レーザスキャンによ

より，特殊な投影・撮像デバイスを用いなくても，高速

りグレイコードを生成できる特殊な投影デバイスが開発

性と高精度を両立することができる．顔の両耳までを死

されている．

角なく計測するためには 2 方向から計測することが必

位相シフト法は，プロジェクタ画像上での対応点の位

要であるが，同手法により，距離計測誤差 0.16mm と

置を正弦波の位相としてエンコードした輝度パターンを

いう高精度で 2 方向からの計測を約 0.3 秒以内で実現で

投影する手法である（図 -6）
．プロジェクタから，位置

きている
（図 -7）
．

に応じて位相を変化させた正弦波パターンを，時系列で
さらに固定値ずつ位相をシフトしながら最低 3 枚の画
像パターンを投影する．撮影されたパターン画像間での

● 3 次元顔計測の現状と今後の課題
現状で実用化されている一般的な 3D スキャナは，複
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図 -7 3D ス キ
ャナによる 3 次
元顔形状の計測
結果の例（ワイ
ヤフレームにて
表示）

図 -8 3D ス
キャナ製品
の例（NEC 製
Fiore）

数パターンの投影と画像撮影を要するため，単一の 2D

の動きによって歪んでしまい，照合不能になったと報告

画像撮影より長時間の計測時間を要する．高い認証性能

されている

が期待できる高精度なものは，0.5 秒〜数秒かかるもの

く，より厳しい環境での計測となるため，不良率がさら

が一般的である．この時間内に被写体が動いてしまうと，

に大きくなると考えられ，それはそのまま認証失敗とな

計測結果が歪んでしまう．また，周辺環境の照明条件の

る．利用者の負担を軽減するために，できるだけ短時間

影響も完全には排除できないため，直射日光が当たる屋

で計測を行える 3D スキャナの実現が望まれる．

3）

．実応用場面では，不慣れな利用者も多

外や窓辺などでの運用は難しい．
初 期 の 研 究 で よ く 用 い ら れ た 3D ス キ ャ ナ は

Cyberware 社の製品である．計測時間が 10 秒以上か
かっていたため，顔認識端末として日常的に用いるのは

3D-3D 型顔認識システム

はなかった）
．その後，パターン走査や撮像デバイスの

3D-3D 型顔認識は，登録時および認証時のそれぞ
れで認証端末として 3D スキャナを利用し計測を行う．
3D 計測の制約によって，3D-3D 型システムの応用場

高速化によって計測時間が 1 秒を切る 3D スキャナが実

面は，認識対象が計測に協力的な積極認証に限定される．

現され，現在では数多くの製品が市販されている．3D

同様な応用場面では，2D-2D 型顔認識や，指紋・静脈

顔認識の研究でよく用いられている装置としては，コニ

など，他のバイオメトリクス認証との競合になる．3D

カミノルタ製 VIVID，NEC 製 Fiore，Danae（図 -8）
，

スキャナを用いるためコストが高くなる 3D-3D 顔認識

スペースビジョン製 Cartesia などがある．これらはア

は，これら競合方式より高い認証性能を実現することが

クティブステレオ法を用いているが，近年，カメラの高

期待される．

無理があった（もともとそのような用途のための装置で

解像度化・高画質化が進んだこともあり，パッシブステ
レオに基づく手法でも，3D 顔認識を実現可能な精度に
する研究がされている．パッシブな計測手法は計測時間

● 3D-3D 型顔認識アルゴリズム

3D-3D 顔認識の基本的なアルゴリズムの流れは以下

が短く，利用者がパターン光を気にすることもない点で，

のようになる．

3D 顔認識の利便性をより高めることができる．計測精

状計測が可能と考えられる．しかし，実際に顔認識端末

Step 1. 登録データの計測
Step 2. 照合データの計測
Step 3. 照合・登録データの位置・姿勢の補正
Step 4. 両データの照合
Step 1 で，3D スキャナによる計測を行い，利用者の
データベースを作成しておく．Step 2 で，認証のため
の 3D スキャナによる計測を行い，Step 3 〜 4 で登録

として一般の人が日常的に利用するためにはまだ十分で

済みデータとの照合を行う．

度や環境変動に対する頑強性を高めて，実用化されるこ
とが期待される．
積極認証すなわち被験者が計測に対し協力的であり，
撮影環境も計測に適するように整備できる場面では，現
状市販されている 3D スキャナ装置でも高精度な 3D 形

はない．環境変動に対する計測精度の保証，計測ミスの

Step 3（位置・姿勢の補正）では，計測時の顔の位置・

検出・補正などの自動化といった，さまざまな課題が残

姿勢の変化を補正し，登録データと照合データの位置・

されており，特に，被験者に静止を要求する計測時間を

姿勢を一致させる．最も基本的なアルゴリズムは，2 つ

短くすることは，実用化へ向けた大きな課題である．実

の 3D 形状データ間で対応する特徴点の位置を決定し，

際に多数の人を対象に計測を行った事例に，米国 NIST

それらが同一座標となるようにデータを平行移動・回転

が実施したベンチマークテスト「FRVT 2006」があるが，

させるという手法である．

そのデータ収集作業で，一部のデータが計測中の被験者
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少数の点だけに頼ると，特徴点の抽出誤差および 3D

4）

形状計測の誤差，表情や経年変化による形状変化の影響

比較が行われている

．FRVT2006 では，照明条件や

を受けやすくなる．できるだけ数多くの対応点を用いる

顔の向きをある程度制御した環境における認証場面を

ことで，これらの誤差の影響を統計的に抑えることがで

想定し，2D 顔画像，通常よりも高解像度な 2D 顔画像，

きる．ただし，顔には特徴点として検出が容易な部位が

および，3D 形状データを同様な環境で撮影し，認証実

多くないため，計測データ全体を使って位置・姿勢の補

験を行った．2D-2D 型顔認識・3D-3D 型顔認識それぞ

正を行う手法が提案されている．多くの研究で用いられ

れについて，複数の企業や研究機関から認識アルゴリズ

ている手法に ICP（Iterative Closest Point）アルゴリ

ムの提供を受け，認証性能を比較している．

ズムがある．同手法は，2 つの 3D 形状データの間で最

実験結果によると，2D-2D 型顔認識のベストのア

も近い位置の計測点をとりあえず対応点とみなし，それ

ルゴリズムは高解像度の顔画像を用いる手法で，その

らの距離が全体として小さくなるように位置・姿勢を修

性能は，FAR（他人受入率）が 0.1％となる条件におい

正する．対応点の決定と位置・姿勢の修正を繰り返し行

て FRR（本人拒否率）が 0.5 から 1.5％であった．一方，

っていくことにより，最終的に，計測データ全体が一致

3D 形状のみを認識に用いた 3D-3D 型顔認識アルゴリ
ズムのベストは FRR が 4 ％以上であった．それぞれの

するように位置・姿勢を補正することができる．

Step 4（照合）では，位置あわせされた形状データを

アルゴリズムの提供元が異なるため単純な比較はできな

比較し，本人・他人の識別を行う．最も基本的なアル

いが，3D 形状データだけでは 2D 濃淡画像より個人識

ゴリズムは，2 つの 3D 形状データ間で対応点を決定し，

別に対して有効な特徴であるとは必ずしもいえない結果

各対応点間の距離の総和を誤差尺度として識別を行う手

であった．

法である．さらに，表情や経年変化に対して頑強にする

有望なのは 3D-3D 型顔認識と 2D-2D 型顔認識の両

ため，変動が大きい部分の影響を小さくし，識別に有用

アルゴリズムの融合である．一般的な 3D スキャナは，

な部分を重視するように重み付けをする手法も提案され

テクスチャとして 2 次元画像を同時に取り込むことが

ている．

できる．3D 形状データに加えてこの画像を使うことに

また，3D 形状データを，ある方向から見たときの表

すれば，既存の 2D-2D 型顔認識アルゴリズムを容易に

面までの奥行き距離を輝度としてあらわす
「距離画像」
に

取り込むことができる．単純に考えると，両者を融合し

変換すれば，2D 顔認識で提案されてきたさまざまなパ

た，いわば「2D+3D」型顔認識は，2 次元画像だけを用

ターン認識手法の多くを，ほぼそのまま利用できる．一

いた 2D-2D 型顔認識よりも高い認証性能が期待できる．

例として，PCA（主成分分析）に基づく手法（eigenface

FRVT2006 のベンチマークテスト結果において，3D

と呼ばれる）は，3D 顔認識においても多くの研究で利

形状とテクスチャ画像の両者を用いた認証アルゴリズム

用されている．

は，3D 形状のみを用いるアルゴリズムよりも高性能で，

3D 顔認識では，2D 画像では利用できない独自の特

同じベンダが提供した 2D-2D 型顔認識アルゴリズムよ

徴量，たとえば，顔特徴の実寸，距離方向の輪郭，法線

りも性能が良かった．2D-2D 型顔認識の最高性能のアル

ベクトル方向など，を照合特徴として利用することもで

ゴリズムはほぼ同等の性能であったが，そのアルゴリズ

きる．これらの 3D 特有の情報を活かし，高い認証性能

ムはテクスチャ画像よりも高解像度である顔画像を用い

を実現することが期待される．

ている．したがって，テクスチャ画像としてより高解像度
な 2D 画像が取得できるようになり，2D 画像と 3D 形状

● 3D-3D 型顔認識の現状と今後の課題

を併用する顔認識アルゴリズムが開発できれば，2D-2D

3D-3D 型顔認識の研究は 1990 年ごろから始まって
おり，初期の研究では，顔特徴点の 3 次元位置，表面

型顔認識を超える認証性能を実現可能であるとみられる．

の曲率や，断面形状といった特徴量を識別に用いる手法

特徴であるため，単純に 2 つのアルゴリズムの認証ス

が多い．論文で報告されている照合性能の数値は 100%

コアを統合しても，大きな性能改善効果は得られにくい

に近いものが多いが，実験に用いられたデータ数が非常

と考えられる．したがって，2D 顔認識アルゴリズムが

に少なく，各アルゴリズムの性能比較や実用性などにつ

用いている特徴と独立な 3D データ独自の特徴量を活か

いて，有効な議論をすることは難しかった．

した照合アルゴリズムや，両者の効果的な融合アルゴリ

近年，3 次元顔形状の大規模な公開データベースが整

ただし，3D 顔形状と 2D 顔画像は互いに相関の強い

ズムの開発が望ましい．

備・公開されるようになり，認証アルゴリズムのベンチ
マークテストも行われるようになった．米国 NIST が実
施した「FRVT 2006」では，3D-3D 型顔認識の有効性に
ついて，2D-2D 型顔認識や他のバイオメトリクスとの

2D-3D 型顔認識システム
2D-3D 型顔認識は，他のバイオメトリクスや 3D-3D
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型顔認識の適用が困難な，非積極認証への応用が期待さ

登録

照合

れる．たとえば，監視映像のように姿勢・照明変動が大
きい環境における顔画像認識を実現することである．
姿勢や照明による画像の変化は，顔が 3 次元物体であ
ることに起因しており，顔の 3 次元モデルを登録すれ
ば原理的に解決可能である．そこで，2D-3D 型の顔認
識では，認識のための入力は 2 次元画像であるが，登

3D計測・テクスチャ画像撮影

3D形状・テクスチャ画像

録データを顔の 3 次元計測データとする．従来の 2D 画

照明条件の再現
照明変動の推定

得た 3D 形状を利用して解決することが期待される．照
合対象は通常の画像であるから，3D 計測の制限にとら

姿勢補正

照明基底

われず，既存の監視カメラ設備等を用いた照合システム
も構築可能である．

照合対象画像
（初期）姿勢推定

像のみを用いた顔認識では対応できなかった，認識対象
画像における大幅な姿勢や照明条件の変化を，登録時に

画像撮影

再現画像
登録データ:
- 3次元形状
-照明基底

● 2D-3D 型顔認識アルゴリズム
本稿で紹介する 2D-3D 型顔認識アルゴリズムは，認
識対象である画像に表れる多様な姿勢・照明変動の影響
を除外して顔認識を行うために，認識対象画像と同じ姿
勢・照明条件の画像を再現した上で照合を行う方式であ

照合
図 -9 2D-3D 型顔認識システムの処理の概要．登録時に 3 次元計
測を行い，認識対象である 2 次元画像の環境変動に 3 次元形状情
報を利用して対応する．

5）

る

．図 -9 にその概要を示す．

コンピュータグラフィクスの技術を用いれば，3 次元

と同一の照明条件を再現できる．実験により，10 個程

形状と表面の色情報（2 次元画像）
があれば，任意の姿勢・

度の照明基底を計算しておけば，任意の姿勢における画

照明条件の顔画像を合成できる．どのような条件で撮影

像の照明変動を 99.5 ％以上再現可能なことが分かって

された顔画像に対しても，原理的には，同一の条件での

いる．

顔画像を合成することが可能である．ただし，CG モデ

以上述べた手法によって，顔の姿勢が既知ならば，任

ルは撮影条件（姿勢・照明）
を物理的なモデルで記述した

意の照明条件で撮影された画像に対し，同一条件の顔画

ものであり，照明の数，物理的な配置を表すパラメタを

像を再現できるが，実際の照合場面では，正確な姿勢を

明示的に与えなければならない．しかし，現実の環境に

事前に知ることができない．そこで，顔認識の前処理と

は無数の照明があり，認識対象画像からその物理的な照

して行われる顔検出処理が出力した粗い推定値を元に，

明パラメタを復元するのはきわめて困難である．

3 次元モデルを用いて高精度な姿勢推定を行う手法も提

そこで，照明変動を少数のパラメタでコンパクトに記

案されている．同手法は，誤差を含む姿勢の推定値を元

述するため，次のようなモデルが提案されている．姿勢

に再現された合成画像を細かく部分領域に分割し，照合

を一定とし，照明条件をさまざまに変化させて撮影した

対象画像のどの部分に最も類似するかを決定する．そし

顔画像は，たかだか 10 枚程度の基本的なパターン（照

て，各小領域がその位置へ移動するような 3 次元的な

明基底と呼ばれる画像）の足し合わせで近似できること

顔姿勢の変化量を計算し，姿勢推定値を修正する．これ

が，実験的・理論的に示されている

6）

．さらに，肌の

反射特性は完全散乱モデルによって近似可能であり，そ

を繰り返し行い，照合画像と再現画像が精密に一致する
ような姿勢を求める．

の場合，姿勢が変化しても顔表面上で同じ位置に対応す

本人であれば，再現画像と認識対象画像の間で，顔の

る画素の輝度値は変化しない．そこで，3 次元形状を用

向き，それに応じた輪郭，陰影などすべてをほぼ一致さ

いて，顔の 3 次元表面の各位置の輝度値がさまざまな

せることができる．一方，他人であるならば一致させる

照明条件でどのように変化するかを計算し，それを主成

ことができないので，再現誤差が大きくなる．この再現

分分析することによって 3 次元表面上で照明基底を得

誤差を元に，本人・他人の識別を行うことができる．

る手法が提案されている．任意姿勢の顔画像に対し，そ
の各画素に対応する顔表面位置の照明基底の輝度値を参
照することで，その姿勢での照明基底を得ることができ，
そうして得た照明基底の線形和によって，照合対照画像
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2D-3D 型顔認識は，照合時に 3D スキャナを不要と
することで非積極認証への応用を可能にするが，認識対

象画像にあらわれる多様な環境変動を推定・補正しなけ

測精度も少なからず影響していると考えられる．計測ミ

ればならないため，認識にかかる処理時間が課題となる．

スにより計測精度が劣化し，それが認証性能の悪化要因

また，登録処理に必要な 3D スキャナが高価であること

となっている可能性も大きい．また，2D 顔認識におい

や，2D 顔認識のように既存の顔写真データベースを流

て，デジタルカメラ等で撮影した高解像度な顔画像を用

用することができないことなども実用化における課題と

いると，新たなアルゴリズムにより認証性能を向上でき

なる．

ることも報告されている．今後，3D スキャナがさらに

ヒューマンインタフェースなどの応用ではリアルタイ

改良されれば，現状の 3D-3D 型顔認識アルゴリズムの

ムでの認識が必要とされるので，処理時間が大きな課題

性能が改善されるだけでなく，新たな認識アルゴリズム

となる．また，セキュリティ応用と異なりコストをかけ

を創出し飛躍的な性能改善につながる可能性があると期

にくいため，3D スキャナのコストも課題となる．映像

待される．

監視・検索などの分野では，照合がリアルタイム処理で

映像監視・非対面型インタフェースなどの非積極認

きなくても実用になる応用も多い．しかし，対応すべき

証応用は，他のバイオメトリクスによる実現が難しく，

環境変動の程度によって実現可能な認識性能も変わって
くるため，必要とされる条件下で実用に足る性能が得ら

2D-2D 型顔認識では環境変動による性能劣化の問題が
あるため，3D 顔認識による実現への期待が大きい分野

れるかどうか，環境変動範囲と認識性能の関係を明らか

である．しかし，顔認識にとって十分な精度で遠隔から

にしていくことが望まれる．そのためには，従来の 2D

3D 計測を行うことは，現状ではまだ難しいと考えられ

顔認識で用いられたものよりも多様な変動条件を網羅し

る．この状況を踏まえると，非積極認証の実現には，当

た評価用顔画像データベースを構築し，認識性能を評価

面，2D-3D 型顔認識が有効とみられる．

することが望まれる．

2D-3D 型顔認識では，3D 計測は登録時のみに行い，
認識時は 2D 顔認識と同様に 2D 画像の撮影で済むため，
非積極認証が可能である．実用化のためには，2D-2D

将来展望
3D 顔認識の現状課題と，期待される今後の展望につ

型顔認識で課題となっていた，照合対象画像上にあらわ
れる姿勢・照明の大幅な変化にも耐え得る照合性能の頑

いて概観してみる．

強性を実現しなければならない．登録時に 3D 形状情報

3D-3D 型顔認識は，姿勢や照明の影響を受けない
3D 形状を照合特徴量として利用することで，2D-2D

を得ておくことで，任意の姿勢・照明による画像変動を

型顔認識よりも高い認識性能が望める．しかし，認証端

変動の中でどこまでの照合精度を実現できるかは未知数

末となる 3D スキャナは，現状では計測環境の制限や利

である．実用的な処理時間の制約の中で，いかにして実

用者の負担が大きく，コストも高い．つまり，2D 顔認

用に足る照合性能を達成するかが，実用化への鍵となる

識の利点であった利便性やコストの面での優位性は低下

であろう．

する．このため，他のバイオメトリクスと競合する積極
認証応用において実用化されるためには，それらより高
い認証性能が実現されること，および，3D スキャナの
改善により利便性・コスト面での優位性も実現されるこ
とが望まれる．
積極認証の応用場面を想定した FRVT2006 でのベン
チマークテストの結果を見る限りでは，3D-3D 型顔認
識技術はいまだ発展途上にあるといえる．3D 形状デー
タのみを認識に用いた場合，他のバイオメトリクスや高
解像度画像を用いた 2D 顔認識に対して優位とはいえな
い結果であった．しかし，3D 形状と 2D 顔画像を併用
する認識手法は 2D 顔認識より高い識別性能が得られる

推定し補正できる手法が提案されているが，過酷な環境
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ことが示され，有望視されている．今後，2D 顔認識と
の融合や，2D 顔画像と 3D 形状の両特徴を効果的に併
用する認識手法の開発により，認識性能を向上すること
が期待される．
同ベンチマークテストの結果には，3D スキャナの計
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