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1. は じ め に

顔らしさ分布を利用した顔検出

人の顔には非常に多くの情報が含まれている．近年，カメラによって撮影された顔画像か
らこれらの情報を抽出することの重要性は広く認識され，様々な研究が行われている9)–11) ．

高

塚

皓 正†1

田

中

正

行†1

奥

富

正

敏†1

こうした画像処理システムにおいては，入力画像中から顔を検出する必要がある．より精度
の高い顔検出を行うために，多くのアルゴリズムが提案されている7),8),10) ．

顔検出はコンピュータビジョンにおいて，近年注目されている技術の 1 つであり，
様々な研究が行われている．本論文では，顔と非顔における顔らしさ分布の違いに着
目し，この違いを陽に利用した顔検出を提案する．従来の顔検出に関する研究の多く
は，入力画像から切り取られたサブウィンドウに着目し，識別および検出を行ってい
る．しかし，こうした枠組みでは，各サブウィンドウに対して，独立に顔または非顔
を識別するため，評価値（顔らしさ）の高い非顔のサブウィンドウを誤識別・検出し
てしまうことがよくある．提案手法では，識別器の評価値から分布を作成し，顔らし
さ分布を作成する．この分布を AdaBoost フィルタを用いて真の顔らしさ分布と比較
することで，従来手法で誤検出していた非顔を正しく分類することが可能になる．実
験では MIT+CMU のテストデータセットおよび WWW より収集した様々な種類の
実画像 130 枚を用いて，提案手法の有効性を確認した．その結果，従来のサブウィン
ドウベースの検出手法と比較し，5%程度の検出率の向上が見られた．

Face Detection Using Face Likelihood Distribution
Hiromasa Takatsuka,†1 Masayuki Tanaka†1
and Masatoshi Okutomi†1
Face detection is a useful technique in computer vision. Many face detectors
have been developed in the literature. Almost all approaches for face detection focus on the face classiﬁers which classify a given sub-window into face
or non-face. In this paper, we propose a novel face detection which explicitly
uses diﬀerence of the face likelihood distribution between faces and non-faces.
In previous face detection process, since the classiﬁers evaluate the scanned
sub-windows independently, non-face sub-windows with high face likelihood
are often misclassiﬁed and misdetected. Our proposed face detection compares
the diﬀerence between the face likelihood distribution of faces and non-faces by
AdaBoost Filter, and can correct the misdetected non-faces. Experiments with
real-world images, from MIT+CMU dataset, show that the proposed framework
improves the detection rate approximately by 5%.

顔検出の処理はスキャニング，識別処理，グルーピングの 3 つの処理から成り立っている
（図 1）．まず，スキャニングにより入力画像からサブウィンドウを生成する．次に，生成し
たサブウィンドウに対して識別処理を適用し，顔および非顔クラスのいずれかに分類する．
最後に，グルーピングにより，1 つの顔周辺に重複して検出結果が現れないよう，重複して
識別された結果を 1 つにまとめる．

3 つの処理の中で，識別処理は特に検出結果に与える影響が大きい．そのため，顔検出に
関する多くの研究は識別処理を行う識別器に注目している5),7),8),10) ．
代表的な識別器としては，Rowley らの提案するニューラルネットワークを用いた顔検出
があげられる7) ．Rowley らの方法ではあらかじめ顔および非顔のラベルを付与した学習デー
タを用いて，ニューラルネットワークで構成される識別器の学習を行う．また，彼らは単一
の顔周辺に現れた複数の識別結果を統合する手法として，Arbitration Network を用いたグ
ルーピングを提案している7) ．彼らの手法は，顔検出手法として現実的な速度と精度を備え
ており，その後の研究に多くの影響を与えている10) ．
近年，非常に注目されている識別器として，Viola らの提案するカスケード型 AdaBoost
識別器があげられる1),8) ．彼らは，AdaBoost 識別器を顔識別に適用し，高い識別性能を実

図 1 従来法における顔検出の流れ
Fig. 1 Previous face detection framework.
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現している．さらに，識別器をカスケード構造にすることで，高速かつ識別性能の高い識

力を確率に変換したうえで顔らしさ分布を作成し，その分布を基に近傍情報を統合し，顔検

別器を得る方法を提案している．AdaBoost 識別器は，従来手法の中でも特に実用性に優れ

出を行う手法を提案する．

ており，多くの関連研究が発表されている．Lienhart らは異なるパラメータや特徴量を持

文献 12) において筆者らが発表した手法と今回の提案手法の大きな違いは 2 点ある．1

つ AdaBoost 識別器を提案している5) ．一方，三田らは複数の Haar-Like 特徴量を組み合

点目はカスケード型 AdaBoost 識別器から顔らしさ分布を作成する点である．文献 12) は

わせることで得られる新たな特徴量を用いた AdaBoost 識別器を提案している12) ．

AdaBoost 識別器に対して応用可能な方法である．AdaBoost 識別器ではすべてのサブウィ

従来研究の多くは識別器およびその特徴量に着目することで，検出結果の向上を実現してい

ンドウになんらかの評価値が与えられる．一方，カスケード型 AdaBoost 識別器では，い

る．識別器は顔検出における処理の 1 つでしかなく，切り取られたサブウィンドウが顔かどう

くつかのサブウィンドウが最終層の評価を得ることなく棄却される．そのため，文献 12) の

かを識別する機能だけしか持たない．つまり，従来研究の顔検出では各サブウィンドウごとに

方法を直接適用することができない．そこで，本論文ではカスケード型 AdaBoost 識別器

独立して評価・識別した結果を検出結果に反映させている．そのため，ある非顔のサブウィンド

の出力を確率に変換し，顔らしさ分布を作成する．

．
ウが顔として識別されたとき，そのサブウィンドウは誤って顔として検出されてしまう（図 2）
このように識別器に関する研究はたくさんあるものの，顔検出処理全体を考えた研究は少

2 点目は顔らしさ分布の評価方法である．文献 12) において筆者らは，真の顔の平均分布
を用いて，評価を行った．一方，本論文では 3.1 節で説明する顔らしさ分布から AdaBoost

ない4),7) ．代表的な研究としては，Rowley らの識別結果の統合手法があげられる．Rowley

を用いて学習したフィルタ，AdaBoost フィルタを用いて，適切な検出結果を求める．顔・

らは位置・大きさに関する識別結果を統合する手法を提案している7) ．また，1 枚の画像か

非顔の両方の顔らしさ分布を利用し，学習を行うため，2 つのクラスをより適切に分離する

らの顔検出ではないが，Li らは顔近傍の識別結果を用いたトラッキング方法を提案してい

効果が期待できる．

る4) ．真の顔周辺には顔として識別されるパターンが多く出現する．彼らはこの知識を利用

まず，2 章では従来の顔検出の枠組みについて，簡単に説明する．3 章では，顔らしさ分

し，複数の精度を持つパーティクルフィルタによるトラッキングを行っている．本論文の手

布を用いた顔検出について説明し，カスケード型 AdaBoost 識別器から顔らしさ分布を作

法では，同様の知識を検出率の向上に用いている．

成する方法，得られた顔らしさ分布の評価方法について提案する．4 章では，提案手法の有

本論文では，筆者らがすでにテクニカルペーパにおいて発表している，真の顔近傍におけ
る顔らしさの評価値分布を利用した手法

13)

を拡張し，カスケード型 AdaBoost 識別器の出

効性を実画像を用いて確認する．

2. 顔検出の概要
まず，本章では顔検出処理の概要を説明する．その後，従来手法と対比しながら提案手法
の概要を説明する．

2.1 識 別 処 理
識別器はサブウィンドウを顔および非顔クラスに識別する機能を持つ．本論文では，この
機能を識別処理と呼び，評価処理と閾値処理に分けて考える．評価処理とは，あるサブウィ
ンドウについて，その顔らしさを評価する処理である．多くの識別器は内部的に評価処理を
行っており，その評価値に対して，閾値処理を加えたものを識別結果としている．識別器の
性能は顔検出の最終的な性能に大きく寄与するため，識別器に関する多くの研究が行われて
図2

誤検出の例：顔でない位置に検出結果が生じることが確認できる（白枠：正しい検出結果，黒枠：誤った検出
結果）
Fig. 2 False alarm example: some detections indicate non-face regions (White: correct detections,
Black: false alarms).
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いる2),7),8),10) ．なかでも，AdaBoost 識別器およびカスケード型 AdaBoost 識別器2),8) は
実用性に優れた方法として知られる．

AdaBoost 識別器は複数の弱識別器から構成されている．学習時には，あらかじめラベル
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を付与した顔画像および非顔画像を用いて，分離するのに最適な弱識別器を順に求めること
で学習を行う．最終的な識別器は選択された弱識別器の重み付き和である評価値に対して，
閾値処理を適用したものとなる（式 (1)）．



提案手法では，まず，カスケード型 AdaBoost 識別器の評価値を確率に変換し，顔らしさ
分布を作成する．次いで，生成された顔らしさ分布を AdaBoost フィルタを用いて評価す

H(x) = sign (G(x))

(1)

ることにより，顔検出を行う．従来手法ではサブウィンドウごとに顔検出を行っているが，
提案手法では近傍の顔らしさも考慮して顔検出を行っていることになる．このように近傍の

T

G(x) =

で利用できるようになる．

αl hl (x)

(2)

l=1

ここで，H(x) は識別結果，G(x) は評価値，T は弱識別器の総数，αl は各弱識別器の重み，

sign(x) は x が 0 以上の値をとるときに 1 を，それ以外のときには −1 を返す関数である．

顔らしさも同時に考慮することにより，顔検出性能の向上が期待される．

3. 顔らしさ分布の作成・評価
本章では，顔らしさ分布の作成・評価方法についての詳しい説明を行う．

AdaBoost 識別器において，顔らしさの評価は式 (2) の G(x) で与えられる．評価値 G(x) が

3.1 カスケード型 AdaBoost 識別器を用いた顔らしさ分布の作成

高いほど，そのサブウィンドウは顔である可能性が高い．つまり，評価値を求めることが評価

ここでは，識別器にカスケード型 AdaBoost 識別器を用いた場合の顔らしさ分布の作成

処理に対応する．G(x) に閾値処理を適用したものが H(x) となり，最終的な識別結果となる．

2.2 グルーピング

法を説明する．
本論文では，各サブウィンドウを評価した値を入力画像座標上に反映したものを顔らしさ

グルーピングは画像上の近傍に生じる複数の識別結果を 1 つにまとめる機能を持つ．グ
ルーピングの機能は，識別結果から検出結果を得るために必要な処理である．しかし，従来

分布と呼ぶ．顔らしさ分布を利用することで，近傍の顔らしさを考慮しながら顔検出を行う
ことが可能になる．

の顔検出の研究では，識別器以外の顔検出の処理について，あまり検討はなされていない．

図 4 に顔らしさ分布を示す．提案手法では，サブウィンドウの大きさ，縦位置，横位置の

ここでは，代表的なグルーピング手法として Rowley らの手法を紹介する7)（図 3 上段）．

3 パラメータに関する顔らしさ分布を利用するため，分布は三次元となる．図 4 では，高い

Rowley らの手法では，大きさの異なる画像における識別結果に対してローパスフィルタを

評価値を持つ座標ほど白く，低い評価値を持つ座標ほど黒く示した．

適用する．ローパスフィルタ適用後のデータにおいて，局所最大値を探索し，周辺の不要な

図 5 に本論文で利用するカスケード型 AdaBoost 識別器を示す．数字の書かれた円は各

識別結果を除去することで，複数の識別結果を統合する．Rowley らは，この手法を複数の

層の AdaBoost 識別器を示している．カスケード型 AdaBoost 識別器によって評価・識別

ニューラルネットワークの識別結果を統合する手法へと拡張している．

されるサブウィンドウは，評価の途中で棄却されるサブウィンドウと最終層まで通過したサ

提案手法の処理を図 3 下段に示す．提案手法では識別器の評価値を分布として評価する．
各サブウィンドウごとに閾値処理を適用しないため，従来手法よりも多くの情報を後の処理

図 3 従来手法と提案手法の処理の違い
Fig. 3 Diﬀerence between previous and proposed face detection.
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図5

カスケード型識別器における棄却されたサブウィンドウと通過したサブウィンドウの確率
Fig. 5 Probability of rejected and passed subwindows.

ブウィンドウの 2 種類に大きく分けられる．これら 2 種類のサブウィンドウは評価の仕方

図 6 各クラスの条件付き確率密度分布
Fig. 6 Each class conditional probabilistic distribution.

が異なるため，評価値や顔らしさを直接比較することができない．一方，顔らしさ分布を生
成するためには，これら 2 種類のサブウィンドウに対して，比較可能な統一的な指標を与え

過した顔，通過した非顔の 4 種類のいずれかに属する．第 m 層における 4 種類のサブウィ

る必要がある．
そこで，サブウィンドウが顔である確率を，統一的な指標として利用することにする．こ
のように評価器の出力から確率を得る方法をスケーリングと呼ぶ．
従来のスケーリング手法は，大きく 2 つの方法に分けることができる．1 つは各クラスの
条件付き確率密度分布を推定し，ベイズの定理から事後確率を求める方法である3) ．もう 1
6)

ンドウが生じる確率はベイズの定理から式 (3) で与えられる．

Pm (s|x)Pm−1 (x|pass)
Pm (s|x)Pm (x)
= 
,
Pm (x|s) = 
P
(s|x)P
(x)
P (s|x)pm−1 (x|pass)
m
m
x
x m

(3)

ただし，x ∈ {face, non-face} はクラスの変数，s ∈ {pass, reject} は状態の変数を表してい
る．式 (3) から，各層におけるそれぞれの事後確率を求めることができる．Pm (face|reject)

つは，事後確率を直接推定する方法である ．
前者の方法では3) ，まず学習データから各クラスの条件付き確率密度分布を推定する．求

は第 m 層で棄却されたサブウィンドウが顔である確率を与える．また，Pm (face|pass) お

められた条件付き確率密度分布にベイズの定理を適用することで，ある評価値が得られたと

よび Pm (non-face|pass) は第 m + 1 層の事前分布であるため，第 m + 1 層で，式 (3) を計
算するために必要である．式 (3) における各クラスの条件付き確率 Pm (s|x) は式 (4) によっ

きの事後確率を求めることができる．
一方，事後確率を直接推定する Platt の方法は，条件付き確率密度分布を求めない．事後
確率をシグモイド関数で近似し，直接的に事後確率を求める手法を提案している6) ．
これらの方法はいずれもすべてのサブウィンドウが比較可能な評価値を得ることができる

て求められる．

⎧
∞
⎪
⎨ Pm (pass|x) = θm pm (ym |x)dym
⎪
⎩

場合に限り，適用可能である．
カスケード型 AdaBoost 識別器では，従来のスケーリング手法を直接適用することはで

(4)
Pm (reject|x) = 1 − Pm (pass|x)

きない．これは，途中の層で棄却され評価値が与えられないサブウィンドウが存在するため

θm は第 m 層での閾値，pm (ym |x) は条件付き確率密度分布を示している．条件付き確率

である．提案手法では，途中で棄却されたサブウィンドウに対しては棄却された時点におけ

Pm (s|x) は，条件付き確率密度分布 pm (ym |x) の積分で表現される．図 6 に条件付き確率密

る確率を，最終層まで通過し評価値が与えられたサブウィンドウに対しては与えられた評価

度分布と条件付き確率の関係を示す．分布の周辺部では十分な数のサブウィンドウが得られ

値に基づいた確率をそれぞれ算出する．

ないため，実験では，条件付き確率密度分布 pm (ym |x) はガウス混合分布を仮定し，ヒスト

3.1.1 棄却されたサブウィンドウ

グラムから EM アルゴリズムを用いて混合比率，平均値，分散をそれぞれ推定した．なお，

はじめに，棄却されたサブウィンドウが顔である確率を求める方法を説明する．第 m 層

収束性などを考慮し，非顔クラス，顔クラスそれぞれに 2 個のガウス分布を割り当てた．

の AdaBoost 識別においてすべてのサブウィンドウは，棄却された顔，棄却された非顔，通
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3.1.2 最終層まで通過したサブウィンドウ

顔らしさ分布に三次元フィルタを適用し，顔と非顔の分布を分離することを考える．こ

次に最終層まで通過したサブウィンドウが顔である確率を求める方法について説明する．

こで，三次元フィルタは顔らしさ分布を入力とし，1 つの値を返すフィルタとする．たとえ

最終層では，従来手法を用いて，各サブウィンドウの確率を計算することが可能である．提

ば，ローパスフィルタを用いた場合，ある範囲の分布に対して，あらかじめ定めた値を畳み

案手法では Hastie らの方法を用いて，事後確率密度分布を推定している3) ．ただし，条件

込むことで，1 つの値を返す．この処理を領域に対して適用することで，ローパスフィルタ

付き確率密度分布には，棄却されたサブウィンドウのとき同様に，パラメータは EM アル

の機能を実現する．提案手法では，ある範囲の分布に対して，あらかじめ学習した弱識別

ゴリズムを用いて推定する．このとき，事前確率は第 n − 1 層の事後確率 Pn−1 (face|pass)，

器を適用する．それぞれの弱識別器の重み付き和を求めることで分布から 1 つの値を返す．

Pn−1 (non-face|pass) となる．

本論文では，このフィルタを AdaBoost フィルタと呼ぶ．

pn (yn |x)Pn−1 (x|pass)
.
Pn (x|yn ) = 
p (y |x)Pn−1 (x|pass)
x n n

(5)

ここで，yn は最終 n 層における評価値である．

提案手法では，顔および非顔から得られた顔らしさ分布を学習データとし，分布の学習を
行う（図 8）．学習した AdaBoost フィルタを用いて，分布の評価を行うことで，識別器の
みでは判別することができない顔および非顔の分類が可能となる．

式 (5) によって，最終層まで通過したサブウィンドウに対するスケーリングが行われる．

AdaBoost フィルタの学習では，まず通常の識別器では分類困難な顔および非顔画像を用意

また，3.1.1 項で述べた方法により，途中で棄却された時点における確率が求められる．し

する．それらの画像（顔の大きさに対して，2 倍の大きさ）から顔らしさ分布を作成する．これら

たがって，すべてのサブウィンドウに対して，顔らしさの確率を求めることができる．

AdaBoost フィルタ学習用の顔画像は，顔の大きさによって正規化されているため，顔らしさ分

3.2 AdaBoost フィルタを用いた分布の評価

．各ボクセルの顔らし
布はすべて同じ大きさの三次元のボクセルデータとして得られる（図 4）

ここでは，3.1 節で得られた顔らしさ分布を用いて，最終的な顔検出結果を得る方法につ

さの値を特徴量として，AdaBoost による学習を行う．ここで用いる弱識別器を式 (6) に示す．

いて説明する．
実画像において顔らしさ分布を作成すると，顔の周囲では注目しているサブウィンドウの
みでなく，近傍のサブウィンドウにおいても比較的高い確率を持つ（図 7）．一方で，非顔

hx,y,z (v(x, y, z)) =

1 (if v(x, y, z) > t(x, y, z)),
−1 (otherwise)

(6)

画像では局所的に高い値が出現することが多い．つまり，非顔画像においては，あるサブ

ただし，hx,y,z (v) は弱識別器，v(x, y, z) は入力された顔らしさ分布の評価値，t(x, y, z) は学

ウィンドウが高い値をとっても，近傍のサブウィンドウが顔の場合と比べて低い値をとるこ

習によって求められる閾値をそれぞれ示している．式 (6) 中の座標はすべてフィルタを基準と

とが多い．こうした顔らしさ分布の違いを利用することで，顔検出の精度を上げることがで

している．それぞれの座標において，学習データから最適な閾値を計算し，t(x, y, z) を求め

きると考えられる．

(a) 顔画像

(b) (a) の顔
らしさ分布

(c) 非顔画像

(d) (c) の顔
らしさ分布

図 7 顔画像と非顔画像における顔らしさ分布の違い
Fig. 7 Diﬀerence of face likelihood distribution.
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たうえで，通常の AdaBoost 同様，重み付き誤差が最小になる弱識別器を採用する．これを

弱識別器とし，重み付き誤差を最小にするような弱識別器を選択する．カスケードの総層数

繰り返すことで，顔および非顔の分布を分離するのに適した，複数の弱識別器と対応する重

は 10 層とし，それぞれ 25，25，25，50，50，100，100，150，250，500 の弱識別器から

みを得ることができる．検出時には，入力された顔らしさ分布における，弱識別器の重み付き

構成される．カスケード型 AdaBoost 識別器全体では，弱識別器を 1,250 個使用する．学

和を計算することで，分布の評価を行うことができる．検出時の重み付き和を式 (7) に示す．

習に用いた顔画像の学習データは 5,000 枚，非顔画像の学習データは各層において 5,000 枚

G(I) =



である．カスケード型 AdaBoost 識別器の学習では，棄却された非顔画像を各層で補充す

αx,y,z hx,y,z (v(x, y, z))

(7)

る必要があるため，学習データの枚数は各層で使用する枚数を基準としている．
まず，学習した AdaBoost 識別器に対して，評価を行った．評価には MIT+CMU の画像か

ただし，I は入力された顔らしさ分布，αx,y,z は当該座標の識別器に対応する重みである．

ら切り出したサブウィンドウを用いる．識別器の目的は，サブウィンドウを顔と非顔クラスに

フィルタ範囲内の弱識別器の重み付き和である G(I) は分布の評価である．最後に評価が一

分類することである．そのため，ラベルが付けられたテスト用のサブウィンドウに対して，正

定値以上のものを探索することで，最終的な検出結果を得る．

しく分類できるかどうかで評価を行った．つまり，ここで得られる結果は識別器の評価である．

MIT+CMU のデータセットから正解データを別途作成し，正解データを基に切り出した

4. 実画像実験

サブウィンドウを顔クラスに分類されるサブウィンドウとする．また，入力画像の残りの部

本章では，実画像を用いて提案手法の有効性を検討する．実験では，はじめにカスケード
型 AdaBoost 識別器を学習する．その後，学習した識別器を用いて顔らしさ分布を作成し，
顔と非顔の分布を比較する．次に，作成した顔らしさ分布を用いて，AdaBoost フィルタを
学習し，結果を示す．最後に，実画像に対して，提案手法である顔らしさ分布を用いた顔検

分から生成したサブウィンドウを非顔クラスに分類されるサブウィンドウとする．ただし，
非顔クラスのサブウィンドウは顔が入らないよう生成した．
このように生成したサブウィンドウのテストデータを用いて，ROC（Receiver Operating

Characteristic）カーブを作成した結果を図 9 に示す．
図 9 において，ROC カーブの縦軸は識別率である．識別率は正しく識別された顔画像数/

出を適用し，従来手法との比較を行う．

4.1 カスケード型 AdaBoost 識別器の学習・評価

顔画像の総数で定義される．一方で，横軸は誤識別数または誤識別率で示す．誤識別数は顔

WWW から収集した顔・非顔画像を用いて，カスケード型 AdaBoost 識別器の学習を行

クラスに識別された非顔画像の個数，誤識別率は誤識別数/非顔画像の総数で定義される．

う．表 1 に学習した際の条件を示す．

横軸を誤識別数とした場合，非顔画像の総数が小さいと，誤識別数も小さく，非顔画像の

特徴量としては，Haar Like 特徴量を用いた．学習画像のサイズが 19 × 19 であるとき，

Haar Like 特徴量の総数は 63,960 個になる．各特徴量において，閾値を最適化したものを
表 1 カスケード型 AdaBoost 識別器の学習条件
Table 1 Cascaded AdaBoost classiﬁer learning condition.
特徴量：Haar Like Feature
総特徴量：63,960
用いた画像サイズ：19 × 19
カスケード層数：10 層
各層における弱識別器数：25，25，25，50，50，
100，100，150，250，500
総弱識別器数：1,250
学習に使用した顔画像：5,000 枚
学習に使用した非顔画像：5,000 枚/層
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(b) ROC カーブ（誤識別数）

サブウィンドウを用いて作成した ROC カーブ
Fig. 9 ROC curve from subwindows.
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総数が大きいと誤識別数も大きくなる．つまり，非顔画像の総数が等しくない場合には，複数

顔画像の分布をそれぞれ示す．顔画像，非顔画像の条件付き確率密度分布を単一のガウス分

の ROC カーブを正しく比較することができない．一方で，横軸を誤識別率とした場合，非顔

布で近似することは困難である6) ．一方で，混合ガウス分布で近似した場合には，比較的う

画像の総数の異なる 2 つの ROC カーブを単純に比較することが可能である．しかし，横軸

まく近似できていることが確認できる．これらの条件付き確率密度分布から最終的に求めら

を誤識別率とした場合，直感的に 1 枚の画像に対する誤識別数を把握することが困難である．

れた事後確率を表 2 に示す．非常に 0 に近い値になるものの，後層になるにつれてその棄

このように誤識別数と誤識別率を横軸にとった ROC カーブは一長一短であり，どちらが
良い比較方法だとはいいがたい．ここでは双方の値を横軸にとった ROC カーブを示す．
図 9 の (a)，(b) はそれぞれ誤識別率，誤識別数を横軸にとった ROC カーブである．(a)
のグラフから分かるとおり，今回学習した識別器では誤識別率が 0.0002%のとき約 95%の

却された画像が顔である確率が大きくなっていることが確認できる．
同様に提案手法を用いて，最終層における事後確率を求めた．図 11 に最終層の AdaBoost
識別器の評価値と事後確率の関係を示す．
横軸は最終層の AdaBoost 識別器の評価値，縦軸は事後確率 Pm (face|ym ) を示している．

識別率が得られている．(a) のグラフは横軸が誤識別率であるため，他の実験結果と比較可

最終層まで到達したサブウィンドウについては，図 11 を用いることで，事後確率を得るこ

能である．一方，(b) のグラフでは横軸が誤識別数であり，識別率を固定した際に，どの程

とができる．

度の誤識別があるのかを確認できる．

4.2 顔らしさ分布の作成
次に，学習したカスケード型 AdaBoost 識別器から顔らしさ分布を得る．学習データと
は別にスケーリング用のデータとして，顔画像 8,000 枚，非顔画像約 3,000 万枚を用意し，
スケーリングを行う．図 10 は，スケーリング用データを用いて作成したヒストグラムと

EM アルゴリズムにより推定された条件付き確率密度分布である．実線は顔画像，破線は非

(a) 第 1 層

(b) 第 2 層

(c) 第 3 層

(d) 第 4 層

(e) 第 5 層

(f) 第 6 層

図 10 各層における条件付き確率密度分布（黒：非顔，灰：顔）
Fig. 10 Scaling result of each cascade stage (Black: non face, Gray: face).
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表 2 スケーリングによって求められた事後確率
Table 2 Posterior probabilities calculated by scaling.

stage
1
2
3
4
5
6
7
8
9

posterior probability Pm (face|reject)
0
0
1.60 × 10−6
1.00 × 10−5
5.26 × 10−5
5.19 × 10−5
1.45 × 10−4
4.71 × 10−4
3.47 × 10−3

図 11 最終層の事後確率
Fig. 11 Posterior probability of last cascade stage.
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表 3 AdaBoost フィルタの学習条件
Table 3 AdaBoost ﬁlter learning condition.
特徴量：顔らしさ分布のボクセルの値
総特徴量：1,575
用いた顔らしさ分布の範囲：15 × 15 × 7
総弱識別器数：30
学習に使用した顔画像の顔らしさ分布：100 枚
学習に使用した非顔画像の顔らしさ分布：900 枚

(a) 位置に関する分布

(b) スケールに関する分布

図 12 顔らしさ分布の平均値と分離度
Fig. 12 Degree of separation and average of face likelihood distribution.
図 13 AdaBoost フィルタの学習結果
Fig. 13 Learning result of AdaBoost ﬁlter.

4.3 AdaBoost フィルタの学習
いて 1.1 倍（もしくは 1/1.1 倍）の解像度を持つ．用いる弱識別器の数は経験的に定めた．

ここでは，顔と非顔画像の顔らしさ分布の違いについて検証する．
まず，評価値の局所最大値が 0.9 を超える顔と非顔画像をそれぞれ収集する．収集した画

学習結果の一部を図 13 に示す．図 13 は AdaBoost の学習により選択された特徴量のう

像から顔らしさ分布を生成し，平均したものを図 12 に示す．実線は顔画像の顔らしさ分布

ちはじめの 4 つを示したものである．15 × 15 × 7 のボクセルデータから，着目している中

の平均，破線は非顔画像の顔らしさ分布の平均を示す．グラフを作成するため，顔画像 96

心部分である 11 × 11 × 3 のボクセルデータを取り出している．グリッドは三次元のフィル

枚，非顔画像 100 枚を使用した．(a) の横軸はサブウィンドウの大きさを 1 として正規化さ

タのスケール値を固定し，二次元で表現したものである．スケールの値は左から，1/1.1，1，

れた距離である．局所的な最大値を距離 0 としている．たとえば，距離 0.1 は局所的な最

1.1 となっている．選択された特徴の順番を図内に記す．Distance は図 12 (a) の Distance

大値からサブウィンドウの 10%離れた距離である．また，(b) の横軸は基準のサブウィンド

同様，顔の大きさに対する割合を示している．

ウの大きさを 1 としたときの大きさを示している．たとえば，大きさ 1.1 では基準のサブ

4.4 実画像からの顔検出

ウィンドウの 1.1 倍の大きさのサブウィンドウを用いている．縦軸はともに顔らしさの確率

学習の結果得られたカスケード型 AdaBoost 識別器および AdaBoost フィルタを用いて，
実画像から顔検出を行う．入力画像には MIT+CMU のデータセットを用いる．MIT+CMU

である．

(a) と (b) のグラフを見ると，顔画像から作成した顔らしさ分布は非顔画像から作成した

のデータセットは全部で 130 枚の画像から構成されており，511 個の正面顔が含まれてい

ものよりも顔らしさの高い値が広範囲に広がっていることが確認できる．この傾向は特に

る．これらの画像に対して，顔らしさ分布を用いた顔検出を適用し，提案手法の有効性を検

(a) のグラフにおいて顕著である．このように統計的に見ても，顔と非顔の顔らしさ分布は

証する．
識別器は 4.1 節で述べた共通のカスケード型 AdaBoost 識別器を使用し，グルーピング

異なっていることが確認できる．
この顔らしさ分布の違いを評価するために，提案手法では AdaBoost フィルタを用いる．

手法の違いによる検出能力を比較した．比較対象は提案手法と，文献 8) を基に著者らが実
装した単純なグルーピング手法，Rowley らのグルーピング手法7) とした．

実験で作成した AdaBoost フィルタの学習の条件を表 3 に示す．
学習には縦 15 × 横 15 × 大きさ 7 の顔らしさ分布（ボクセルデータ）を用いている．た

なお，提案手法は文献 12) の方法を拡張した方法となっているが，文献 12) の方法は，本

だし，ボクセルデータは位置方向について入力画像の 1/3 pixel の解像度，大きさ方向につ

実験で利用しているカスケード型 AdaBoost 識別器に対して適用できないため，比較を行っ
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ていない．

Rowley らのグルーピング手法は 2.2 節で紹介したものを実装した．また，単純なグルー
ピング手法は，オーバラップする識別結果をクラスタリングし，1 つにまとめる処理を実装
している8) ．文献 8) にはグルーピング手法の詳細は記述されていないため，本論文の「単
純なグルーピング手法」が「文献 8) におけるグルーピング手法」と厳密には同一でない可
能性があることに注意が必要である．

(a) d < 0.3，0.5 < ρ < 1.5

(b) d < 0.4，0.4 < ρ < 1.6

(c) d < 0.5，0.3 < ρ < 1.7

(d) d < 0.6，0.2 < ρ < 1.8

本論文における「単純なグルーピング手法」では，サブウィンドウの大きさで規格化した
中心間距離が 0.8 以下，かつサブウィンドウの大きさの比が 0.67〜1.5 の場合に，2 つの識
別結果がオーバラップしているとし，クラスタリングを行った．なお，いくつかのオーバ
ラップに関する条件における性能比較を行い，最適な条件を利用している．
本実験では，グルーピング手法の比較を行うため，3 つのグルーピング手法に対して同一
の識別器を用いている．また，各グルーピング手法を実装して，評価を行った．
真の顔の位置と大きさに許容範囲を設定し，許容範囲に入っている検出結果を正検出とし

図 14

た．MIT+CMU のデータベースには，各顔に関する目や口の位置情報は付与されているも

MIT+CMU のデータセットを用いて作成した ROC カーブ
Fig. 14 ROC curve from images.

のの，顔そのものの位置や大きさの情報は与えられていない．そのため，真の顔の位置や大

1 に固定し実験を行った．つまり，図 14 の ROC カーブは，ローパスフィルタの前の閾値

きさは目や口の位置情報に基づき，手動で設定した．
また，画像からの顔検出においては，正検出とする許容範囲の設定により，検出性能も

を変化させて描いた ROC カーブである．従来手法（単純なグルーピング）では，識別器内

変化してしまう1 ．そこで，本論文では，許容範囲を変化させながら，グルーピング手法

の閾値処理のみである（図 3）．そのため，提案手法同様，その閾値の値を変化させること

の性能を評価した．真の顔の中心位置と検出された顔の中心位置との距離を真の顔の大き

で ROC カーブを得ることができる．

さで規格化した値 d と，検出された顔の大きさの真の顔の大きさに対する比 ρ を変化させ

図 14 の各グラフにおける総サブウィンドウ数はそれぞれ 1,028,974,114 になる．ただし，

ることで許容範囲を変更した．許容範囲を変更しながら作成した ROC カーブを図 14 に示

図 14 では，誤検出数が横軸である ROC カーブのみを示す．これは入力が画像である場合

す．許容範囲は，(a) d < 0.3，0.5 < ρ < 1.5，(b) d < 0.4，0.4 < ρ < 1.6，(c) d < 0.5，

には，分割されたサブウィンドウの数はあまり意味がないからである．

0.3 < ρ < 1.7，(d) d < 0.6，0.2 < ρ < 1.8 と，それぞれ設定している．

(b)，(c)，(d) においては，従来手法（Rowley，単純なグルーピング）と提案手法を比較

実線は提案手法，破線は従来手法（Rowley），点線は従来手法（単純なグルーピング）の
検出結果を基にそれぞれ作成した ROC カーブである．提案手法の閾値は，AdaBoost フィ
ルタ適用後の値に対する 1 つである．そのため，ROC カーブはその閾値の値を変化させる
ことで得られる．一方，従来手法（Rowley）においては，閾値はローパスフィルタの前後

した場合には，提案手法による検出性能が従来手法を上回っていることが確認できる．
許容範囲を変化させた場合でも，提案手法は (a) のように従来手法（Rowley）と同等か

(b)，(c)，(d) のように従来手法（Rowley）を上回る検出性能があることが確認できた．
図 14 の (c) において，同一の誤検出数における検出率を比較すると，最大で約 5%ほど

に 2 つ存在する．そのため，本来 ROC カーブは二次元の関数になる．今回は比較のため，

従来手法を上回っている．今回の実験では，約 500 の顔画像を検出対象としているため，同

統合処理の後に設定されている閾値の値を Rowley らの実験7) で用いられている閾値の値，

一数の誤検出を許容するとき，5%の差は約 25 個の顔画像を多く検出できることを示して
いる．

1 多くの文献では，許容範囲が明示されていないため，性能を評価する際には注意が必要である．
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(a) 従来手法（Rowley）

(b) 提案手法

(c) グルーピングなし
（すべて黒枠で表示）

図 15 検出結果（白枠：正しい検出結果，黒枠：誤った検出結果）
Fig. 15 Detection result (White: correct detections, Black: false alarms).

(a) 従来手法（Rowley）

法における検出率が 0.85 以上になるように定める．正検出の範囲としては，図 14 (c) の条

(b) 提案手法

図 16 検出結果（白枠：正しい検出結果，黒枠：誤った検出結果）
Fig. 16 Detection result (White: correct detections, Black: false alarms).

件を用いた．両手法において，検出率が等しくなるよう閾値を定めたため，図 15 はデータ
セット全体において検出率が 0.8630 になるよう閾値を調整されている．つまり，データセッ
トにおいて正しく検出される顔画像の個数は同じである．なお，従来手法（単純なグルーピ
ング）の検出結果は従来手法（Rowley）と比較し，検出率が低いため省略した．
図 15 の (a) は従来手法（Rowley）処理結果，(b) は提案手法処理結果である．また，参
考のためにグルーピング処理なしの結果を (c) に示す．(c) では，正解判定が困難であるた
め，検出結果をすべて黒枠で表示した．(c) はグルーピングを行っていないため，1 つの顔
の周りに複数の検出結果が生じている．従来手法処理結果 (a) では，3 つ誤検出がある一方
で，提案手法処理結果 (b) では，1 つも誤検出は生じていない．提案手法を用いることで検

(a) 従来手法（Rowley）

(b) 提案手法

図 17 検出結果（白枠：正しい検出結果，黒枠：誤った検出結果）
Fig. 17 Detection result (White: correct detections, Black: false alarms).

出結果が向上していることが確認できる．
図 16 および図 17 にその他の画像に従来手法（Rowley）と提案手法を適用した結果を
示す．
これらの結果は同一の識別器を用いた場合にもグルーピングを工夫することで，検出結果
が向上することを示している．仮に顔と非顔の分布における評価値のピークがほぼ同じで

考えられる．

5. お わ り に
本論文では従来手法における顔検出の処理を見直し，顔らしさ分布を利用した顔検出を提

ある場合，単一のサブウィンドウの識別結果を用いている Rowley らのグルーピング手法で

案した．従来の顔検出では識別器を 1 つの処理としているため，サブウィンドウ単位での評

はこれらを分離することができない．提案手法では，こうした区別しにくいサブウィンド

価をせざるをえない．提案手法では近傍のサブウィンドウの情報を含めた顔検出の検討を行

ウの顔らしさ分布を学習データとして，区別しにくい顔および非顔の分布の特徴を学習し，

い，カスケード型 AdaBoost 識別器のスケーリング，AdaBoost フィルタによる分布の評価

AdaBoost フィルタによる検出を行っている．経験的には，ほぼ同じピークを持つ非顔と顔

方法を提案している．

の分布を比較した場合，顔と比較し非顔の分布は鋭いピークを持つことが多い．このように

実験では，実画像を用いて従来手法と提案手法の比較を行った．MIT+CMU の検証用

学習した特徴を基に分布を評価することで，Rowley らのグルーピング手法で非顔として識

データベースを用いて，実験を行った．結果として，同一の誤検出数のときに同一の識別器

別されてしまっていた顔が顔に，顔として識別されていた非顔が非顔に正しく分類できたと

を用いた従来手法を用いた場合よりも約 5%程度検出率を改善できることを確認した．
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提案手法であるカスケード型識別器のスケーリング方法，AdaBoost フィルタはともに他
の分野への応用が可能だと考えられる．今後はこうした分野への適応について検討していき
たい．
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