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あらまし ナンバープレートを含む画像の公開は，プライバシー保護違反の観点から法的な問題を引き起こす可能性
がある．そのため，こうした画像の公開に当たっては，ナンバープレートの自動検出を行い，その後，ナンバープ
レートを隠蔽する必要がある．この際，ある程度の誤検出が避けられない状況を考えると，正しく検出された部分の
みならず，誤検出の部分にも隠蔽処置が施されることになり，その結果として，画像全体を見たときに違和感を生じ
てしまう．そこで本論文では，文字の特性を利用とした隠蔽を行う．すなわち，ナンバープレート部分のみを極力読
みにくくして，誤検出の部分にはなるべく影響しないような隠蔽法を提案する．本手法の効果を確認すべく，ナン
バープレート検出及び隠蔽実験を行い，本手法の有効性を確認した．
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されてきた．特に，カメラと車両の位置関係がある程度

1. は じ め に

限定できる場合, 画像上でナンバープレートが出現する

Google Street View[1] のような Web などのメディア
で画像を公開する場合, プライバシーの問題が付きまと
う．例えば, 人物の顔や家の中の様子が当事者の了承な
しに公開され, 問題になっていた．また街中の監視カメ
ラについても同様の議論がなされている．
ナンバープレートもプライバシーを表出するものの一
つである．Google Street View ではプライバシー対策と
して既にプレートの認識及び隠蔽を行っている．しかし
隠蔽の方法は, 単純に検出部分をぼかすというものであ
る．確かにナンバープレートの可読性は著しく低下する
が, 一方でナンバープレート以外の領域でありながらナ
ンバープレートとして誤検出された部分にもぼかし処理
を行う点が問題になる．すなわち, そうした部分は重要
なものであって見えづらくなってしまう．このように, ナ
ンバープレートの検出処理が完璧でない限り, 必ず隠蔽
による副作用が発生する．図 1 に実際の隠蔽の例を示す．
なお青の部分はプレートの部分で， 赤の部分はプレート
以外の部分である．このように誤検出した部分も不必要
にぼかされてしまう．
そこで本論文では, 文字の特性を利用した隠蔽を目的
とする．すなわち，どのように精度を向上しても, 誤検
出は不回避であるという前提に基づき, そうならば誤検
出部分になるべく悪影響を与えないような隠蔽を目指す．
後述するように, 文字とそれ以外の部分の可読性に関す
る特性が, その他の部分のそれと異なることを利用する．
隠蔽に関する議論に先立ち，その事前処理とも言える
ナンバープレートの検出について触れておく．これまで，
ナンバープレート検出については，ナンバープレート上
の数字認識を最終的な目的として，既に数多く研究開発

大体の位置やその大きさが特定できるため，すでに広く
実用化されるに至っている．例えば，駐車場や料金場な
どのゲート入口などにおけるナンバープレート読み取り
や，警察による道路走行車ナンバープレート読み取りシ
ステム（通称 “ N システム

）が挙げられる．

しかし, このような技術を冒頭の Web 画像等に直接利
用することはできない．Web 上の情景画像は，ナンバー
プレートとカメラの位置関係に制約なく撮影されており，
従って， どのような位置にどのような大きさのプレー
トが存在するか事前に絞り込むことができない．このた
め，画像全体を対象としてナンバープレートを検出する
作業が新たに必要になる．
さらに, Web 画像中のナンバープレートは様々な変形
を受ける．例えば, カメラとプレート面が正対していな
いことによる射影変換, ぼけや低解像度といった撮影系
に由来した変形や, 天候・日照・他の物体による部分的隠
蔽 (オクルージョン) といった撮影環境に由来した変形が
ある．さらには汚れ, 恣意的な曲げといった, 対象となる
ナンバープレートそのものに起こっている変形もある．
こうした多様な変形のために, ナンバープレート全体
を 1 物体として扱うような検出手法では, 精度的に限界
がある．さらに言えば, プレート自体が様々な数字を含
むという事実もある．実際, 主たる 4 桁の数字の組み合
わせだけで, およそ 10,000 通りとなる. 以上を要するに,
プレート全体のテンプレートを用いた Web 画像内のナ
ンバープレート検出アプローチには限界がある．
これに対し大場ら [2] は，局所特徴を利用したナンバー
プレートの検出を試みている．この手法では，事前にナ
ンバープレートのみを写した画像上から多数の局所特徴
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図 2 ナンバープレート検出の原理
図 1 Google Street View での実際の隠蔽の例

を収集しておき，それらを用いて情景画像中のナンバー
プレートの局所部分を検出する．上述のような多様な変
形を受けていたとしても, 文字周辺の局所部分だけを観
察すれば, もともとの文字形式と類似している可能性が
高い．したがって, この局所特徴による検出, すなわち断

図3

局所特徴点抽出で用いるマスクフィルタの例

片単位での検出方法には, Web 画像内プレートという困
難な対象も扱えるポテンシャルを持っている．
一方で，大場らの方法 [2] では，局所的な見えを手掛
かりにナンバープレートを検出するので，誤検出も多い
という問題があった．検出された局所領域を隠蔽するの
で，隠蔽範囲は狭く，従って誤った隠蔽の影響も限定的
ではある．しかし，それでも多くの誤隠蔽が発生すると
視覚的にも無視できないものとなる．
そこで本研究では, 文献 [2] で検出された箇所につい
て，単純にぼかす手法の代わりに文字の特性を活かした
方法を用いることで，誤隠蔽の影響を極小化する．この
ためにはまず, ナンバープレート上の文字の特性を把握
する必要がある．本手法では, まず, プレート上の文字を
対象とした主成分分析を行い, 文字が画像空間内でどの
ように分布しているかを把握する．その上で, ナンバー
プレート上の文字として検出された部分の画像について,
それをなるべく文字分布から遠ざける方向に一定量変動
させることで, 文字としての可読性を失わせる．文字分

所特徴とは, 画像の一部の局所的な特徴を記述する特徴
である．ナンバープレートの領域にも局所特徴が存在す
るため, その局所特徴を抽出して, 画像全体ではなく部分
的に検出を行う．図 2 に原理を示す．ナンバープレート
の局所特徴をデータベース中に保持し, 入力画像中の局
所特徴と比較する.

2. 2 局所特徴の抽出
文 献 [2] で は ，局 所 特 徴 の 抽 出 及 び 記 述 法 と し て
SURF(Speeded-up Robust Features)[3] を利用して特徴
抽出を利用している．SURF とは図 3 に示すようなマス
クフィルタを利用してコーナーなどの特徴点を抽出し，
その局所周辺の構造を特徴量として記述する方法である．
特徴量は 128 次元ベクトルで表わせられる．局所特徴点
抽出法としてよく知られる SIFT と同様に，SURF 特徴
量も回転やスケール変化に対して不変である．抽出する
特徴点数はパラメータによって間接的に操作できる．

布と非文字分布とは異なるため, 同じ一定量変動でも, 非
文字に属する画像については影響を相対的に小さくでき
ると考えられる．これにより従来問題になっていた誤検
出への悪影響を軽減する．

2. 3 最近傍探索によるプレート検出
文献 [2] の方法では，(1) ナンバープレートのみが写っ
ている画像 (学習パターン) からの SURF 特徴事前収

以降第２章では大場らによる局所特徴を用いたナン

集，(2) 情景画像 (入力パターン) からの SURF 特徴点

バープレートの検出 [2] を述べ, 第３章では従来のナン

抽出 (3) 学習パターンの SURF 特徴点群と入力パター

バープレート隠蔽の手法を述べる．続く第４章では文字

ンの各特徴量の比較による判別，の三段階からなる．ま

の特徴を生かした隠蔽の手法を述べる．そして, 第５章

ず学習パターン Yj (j = 1, ..., J) から Mj 個の局所特徴

で実験結果を述べ, 最後に第６章でまとめを行う．

Yjm (m = 1, ..., Mj ) を抽出しておく．そして入力パター
ン X から N 個の局所特徴 X n (n = 1, ..., N ）を抽出する．
この入力パターン X n について {Yjm } を対象とした最近
傍探索を行い，それらの最近傍距離が閾値 Θ 以下であれ
ばその特徴点 X n 付近がナンバープレート領域であると
認識する．なお図 4 は学習パターンの例である．

2. 局所特徴を用いたナンバープレート検出の
原理 [2]
2. 1 検出の原理
前述の通り， ナンバープレート全体を１物体として
モデル化し, それを変形させながら, 画像全体を走査し,
一致した部分を検出する方法で Web 向け画像等のナン

2. 4 孤立点除去

バープレートの検出を行うのは困難である．そこで, 局

十分な学習パターンがあれば，上の処理により，入力

所特徴を利用したナンバープレートの検出を試みる．局

パターンのプレート部位に特徴点が集中すると考えられ
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図4

学習パターンの例

(a)

る．その反面，局所的な比較のみに基づいているために，
局所的にナンバープレートに類似した部分が誤検出され
る可能性がある．そのため，ナンバープレートと判定さ
れた特徴点についてそれらの間の画像上でのユークリッ
ド距離を計算することにより，特徴点が集中している領
域から閾値以上離れているものをプレートの特徴点でな
いとして除外する．

2. 5 生成型学習の導入

(b)

実際の入力パターン中に存在するナンバープレートは

図5

傾いていたり，光学ぼけを起こしていたりする．一方，

生成型学習のための学習パターン生成 ((a) ぼけ変換の
結果, (b) 射影変換の結果)

学習パターンは図 4 のようにある程度はっきり映ってお
り，また射影変換や伸縮もしていない正面像を収集する

的としている．Google Street View[1] では，ナンバープ

のが容易である．したがって，収集した学習パターンを

レートと判断した領域にガウシアンフィルタをかけてぼ

拡張し，それらの変化に対応した学習パターンを自動生

かすことで隠蔽を行っている．また論文 [4], [5] では，プ

成することを考える．

ライバシーを保護するために，画像に対する様々な隠蔽

生成型学習とは，検出対象の状態に近くなるように学

方法を提案している．本論文では，次章で提案する本手

習パターンを変形し，それらを用いて検出を行うことで

法の比較手法として，このように様々検討されている隠

ある．つまり生成型学習ではいかに元画像に近い画像を

蔽法のうち，特に文字の性質に配慮している一般的な方

生成するかが重要になる．大場らは，生成型学習を基礎

法として，次の 2 つに手法で実験を行った．第 1 はガウ

的に取り入れたもので，考慮した変形要因は 2 パターン

シアンフィルタを用いて画像をぼかす方法で第 2 は選択

だけであり，ぼけ・射影変換である．図 5(a), (b) はそれ

された特徴点周辺の画素をランダムに入れ替える方法で

ぞれの生成型学習を行った後の一例を示す．
• ぼけ変換

ある．
ガウシアンフィルタによる隠蔽では，第２章の方法で

撮影の際にカメラの焦点が必ずしもナンバープレート

検出されたプレート候補点を中心として，ガウシアン

に合っているとは限らない．そのような場合プレート部

フィルタを単純に施す．ぼかしの程度を制御する分散パ

分には光学ぼけが生じる．光学ぼけを起こした画像を生

ラメータについては，試行錯誤を行って決定することに

成するために学習パターンをガウシアンフィルタにかけ

なる．ぼかしの範囲については，SURF により自動決定

た．分散パラメータは σ = 3 とした．
• 射影変換

されたスケールに応じて設定される．すなわちスケール
の大きな領域については，それだけ広い円領域について

低解像度である場合と同様に，入力パターン中のナン

ぼかし処理を施す．

バープレートはあらゆる方向を持っていると仮定できる

一方，画素をランダムに入れ替える方法による隠蔽で

ため，学習パターンの射影変換を行う．射影変換のパラ

は，やはり SURF のスケールに応じて設定される領域内

メータとして，元画像の四隅の座標とパラメータ rwi , rhi

の画素値を入れ替える．隠蔽の程度については，どれぐ

によって与えられる変換後の座標により射影変換行列を

らい数の画素対を選出するかによって定まる．この数 s

求め，射影変換を行った．

についても，実験的試行錯誤により設定される．

3. 従来の隠蔽法
本研究の主眼は，ナンバープレート領域を検出した後，
プレート領域を隠蔽，すなわち読みにくくすることを目

IS1-4 : 99

4. 文字の性質を生かしたナンバープレート隠
蔽の原理
4. 1 基本的な考え方
文字には一般的な画像と異なる性質があることが指摘
されている．すなわちそれは文字の雑音耐性 [6] とでも
いうべきものである．例えば, 文字画像に対し, 相当量の
ドット雑音を重畳したとしても, 文字の可読性は大きく
損なわれない．一方で, 逆の作用として, 文字の可読性を

Character subspace

著しく低下させる雑音もある．例えば, 「消しポン」と
図6

いう製品は, ゴシック体の英文字パターンが規則的に配

画像の加工法

置されたスタンプを押印することで， もともとそこに
あった文字 (例えば印刷物上の住所などの個人情報) の可

q′

uk

u2

読性を著しく低下させることを目的としている．
隠蔽の際には, 検出箇所が真に文字であるか誤検出で

q

あるかはわからない．したがって, いずれの検出箇所に
・・・

も同じだけの加工を施すことになる．結局, 同じ強さで
あっても, 文字の可読性に影響を与えて誤検出部分には
あまり影響を与えないような隠蔽方式を見出すことが,

p

µ

本研究の課題となる．上では, 「消しポン」の例を挙げ

u1

たが, この製品では誤検出部分への影響を考える必要は
Character subspace

ない．したがって, ナンバープレートの場合も，消しポ

0

ンと同様に, 何らかの文字パターンを重畳すれば済む, と
いうことにはならない．何か別の隠蔽方式を実現する必

図7

隠蔽画像の算出

要がある．
こうした点から, このような隠蔽方式の実現には様々
な可能性が考えられる．心理実験と試行錯誤を繰り返す

させることによって隠蔽を行う．この場合は最も遠ざけ
る方向は部分空間に垂直な方向となる．

ことにより方式を見出す方法もあるだろう．一方で, 何
かしらの工学的モデルを考え, その枠組みにおいて, 最も
効果的と思われる方式を解析的に導出する方法もあるだ
ろう．

4. 2 隠蔽の具体的方法
図 7 を用いて隠蔽の方法を具体的に説明する．まず
主成分分析により文字空間を構成する．すなわち, ナン

本研究では, 後者の方向性, すなわち工学的アプローチ

バープレートを写した学習パターンから n × n 画素の画

による隠蔽方式を提案する． 基本的なアイディアは以下

像パッチを M 枚収集し, その画像から平均画像 µ 及び

の通りである．まず検出部分の n × n 画素の画像パッチ

n2 個の固有ベクトルを算出する．次にその固有ベクトル
で大きな固有値を持つものから k 個 (u1 , u2 , ..., uk ) を選
ぶ．それらから構成される空間がナンバープレートの文
字が為す部分空間となる．n × n 画素の画像パッチを q
として, q を文字空間に射影した像 p を求める．この p
は式 (1) のように q, µ, 及び k 個の固有ベクトルから算
出することができる．

2

を n 次元空間の 1 点として考える．そして, 今回の隠蔽
を, その点から一定量変位させることとする．この変位
量については, 誤検出部分への悪影響を避けるべく, なる
べく小さく抑える必要がある. したがって, 我々ができ
ることは, 許された変位量の中で, 最も効果的に文字の
可読性を下げるような変位の「方向」を見出すことであ
る．すなわち変位方向の最適化を図る．この最適性の基
準についても実際には様々なものが考えられる．ここで

p=

は, なるべく文字らしくない方向に変位させることとす
る．具体的にはナンバープレート上の文字の部分空間を
考え, その部分空間から最も離れる方向を最適な変位方
向とする．

k
∑
⟨q − µ, ui ⟩ui

(1)

i=1

そして q を文字空間から遠ざけるためには最適変位方向

q − p を算出して, 隠蔽の強度を表すパラメータ α に応
じた長さだけ変位させることで, 隠蔽後画像 q ′ を求める．

本手法の幾何学的なイメージは図 6 のようになる．ナ
ンバープレートの一部分を集めた画像パッチから黄色の

q ′ = p + α(q − p)/ | q − p |

部分空間が構成される．そして，隠蔽する画像パッチを
その部分空間から最も遠ざける方向へ画像パッチを変形
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(2)

図 8 局所画像例

(a)

図 9 平均画像及び局所画像の第 1∼5 固有ベクトル

(b)
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図 11 学習パターンの特徴点
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図 10 局所画像の固有値

5. 実

験

5. 1 実 験 試 料

図 12 テストパターンの特徴点

本研究では学習パターンとしてナンバープレートのみ
が写っている画像を 100 枚用意し, 前述した生成型学習

は元画像， (b) はぼけ変換画像， (c) は射影変換画像の

により 2013 枚となった．テストパターンとして車両の

特徴点例である．全ての数字で特徴点が検出されている

写っている画像を数枚用意した．テストパターンの画像

ので前述したような数字の組み合わせの膨大さに対応で

サイズは 640×480 画素である．このテストパターンか

きると考えられる．なお, 赤い円の部分が抽出された特

ら特徴点を検出してその検出した特徴点の周辺を第３章

徴点である．また, 円の半径は特徴点検出に用いたフィ

で述べた文字の性質を考慮しない一般的な方法と，第４

ルタのサイズに比例した大きさになっている．

章で述べた本手法を用いて，隠蔽を行った．
文字部分空間生成に用いる平均画像及び固有ベクトル

5. 3 隠蔽の結果例

の算出を行うために, 2,013 枚の学習パターンから局所領

第３章で述べた文字の性質を考慮しない一般的な方

域をそれぞれ 50 個抜き出した．それら 50 個の中には,

法と，第４章で述べた本手法を用いて，実際にテストパ

ナンバープレート上の文字の部分もしくはナンバープ

ターン上の検出位置に対する隠蔽を行った．図 13 にガ

レートとは無関係な背景部分がある．隠蔽範囲は個々の

ウシアンフィルタ，図 14 に画素値ランダム入れ替え，図

特徴点のスケールに応じて設定されるため様々な大きさ

15 に主成分分析を用いた隠蔽の結果を示す．ここでガウ
シアンフィルタの分散パラメータは σ=7, 画素値ランダ
ム入れ替えの入れ替え画素数 s は 50 とした．また本手
法については，固有ベクトル数 k10, α=700 としている．
図 13, 図 14 より，従来法では，ナンバープレート部分
の隠蔽はできている．しかし，誤検出の部分に対して悪
影響が生じている．特に画素値ランダム入れ替えを用い
た隠蔽ではその悪影響が顕著となっている．一方，図 15
より，本手法では，従来法とほぼ同程度に，ナンバープ
レート部分を隠蔽でき，更に誤検出の部分への悪影響は，
青矢印で示す通り，従来法に比べて少ないことがわかる．

をもつが，主成分分析を行うために，一旦 n × n 画素の
固定的な大きさになるように拡大縮小を行った.
局所画像例を図 8, 平均画像及び固有ベクトルの中か
ら上位 5 個の画像を図 9, 上位 10 個の固有値を図 10 に
示す．なお図 8 の画像パッチは，スケールに応じて本来
異なるサイズを持つが，わかりやすくするために同じサ
イズにしている．

5. 2 学習パターンにより得られた局所特徴
学習パターン 2,013 枚から総数 409,324 個の局所特徴
点を選出した．検出では， テストパターンの局所特徴点
とこれらすべてとの特徴量の比較を行った．図 11 に抽
出された学習パターンの局所特徴点例を示す．同図 (a)
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図 13

ガウシアンフィルタによる隠蔽

図 14 画素値ランダム入れ替えによる隠蔽

図 15 本手法による隠蔽 (本論文提案)
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図 16 局所領域の画像

5. 4 考

察

性が失われることがわかる．しかし，この場合，誤検出

図 16 は各手法の効果を画像パッチ毎に見たものであ
る．左から，q が処理を行う前の画像パッチ，σ=1, 5, 7
がガウシアンフィルタによる隠蔽，s=10, 50, 100 が画
素値ランダム入れ替えによる隠蔽，p 及び α=100, 500,

700 は本手法の画像パッチを表している．同図より，従
来法では，それぞれ分散 σ=5 以上, 画素値入れ替え数を
50 以上にするとナンバープレート領域の文字部分の可読

の部分に対する影響も大きいことがわかる．すなわち，
ガウシアンフィルタによる隠蔽は画像を全体的にぼかす
ので誤検出の部分も同様にぼかされてしまう．また，画
素値ランダム入れ替えによる隠蔽は元の画像が何かわか
らなくなるように破壊するように変形するため，誤検出
の部分も同様に破壊される．
一方，本手法では，ナンバープレート領域及び誤検出
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部分の画像パッチをともに同方向かつ同距離に移動する．
そのため，ナンバープレート領域の画像パッチは急速に

Distribution of character images

文字部分空間から離れ，ナンバープレートらしさを失う．
一方，誤検出部分の画像パッチについては最初から文字
部分空間より遠い部分に存在しているため，あまり影響
は生じない．誤検出部分の影響が小さいため，本手法が
効果があると考えられる．隠蔽の強度を表すパラメータ

α についてみると，図 16 より α=500 としたとき最も隠
蔽ができていると考えられる．一方，α=700 としたと
きの方が隠蔽精度が高い画像も存在する．ただし，α の
値を大きくし過ぎたため，隠蔽効果が過剰に働き，ナン
バープレートの文字が白くなり，却って強調されてしま
う例も見られる．すなわち，隠蔽しては，逆効果となる．
これらの点から，画像によって適切な α の値が異なると
いうことがわかる．

θ
Distribution of non-character images
図 17 非文字分布への移動

隠蔽のための変位も単位超球上で行われることになるた
め，変位方向には正準角を利用するべきであろう．具体

6. ま と め
本研究では文字固有の性質を利用したナンバープレー
トの隠蔽方法を提案した．これまでの問題には，誤検出
の部分も隠蔽することにより背景に影響が生じるという
ことがあった．そこでこうした問題を解決するために，
本手法と従来法のガウシアンフィルタと画素値ランダム
入れ替えを用いた隠蔽との隠蔽精度の差を比較し，その
隠蔽効果を目視により定性的に検証した．その結果，本
手法は，従来法とほぼ同程度に，ナンバープレート部分

的に，文字分布と非文字分布の性質 [7] を用いて, 図 17
のようにプレート領域とそれ以外の領域を分布で区別を
行い, ナンバープレート領域の分布を文字分布, それ以外
の領域を非文字分布と区別する．そしてなるべく文字分
布にある要素を文字分布から遠ざけるように正準角 θ を
変化させ，非文字分布の要素に対しての悪影響の小さい
変形をさせる．以上の点を今後の課題としてナンバープ
レートの隠蔽精度の向上を図る．
文

を隠蔽でき，更に誤検出の部分への悪影響は従来法に比
べて非常に少ないことが確認された．
今後の課題については，まず，得られた隠蔽画像から
元の画像に戻せるかどうかを検証することがある．本手
法では，隠蔽を行う際に，文字部分空間の垂直方向に画
像パッチを移動させ変形を行った．従って，文字部分空
間がわかれば，その方向に近づくように移動させること
によって，元の画像が復元されてしまう危険性がある．
次の変形方向に関する課題とも関連するが，移動方向を
多少摂動させるといった工夫も必要であろう．
また，画像パッチの変形方向として，文字部分空間に
対する垂直方向以外についても検討する必要がある．例
えば，文字部分空間に対して，水平方向に移動させると，
別の文字のように見える可能性がある．隠蔽の観点から
すれば別の文字に見えても問題はない．さらに誤検出部
分の画像パッチが構成する部分空間も併用して方向を決
定することも考えられる．
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一方，画像パッチの明るさについて考慮する必要があ
る．変位量を α で固定した場合，隠蔽画像 q ′ に画像 q
のもともとの明るさの影響が出る．また本手法では，部
分空間を作る際にも明るさのバリエーションについては
考慮していない．従って，すべての画像パッチについて
一旦ノルムを正規化し，単位超球上に射影した上で，部
分空間生成ならびに隠蔽処理を行い，最終的に元の明る
さに戻すような処理が妥当と思われる．なおこの場合，

IS1-4 : 104

