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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策技術等を実用化するプログラム
■プロジェクト名：環境適応型で実用的な人物照合システム
■テーマ：8-(2)人物画像検索システム
■責任機関名：オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
■研究代表者名（役職）： 労 世紅（技術専門職）
■実施期間：5 年間（技術開発期間：平成 22～24 年度、実証期間：平成 25～26 年度）
■実施経費： 311.7 百万円（間接経費、環境改善費込み）
1. プロジェクトの背景と目的、必要性
日本における行政動向において、内閣府の第 3 期（平成 18～22 年度）科学技術基本計画には、6 つ
の大目標の 1 つに「安全が誇りとなる国―世界一安全な国・日本を実現」が掲げられ、事故・犯罪等に対
する先端科学技術の最適な活用など、安全を守る科学技術の研究開発が推進された。第 4 期（平成 23
～27 年度）科学技術基本計画においても、安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現を我が国が直面
する重要課題の一つとしており、犯罪への対策に関する研究開発を推進している。
一方、社会におけるセキュリティ確保においては、防犯カメラの画像解析の重要度がますます高まって
いる。しかしながら、防犯カメラ画像の分析は、現状では人手によるものが主であり、多大な時間と労力が
かかるため、このままでは今後台数が増大すると予想される防犯カメラの活用にも限界があると考えられ
る。
このような問題に対し、本プロジェクトでは、防犯カメラの画像を効率的に分析できるように、人物画像
を効率的に検索するシステムを開発することを目的とする。
2. 研究の全体像
さまざまな環境で撮影された人物の静止画像や映像(数秒程度)を検索キーとして、複数の監視カメラ
などから自動的に生成され常に更新されている通行者データベースを高速に検索する人物画像検索シ
ステムのプロトタイプを構築する。映像分析のためのシステムとしては個人属性（年齢、人種）にロバストな
性能が求められている。検索システムに蓄積されている画像と検索キーとして与えられる画像の環境変動
を吸収するために、映像を利用した個人属性に適応する処理を導入する。個人属性としては経年変化や
外国人の顔にも対応する。人物画像に対しては同時に 100 人程度の人物が写っていてもリアルタイムに
人体検出、トラッキングができ、検索できるシステムを開発する。
本研究におけるシステムの全体構成を図－1 に示す。
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図－1 システムの全体構成
3. ミッションステートメント
当該テーマ８－(2)におけるミッションステートメントを以下に示す。
【技術開発期間終了時】
さまざまな環境で撮影された人物の静止画像や映像(数秒程度)を検索キーとして、複数の監視カメラ
などから自動的に生成され常に更新されている通行者データベースを高速に検索する人物画像検索シ
ステムのプロトタイプを構築する。映像分析のためのシステムとしては個人属性（年齢、人種）にロバストな
性能が求められている。技術開発のポイントは検索システムに蓄積されている画像と検索キーとして与え
られる画像の環境変動を吸収することである。このために、映像を利用した個人属性に適応する処理を
導入する。個人属性としては経年変化や外国人の顔にも対応する。人物画像に対しては同時に 100 人
程度の人物が写っていてもリアルタイムに人体検出、トラッキングができ、検索できるシステムを開発する。
【実証期間終了時】
本研究終了時、以下の３種類の人物照合システムの開発を完了し、フィールドテストが終了し、性能評
価ができている。
（１） 顔照合による特定人物の検索
（２） 複数カメラの映像による人の形跡の推定
（３） 長時間観測による特定人物の所在場所の推定
4. 研究計画
(1)平成 22 年度（技術開発期間 1 年目）
人体検出・トラッキング、カメラ間人体の属性による人同定、経路抽出アルゴリズム
(2)平成 23 年度（技術開発期間 2 年目）
人体検出・トラッキング、カメラ間人体の属性による人同定、経路抽出アルゴリズム、
フォー ルスアラームの時空間分析法
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(3)平成 24 年度（技術開発期間 3 年目）
経年変化対応、特徴量・識別器の最適化、学習に用いるデータの収集・学習、人体検出・
トラッキング、カメラ間人体の属性による人同定、フォールスアラームの時空間分析法
(4)平成 25 年度（実証期間 1 年目）
経年変化対応、特徴量・識別器の最適化、学習に用いるデータの収集・学習、人体検出・
照合の性能向上・高速化、特定人物生活圏分析法、プライバシ保護システム構築、実証
実験用システム設計・実装、UI 設計・実装、フィールドテ スト、評価実験
(5) 平成 26 年度（実証期間 2 年目）
顔照合の性能向上・高速化、人体検出・照合の性能向上・高速化、カメラ間経路抽出の
性能向上・高速化、時空間制約でフォールスアラーム 対処の性能向上・高速化、フィー
ルドテスト・ 評価実験、システム全体の性能向上・高速化
本テーマ８－(2)に関連する研究項目は以下の通り。(項目記号は提案書類に準ずる。）
B) 環境に適応した顔照合：顔検出・照合において、外部環境および年齢や人種の違いなどの
個人属性に対応できるように多様なデータを大量に集めて学習することにより統計的に最
適な特徴量を導出し利用する。
C) 混雑環境での人体検出と人体照合
D) 曖昧な対応を許容する経路抽出
E) 時空間制約を利用したフォールスアラーム（誤報）への対処と特定人物生活圏推定
F) プライバシ保護処理：データベースを中心とするシステム全体にプライバシ保護の観点か
ら蓄積されている画像および特徴量の暗号化処理を導入する。
G) ユーザインタフェース設計と実証実験：使いやすいシステムを構築するために、ユーザイ
ンタフェースの設計を重視する。
本報告書においては、『人物』の表記は人体と顔の２つの要素を併せての呼称としている。
上記研究項目の年次計画を表－1 に記す。
表－1 年次計画表 8-(2)
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なお、研究項目Ｃ「人体検出・照合」における「人体検出・トラッキング」技術開発は、当初計画では３
年目に終了としていたが、２年目に終了、３年目にその性能評価を行う計画の変更を行った。
５．実施体制
＜研究実施体制図＞
研究実施体制図を図－2 に示す。
参画機関Ａ

京都大学

・カメラ間人体照合アルゴリズム開発
・時空間制約で誤報対処と特定人物生活圏推定
・プライバシ保護対策技術開発

責任機関 オムロンソーシアルソリューションズ (株)
・顔照合および人体検出 /照合技術の高度化開発
・参画機関開発技術のシステム実装化 /構築
・実用レベル製品開発

参画機関Ｂ

東京大学

参画機関Ｃ

・顔照合における照明のロバスト性向上
・夜間照明 (近赤外光 )への対応

協力機関Ａ

協力機関Ｃ

・顔照合における顔向きのロバスト性向上
・顔照合における低解像度対応

実証実験

協力機関Ｂ

中国清華大学

・人体検出照合の基礎研究

名古屋大学

中国科学院

・顔照合ロバスト性向上の基礎研究

米国ミズーリ大学

協力機関Ｄ 国立シンガポール大学

・混雑時の人体検出対応

・顔照合の識別器の理論的な検討

図－2 研究実施体制図
＜実施体制一覧＞
実施体制一覧を表－２に示す。
表－2 実施体制一覧
研究項目

機関・所属部署等

研究担当者

(1) 人物照合技術の高度化開発およびシス オムロンソーシアルソリューションズ ◎労世紅
テム実装化/構築、実用レベル製品開発
［Ｂ) 環境に適応した顔照合］

(株) 先端技術開発部
オムロンソーシアルソリューションズ 田畑尚弘
(株) 先端技術開発部

［C) 混雑環境での人体検出と人体照合］

オムロンソーシアルソリューションズ 倉田剛
(株) 先端技術開発部

C.1 人体検出

オムロンソーシアルソリューションズ 張海虹

C.2 人体トラッキング

(株) 先端技術開発部

C.3 人体切出し

オムロンソーシアルソリューションズ 吉野広太郎

C.4 人体姿勢推定

(株) 先端技術開発部
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C.5 人体照合

オムロンソーシアルソリューションズ 山中純
(株) 先端技術開発部

［G) ユーザインタフェース設計と
実証実験］

オムロンソーシアルソリューションズ 河村敦志
(株) 先端技術開発部

(2) 経路抽出およびプライバシ保護の研究 京都大学 学術情報メディアセンター
［C) 混雑環境での人体検出と人体照合］
［D) 曖昧な対応を許容する経路抽出］

美濃導彦
(教授)

京都大学 学術情報メディアセンター

椋木雅之
(准教授)

［E) 時空間制約を利用した誤報への

京都大学 学術情報メディアセンター

対処と特定人物生活圏推定］
［F) プライバシ保護処理］

舩冨卓哉
(助教)

京都大学 学術情報メディアセンター

川西康友
(研究員)

［G) ユーザインタフェース設計と

京都大学 学術情報メディアセンター

実証実験］
(3) 人物照合における照明変化対応の研究

(研究員)
東京大学 生産技術研究所

［Ｂ) 環境に適応した顔照合］
［C) 混雑環境での人体検出と人体照合］

伍洋
佐藤洋一
(教授)

東京大学 生産技術研究所

岡部孝弘
(協力研究員)

［G) ユーザインタフェース設計と

東京大学 生産技術研究所

実証実験］
(4) 人物照合の低解像度対応の研究

松川徹
(特任助教)

名古屋大学 大学院情報科学研究科

村瀬洋
(教授)

［Ｂ) 環境に適応した顔照合］

名古屋大学 大学院情報科学研究科

井手一郎
(准教授)

［C) 混雑環境での人体検出と人体照合］

名古屋大学 大学院情報科学研究科

出口大輔
(准教授)

C.5 人体照合(手荷物)

名古屋大学 大学院情報科学研究科

高橋友和
(研究員)

［G) ユーザインタフェース設計と

名古屋大学 大学院情報科学研究科

実証実験］

西堀研人
(研究員)

◎ 研究代表者

※機関・所属名は、平成 26 年 4 月時点のもの
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６．諮問委員会の委員構成及び開催状況
＜諮問委員会委員＞
内閣府 政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付 参事官補佐
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
行政実務研修員（平成 26 年 1 月～平成 27 年 1 月）
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
上席政策調査員（平成 27 年 1 月～平成 27 年 3 月）
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
行政実務研修員（平成 27 年 1 月～平成 27 年 3 月）
警察庁 刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官付 課長補佐
警察庁 刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官付 係長
警察庁 刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官付 係長
公安調査庁 調査第二部 課長補佐
公安調査庁 調査第二部 上席調査官（平成 22 年 6 月～平成 26 年 3 月）
公安調査庁 調査第二部 統括調査官（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月）
京都大学（元国立国会図書館 館長、元京大総長)

名誉教授 長尾真

京都大学 名誉教授 池田克夫
立命館大学 グローバル・イノベーション研究機構 招聘研究教員(教授） 白井良明
花水木法律事務所 弁護士 小林正啓
内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付
参事官補佐（平成 22 年 6 月～平成 24 年 10 月、オブザーバ）
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
主査（平成 24 年 10 月～平成 27 年 3 月、オブザーバ）
＜諮問委員会等の開催実績及び議題＞
(a) 諮問委員会
平成 22 年度第一回（平成 22 年 10 月 4 日）
議題： 諮問委員へのテーマ概要、分担、スケジュールの説明等
平成 22 年度第二回（平成 23 年 3 月 18 日）
議題： 平成 22 年度の研究進捗報告、次年度計画等
平成 23 年度第一回（平成 23 年 7 月 4 日）
議題： 最新状況報告、今後の実施計画等
平成 23 年度第二回（平成 23 年 10 月 7 日）
議題： 再審査報告、最新状況報告等
平成 23 年度第三回（平成 24 年 3 月 2 日）
議題： 再審査結果報告、最新状況報告、次年度計画など
平成 24 年度第一回（平成 24 年 7 月 6 日）
議題： 最新状況報告、実証実験計画、再審査等
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平成 24 年度第二回（平成 24 年 9 月 28 日）
議題： 実証実験状況報告等
平成 24 年度第三回（平成 25 年 2 月 22 日）
議題： 実証実験成果報告等
平成 25 年度第一回（平成 25 年 7 月 1 日）
議題： 最新状況報告、成果技術の展開性等
平成 25 年度第二回（平成 26 年 2 月 21 日）
議題： 実証実験成果報告等
平成 26 年度第一回（平成 26 年 7 月 25 日）
議題： 実証実験成果報告等
平成 26 年度第二回（平成 27 年 2 月 27 日）
議題： 実証実験結果報告、プロジェクト総括等
(b) 運営委員会
平成 22 年度第一回（平成 22 年 8 月 2 日）
議題： キックオフ、課題内容認識・整合
平成 22 年度第二回（平成 22 年 10 月 4 日）
議題： 最新状況報告、課題内容認識・整合
平成 22 年度第三回（平成 22 年 12 月 3 日）
議題： 最新状況報告、再審査に向けての研究について
平成 22 年度第四回（平成 23 年 3 月 18 日）
議題： 平成 22 年度進捗確認、再審査プランについての確認
平成 23 年度第一回（平成 23 年 4 月 25 日）
議題： 平成 23 年度計画、再審査に向けての準備事項についての整合
平成 23 年度第二回（平成 23 年 7 月 4 日）
議題： 最新状況報告、今後の実施計画について
平成 23 年度第三回（平成 23 年 10 月 5 日）
議題： 最新状況報告、今後の実施計画について
平成 23 年度第四回（平成 23 年 12 月 2 日）
議題： 再審査ヒアリング対応、実証実験の進め方について
平成 23 年度第五回（平成 24 年 3 月 2 日）
議題： 実用化イメージの共有、実証実験計画、次年度計画
平成 24 年度第一回（平成 24 年 4 月 16 日）
議題： 最新状況報告、平成 24 年度（実証実験、再審査）計画等
平成 24 年度第二回（平成 24 年 7 月 6 日）
議題： 最新状況報告、再審査対応等
平成 24 年度第三回（平成 24 年 9 月 28 日）
議題： 最新状況報告、実証実験計画等
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平成 24 年度第四回（平成 24 年 11 月 26 日）
議題： 最新状況報告、実証実験の整理、実用化検討等
平成 24 年度第五回（平成 25 年 2 月 21 日）
議題： 実証実験成果報告、成果報告対応等
平成 25 年度第一回（平成 25 年 5 月 27 日）
議題： 実証実験成果報告等
平成 25 年度第二回（平成 25 年 7 月 1 日）
議題： 実証実験成果報告、成果報告対応等
平成 25 年度第三回（平成 25 年 11 月 21、22 日）
議題： 夜間実証実験、成果報告対応等
平成 25 年度第四回（平成 26 年 2 月 21 日）
議題： 実証実験成果報告、次年度計画等
平成 26 年度第一回（平成 26 年 5 月 19 日）
議題： 実証実験成果報告、成果報告対応等
平成 26 年度第二回（平成 26 年 7 月 25 日）
議題： 実証実験成果報告、成果報告対応等
平成 26 年度第三回（平成 26 年 11 月 21 日）
議題： 実証実験成果報告、成果報告対応等
平成 26 年度第四回（平成 27 年 2 月 27 日）
議題： プロジェクトクロージング、成果報告対応等
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Ⅱ．経費
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）
表－4 所要経費
研 究 項 目

所要経費

研 究

担当機関等

(単位：百万円)

担当者

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

37.3

22.0

24.2

47.9

36.0

167.4

合計

(1) 人物照合技術の オ ム ロ ン ソ
高度化開発およびシ ー シ ア ル ソ 労 世紅
ステム実装化/構築、 リューション
実用レベル製品開発
(2) 経路抽出および
プライバシ保護の

ズ株式会社

京都大学

美濃 導彦

12.8

13.4

18.3

24.5

15.0

84.0

東京大学

佐藤 洋一

2.3

2.7

7.4

10.4

8.0

30.8

名古屋大学

村瀬 洋

2.5

3.2

5.4

10.4

8.0

29.5

54.9

41.3

55.3

93.2

67.0

311.7

研究
(3) 人物照合におけ
る照明変化対応の
研究
(4) 人物照合の低解
像度対応の研究
所要経費 （合計）
２．使用区分
表－5 使用区分

（単位：百万円）

研究項目

研究項目

研究項目

研究項目

(1)

(2)

(3)

(4)

計

１．委託費及び補助金
設備備品費
人件費
消耗品費
その他
(直接経費計)
間接経費及び環境改善費
合 計
２．自主経費
総 計

３．補助対象外経費

0.2

1.6

2.0

1.0

4.8

82.3

34.9

18.4

19.4

155.0

2.7

8.7

3.5

4.8

19.7

52.9

28.6

4.2

3.0

88.7

(138.1)

(73.8)

(28.1)

(28.2)

(268.2)

21.6

10.2

2.7

1.3

35.8

159.7

84.0

30.8

29.5

304.0

7.5

0.2

0.0

0.0

7.7

167.2

84.2

30.8

29.5

311.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（H22～H26）
なし。
Ⅲ．実施結果・成果の概要
１． 目標達成度
【技術開発期間終了時】
Ⅰ-3 記載のミッションステートメント通り達成した。
【実証期間終了時】
Ⅰ-3 記載のミッションステートメント通り達成した。
２． プロジェクト全体としての成果
（１）全体成果
(a)技術開発期間
次のシステム開発を完了した。
・目標：人物画像検索システムのプロトタイプを構築
本研究では様々な環境で撮影された画像から人物を検出・トラッキングし、人物検索を行うこと
ができるシステムを構築した。
・目標：環境変動を吸収し、個人属性にロバストな検索システムを構築
画像分析のためのシステムとしては環境変動と属性（年齢、人種）にロバストな性能が求められ
ている。経年変化や外国人に対応した顔照合システムの構築を完了した。性別年齢推定の技
術を応用した経年変化を考慮したアルゴリズムの有効性を確認した。
・目標： 100 人程度の人物がいる混雑した環境での人物検出トラッキングを実現
従来 VGA サイズの画像しかできなかったリアルタイム人体検出・トラッキングがフルハイビジョン
サイズに対しても行うことができる開発を行った。その結果、一画面の中で 100 人規模の人が写
っている混雑した環境おける人物検出・トラッキングを実現した。
(b)実証期間
次の３種類の人物照合システムの開発を完了、フィールドテストを終了し、性能評価を完了した
a) 顔照合による特定人物の検索
b) 複数カメラの映像による人の形跡の推定
c) 長時間観測による特定人物の所在場所の推定
責任機関における模擬環境や、実環境を使ったフィールドテストが終了し、実用的な人物検索能
力があることを実証した。検証用に対外的に公開できるデータベースを約 100 人のエキストラを使っ
て実環境でデータを収集した。これらのデータベースを使って本システムの人物検索の有効性を実
証できた。さらに、人体検出の並列処理による高速化を実施することによって、VGA サイズの映像に
対して、最大 75 倍速での人体検出処理が可能になった。
本研究では、実用性を考慮して、基本技術である人体検出の高性能化、高速化を最重要課題と位置
づけ、研究開発を進めた。検出性能に関しては、様々なカメラ角度に適応するアルゴリズムと、複数の人
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体向きに対応する検出器を導入することで性能向上を実現した。本研究で開発した高速人体検出技術
は大量の監視映像を分析する際に、作業の大幅な効率化に繋がる画像分析支援ツールのベース技術
になると認識している。
Ⅲ－２－(2)以降に各研究成果の詳細を報告する。
（2）研究項目毎の成果
研究計画で定めた各研究項目 B)、C)、D)、E)、F)、G)において、表－6 のとおり次節以降に各研究成
果の詳細を報告する。（項目記号は提案書類に準ずる。）
表－6 計画書の項目と本報告書の説明セクション番号
計画書に書かれている項目
B) 環境に適応した顔照合
C) 混雑環境での人体検出と人体照合
C.1 人体検出
C.2 人体トラッキング
C.3 人体切り出し
C.4 人体姿勢推定
C.5 人体照合
D) 曖昧な対応を許容する経路抽出
E) 時空間制約を利用した誤報への
対処と特定人物生活圏推定
F) プライバシ保護処理
G) ユーザインタフェース設計と実証実験
G.1 統合システム構築
G.2 実環境での性能評価、有効性の確認

実施内容
顔照合の性能向上

説明セクション番号
研究項目 B

人体検出の性能向上、高速化
人体トラッキングの高性能化
人体と背景の分離
人体の胴体、手、足の位置推定
異なるカメラ間の人体の照合
人体照合の結果を利用して人の経路を推定
誤認識がある前提で、大量カメラがある場合
の特定人物の居場所推定
顔の特徴量をキーとするプライバシ保護暗
号化手法

研究項目 C-1
研究項目 C-2
研究項目 C-3
研究項目 C-4
研究項目 C-5
研究項目 D
研究項目 E

統合システム構築
実環境での性能評価、有効性の確認

研究項目 G-1
研究項目 G-2

研究項目Ｆ

研究項目 B 環境に適応した顔照合
・概要
連続する複数枚の静止画像を用いることで、１枚の静止画像を用いる場合に比べて、向きや照明変化
に対するロバスト性を向上させることを目指す。
・目標に対する成果
登録画像および入力画像を直接照合するのではなく、それぞれが予め用意されたレファレンスデータ
ベースという間接的なデータベースとの距離関係を調べることで登録画像と入力画像の類似度を計算す
るアルゴリズムを開発した。
・技術内容
動画像を使う場合、複数枚の静止画像が得られる。これらの静止画像は照明の変化や、撮影される向
きの変化によって、お互い異なる成分を含む顔画像セットとなる。これらの画像セットは非線形のマニフォ
ールド(多様体)を構成し、照合はマニフォールドとマニフォールドの距離（MMD）を測ることに帰着すること
ができるが、実際にはこの MMD を直接測ることは難しい。そこで、特徴に従って整理されたデータベース
をレファレンスデータベースとして用意し、登録画像も入力画像もこのレファレンスデータベースとの距離
を測ることによって、類似度を計算する手法を開発した。レファレンスデータはなるべく多種多様な変化を
含む画像を選ぶ。レファレンスデータを選んだ後にオフラインで処理を行い、データセットを複数の線形
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サブスペースに分割する。次に登録画像と入力画像のそれぞれについて、レファレンスデータのサブス
ペースとの対応関係を調べる。最後に同じサブスペースに対応づけされた登録画像と入力画像の類似
度を計算することで照合結果とする。この手法により、向きや照明変化に対してのロバスト性を向上した。
研究項目 C-1 人体検出
・概要
人体検出は人物照合技術の基本技術である。従来の多くの研究はカメラが固定、背景は不変と仮定
する背景差分に基づく手法で人体検出を行うことが多い。しかしながら、この手法は人が少ない場所や、
背景と照明が一定である必要があり、また移動物体との区別がつかない欠点がある。本研究では、混雑し
た環境の中で、背景が変化することを前提とした人体検出の手法を開発する。
・目標に対する成果
人体の見え方は、姿勢や服装によって大きく変化する。混雑した環境での検出は遮蔽が発生するため
特に難しい。本研究ではこのような環境での人体検出の性能向上を目指して、カメラの設置角度などの
環境変化に適応できるアルゴリズムを導入することで、検出の性能を向上させた。
また、事件が発生した場合、大量の画像確認を迅速に行う事が必要となる。従って、実環境での応用
を目指した場合、人体検出の速度が特に重要と認識している。本研究では、75 倍速で人体検出処理が
できるような高速なシステムを開発した。
高速化した人体検出アルゴリズムを用いて、フルハイビジョンで撮影した 100 人規模の人がいる混雑し
た環境での実時間人体検出・トラッキングが可能な技術を開発できた。（図－3）。

※研究機関構内でエキストラを撮影
図－3 混雑した環境での人体検出例
・技術内容
(a) 混雑した環境での検出性能向上
従来の人体検出は全身が見えることを条件としていたが、混雑した環境では前の人に体の一部が隠さ
12

れて見えなくなるため、検出できないことが多く発生する。このような環境での人体検出のロバスト性を高
めるために、複数の検出器を構築することで検出性能を高める手法を開発した。
公開されている INRIA 人体検出データベースで評価実験を行った。INRIA データベースには
1126 サンプルがテスト用に用意されている。複数検出器を組み合わせて使うことで全身の検出器
だけを使った場合より性能が向上した(表－7)。
表－7 複数検出器を使った人体検出の性能比較
INRIA データベースでの検出性能
全身検出器だけ

82.9%

複数検出器で組み合わせ

87.6%

(b) 人体検出・トラッキングの高速化
人物検出・トラッキングの高速化には主に PC のマルチコアを使った並行処理と GPU による高速化
を実装した。
現在市販されている PC のほとんどは既にマルチコアの CPU を実装している。マルチコアの PC を
使って、並列処理と並行処理の仕組みを導入することで、処理を高速化することができる。また、複数
台の PC をネットワークで繋げて、同時に処理を行うことも可能である。並列処理とは互いに独立の処
理要素を同時に違うコアで処理することを指す。人体検出の際は、異なる領域の画像に対して同時
に検出を行う際に並列処理を導入することができる。また、互いに独立な処理である動画の入力処理
と解析処理を並行処理で行えるようにシステムを構築した。図－4 に人体検出の映像処理が静止画
像を生成する動画処理と、静止画像の解析処理に分割できることを示す。

静止画像
生成

静止画像
解析

図－4 映像の動画処理と解析処理
本研究で実装したシステムは 1 台の映像ファイルサーバと 6 台の解析処理クライアント PC で構成
されている。映像ファイルは分割され、それぞれのクライアント PC で解析される。6 台のクライアント
PC は共に CPU に Intel Core i7 CPU 870 2.93GHz、4 Cores/ 8 Logical Processors を搭載した PC
を用いた（図－5 に例として 2 台の PC で構成した並列処理装置を示す）。CPU の構成から静止画像
のバッチ処理は最大８つの並列処理が可能となる。このシステムにおいて、VGA サイズの 1 時間の
WMV フォーマット(非圧縮)の映像の人体検出・トラッキングの解析処理を行ったところ、処理時間は
約 48 秒であった。この映像ファイルに関しては、実際の再生時間の 1/75 の時間で処理を実行する
ことができた。一般に、映像ファイルの解析処理にかかる時間は映像のフォーマット形式や解像度、
映像内に現れる人数にも依存するが、今回実装したようなシステムで大幅な処理時間の短縮が期待
できることを実証できた。
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図－5 実装した並列処理システム（2 クライアントの場合）
研究項目 C-2 人体トラッキング
・概要
従来の人体検出トラッキングアルゴリズムは人体検出漏れによるトラッキングの途切れおよび誤検出に
よる精度の低下が課題であったが、検出漏れと誤検出による影響を軽減するアルゴリズムを開発する。
・目標に対する成果
トラッキングの途切れと誤検出の対策として、トラックレット間の検出強化アルゴリズムと誤検出除去アル
ゴリズムを開発した。
・技術内容
① トラッキングの途切れ削減
従来の人体検出・トラッキングの結果では、同じ人の軌跡は人体検出の失敗によって、途切れ途切
れのトラックレットになってしまうことが多い。途切れたトラックレットの間に、詳細な人体検出を追加
することによって、今まで途切れたトラックレットをつなぐことができた。
② 誤検出削減
人体検出の中で、誤検出の結果を分析した結果、車輪を人体として検出することが最も多い。車
輪検出器を学習することで、人体検出の結果が誤検出した車輪かどうかを確認することが可能に
なった。車輪と判断された場合は、人体検出の誤検出として除去できた。
研究項目 C-3、C-4 人体切り出しと姿勢推定
・概要
人体の照合の際、人物の輪郭と姿勢の情報がないと、お互いに位置がずれる。位置合わせのため、
人体の姿勢推定（人体の主要な関節の位置の特定）ができることが望ましい。また、姿勢推定を行うた
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めには人物の輪郭を推定し、人体の部分を切り出す必要がある。
人体切り出しと姿勢推定の両者は、互いに密接に関連した研究内容である。もし人体のシルエットが
正確に切り出せるなら、姿勢推定もやりやすくなる。逆に姿勢が既知なら、人体の輪郭の推定もしやす
くなる。そこで、本研究ではこの 2 つの推定を同時に行う手法を開発する。
・目標に対する成果
複雑背景において、人体の領域を切り出すと同時に、姿勢を推定できるアルゴリズムのプロトタイプ
を開発できた。
・技術内容
従来の背景差分に基づく人体切り出し、姿勢推定技術は背景が単純で、人体が重なっていない閑
散な場所でしか使うことができない。本研究では、背景が複雑に変化する場所でも人体の領域を切り
出し、姿勢を推定できるアルゴリズムの実現を目指した。図－6 に開発した人体切り出し、姿勢推定ア
ルゴリズムの概要を示す。
人体姿勢推定アルゴリズムは、トップダウンとボトムアップの 2 つのアプローチを含めた手法を開発し
た。このアルゴリズムには、初期化ステージ（人体パーツ検出）と繰返探索ステージ（人体グラフマッチ
ング）から構成される。初期化ステージの人体パーツ検出は、予めオフラインで人体画像と姿勢のサン
プルで学習した識別器を使って人体の各パーツの位置の候補を検出する。この位置情報は不正確な
ことが多く、よりロバストにパーツ位置を求めるために、繰返探索（人体グラフマッチング）を実施する。
繰り返し探索のステージでは、ランダムなノイズを加えて姿勢推定を行う。それによって得られる複数の
姿勢パラメータを評価することで、より正確な姿勢推定を可能にした。最終段階で得られた最適な姿勢
パラメータと輪郭パラメータを統合し、結果を出力する手法を開発した。
初期化ステージ

繰返探索ステージ

(人体パーツ検出)

(人体グラフ
マッチング)

図－6 人体切り出し、姿勢推定のアルゴリズム概要
研究項目 C-5 人体照合
監視カメラの画像を解析する場合、あるカメラで見つけた特定の人物が、周辺のどの監視カメラの前を
通過したかを効率的に調べることは、画像分析で求められている重要な機能である。異なるカメラ間の人
物を自動的に照合できると、特定の人物の移動経路を迅速に推定できるようになる。本研究では、顔＋
人体の情報を使って、人物の照合を行う技術を開発した。
顔が見つかれば、人物の照合を試みる。
顔が見つからない場合、人体（すなわち服装の特徴を使って）の照合を試みる。この場合はほぼ同じ
日に撮影された画像との照合に限定し、服装が変わっていないことを前提とする。
人体照合の結果に対して、顔照合を使って更に候補を絞り込む。
本研究では、上記 3 種類のパターンの人物照合のアルゴリズムを想定して、開発を行なった。
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(a) 映像人体照合
・概要
視野の重なりのない２カメラ間で撮影された画像中の人物を対応付ける基礎技術として、人体全身の
画像特徴のみで照合を行う技術を開発する。
・目標に対する成果
一つのカメラ内を人物が通過する際に得られる一連の画像列（トラックレット）を単位として人体照合を
行う Collaboratively Regularized Nearest Points (CRNP)という手法を開発した。提案手法と従来研究での
最高性能の手法を、評価用の公開データベースを使って比較したところ、提案手法が同等以上の性能を
示しており、世界最高水準の性能であることを確認した。
また、この手法を大規模なデータに対しても高速に処理可能となるよう改良し、実環境に設置したカメラ
で収集した 4337 トラックレットのデータセットを使って評価実験を行った。提案手法では、上位 10％の候
補（平均約 27 トラックレット）を提示した際に 80％以上の精度で正しい人物のデータが得られた。さらに、
ギャラリのデータ数を上記の 128 倍の 55 万トラックレットまで増やした実験により、ギャラリデータ数が増加
しても上位５％の候補での精度の低下は見られず、処理時間もギャラリデータ数に比例する程度の増加
であることを確認した。
・技術内容
人体の全身画像を用いた人物照合では、主に人物の服装の色や模様といった情報を手がかりに照合
を行う。このような情報は、明るさや人体姿勢の変化、人物とカメラとの位置関係の変化の影響を受けや
すく、データの変動が大きい。従来手法では、主にクエリとギャラリを１対１でそれぞれ比較し、データ間の
類似度を計算していた（図－7 左）。しかし、このような手法では利用できるデータ数が限られるため、大き
な変動を含むデータに対処できない。これに対して、提案した CRNP 手法では、まず、STEP1: ギャラリの
データを全て使って、それらの組み合わせによりクエリの持つ特徴を近似する（図－7 右）。全てのギャラリ
データを使うことで、それらに含まれる様々な変動の情報を利用してクエリの特徴を表現することができる。
得られた近似データは、ギャラリのデータの組み合わせとなっているが、近似の際に貢献する度合いは、
データ毎に異なる。そこで次に、STEP2: ギャラリのデータの貢献度をギャラリのトラックレット毎に集計し、
貢献度が高いギャラリのトラックレット程、クエリとの類似度が高くなるよう類似度を計算する。これは、明る
さや姿勢変化といった変動要因の影響がある中でも、特定の情報を持つトラックレットの貢献度が相対的
に大きくなるという考えに基づいたものである。
Classification
(direct distance sorting)

Geometric Distance Finding

X1

dn

f

*
i

d1

(a) Independent distance finding

*
n

(b) Collaborative distance finding

※公開データセット利用

図－7 CRNP の概要
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提案した CRNP 手法を３つの評価用公開データセット（iLids-MA、iLids-AA、CAVIAR4REID）を使って
評価した。結果を表－8 に示す。最右列の CRNP が提案手法、その他は主な従来手法での結果である。
数値は第１候補での正解率、カッコ内の数値は上位 1％候補での正解率である。SRC、CHISD、RNP とい
った従来の最高性能の手法と

比較して、提案手法が同等以上の性能を示している。

表－8 評価用公開データセットによる従来手法との比較

さらに、ギャラリのデータ数が大規模となっても対処できるよう、CRNP を改良した。CRNP では、STEP1
で、ギャラリの全データを使ってクエリの近似を行う。ギャラリのデータ数が大規模になると、全データを使
った近似の処理により多くの処理時間が必要となる。一方で、クエリの近似を行う際に、実際に貢献する
データは、クエリに類似した（特徴量空間での距離が近い）データが主である。そこで、ギャラリのデータ
数が多い場合に、全てのデータを使う代わりに、クエリに近い一部のデータのみを利用することで大規模
デ ー タ に 対 す る 処 理 の 高 速 化 を図 った Locality-constrained Collaboratively Regularized Nearest
Points(LCRNP)という手法を開発した（図－8）。クエリに近いデータの選択法として NN: クエリに近い一
定数のデータを選択する手法と、MPD: クエリに近い一定数のトラックレットを選択する手法の２種類を実
装した。評価結果は、研究項目 G-2(b)①に記載する。

X 1g

X 1g

Xp

Xp

X ig

X ig

X ng

X ng

(c) LCRNPwNN

(d) LCRNPwMPD

図－8 LCRNP の概要
(b) 人体照合の照明変化と低解像度対応したアルゴリズム
・概要
視野の重なりのない 2 カメラ間で撮影された画像中の人物を対応付ける基礎技術として、照明・向き
変動及び低解像度にロバストな色特徴量を抽出する。
・目標に対する成果
局所的な領域内の画素の特徴ベクトルの自己相関行列の大域的分布として特徴を記述する Meta
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Auto-Correlation (MAC) 特徴を開発した。この手法を、実環境に設置したカメラで収集した 4337 トラック
レットのデータセットを使って評価実験を行った。抽出した特徴量の照合方法に、トラックレットの照合手
法である LCRNP を用いた。提案特徴は既存の特徴よりも、1 位から 20 位の候補までのランク認識率が、
6.4%-1.6%程度高いことを確認した。また、照明の影響を受けている実環境のデータに対して、提案手法
の照明補正の有無によるランク認識率の差は全ランク１％未満であることを確認した。また、入力画像を
12×32 ピクセルの低解像度にリサイズした場合でも、1 位から５0 位までの全てのランク認識率で 96×256
ピクセルの解像度を用いた場合を下回ることはなかった。
・技術内容
人体照合で用いられる人物画像の特色として、カメラ間での照明の変動が大きいこと、人物の向きや
姿勢が大きく異なること、観測される画像が低画質・低解像度であることが挙げられる。上述の変動にロ
バストであると同時に、服装の色と模様情報をより詳細に記述できる特徴量が求められる。
提案特徴は、局所的な領域内の色模様分布の大域的分布として領域の特徴を記述する（図－9）。
具体的に、画像領域の参照点近傍の局所的な領域で画素特徴ベクトルのガウス分布のパラメータ（自
己相関行列）を算出する。参照点を密に用いることで、多数の自己相関行列を算出する。自己相関行
列は対称正定値行列である。多数算出された自己相関行列の分布を表現するためには、行列の空間
構造に配慮する必要がある。そこで、対称正定値行列の空間構造に配慮して算出したガウス分布のパ
ラメータ（自己相関行列）として領域特徴を記述する。
自己相関行列は、共分散行列に画素特徴ベクトルの平均の情報を加えたものである。そのため、従
来の方法である共分散記述子という特徴量で失われている、画素特徴ベクトルの平均の情報を保持し
ている。大域的に画素特徴ベクトルの共分散（自己相関）を取ると、積分特性によって、記述子が同一
になる領域でも、局所的に算出される共分散（自己相関）は異なるものとして記述できる場合がある。よ
って画素特徴ベクトルの局所的な分布の大域的な分布を記述する提案特徴は、画素特徴ベクトルの
大域的分布である従来の手法よりも判別性が高くなる。

※公開データセットを利用
図－9 提案特徴の概要
・評価実験
提案特徴を用いて、実環境に設置したカメラで収集したデータセットを用いて評価実験を行った。デ
ータは計 4337 トラックレットからなる。トラックレットに含まれる全画像に対して提案特徴量を抽出した。
抽出した特徴量を主成分分析で圧縮した後、Average Neighborhood Margin Maximization (ANMM) と
18

いう方法により、判別的に教師付次元圧縮を行った。特徴量の照合方法として、京都大学で開発され
たトラックレットの照合手法である Locality-constrained Collaboratively Regularized Nearest Points
(LCRNP) を用いた。
このデータセットに対して、照明補正を行った場合と行わなかった場合を比較することにより、照明変
動へのロバスト性の評価を行った。結果を図－10 に示す。通常の色ヒストグラムでは、照明変動の影響
を受けやすいため、照明補正を行った場合、ＣＭＣ曲線において 1 位から 50 位までのランク認識率が
2.5%-10.9%程度向上している。これに対して、提案特徴では照明補正の有無は、全ランク１%未満の認
識率の違いになっている。

図－10 照明補正の有無の比較実験
提案特徴の他の特徴と比較しての有効性を確認するために、既存の手法 DCH(Dense Color
Histogram) 、 Texture(Schmid and Gabor Filter) 、 RCD(Region Covariance Descriptor) 、 FV(Fisher
Vector)、HASC(Heterogeneous Auto-Similarities of Characteristics)といった従来の特徴と比較を行っ
た。結果を図－11 に示す。提案手法が従来の特徴量と比較して，CMC 曲線の 1 位から 20 位の候補ま
で，6.4%-1.6%程度高いランク認識率で人物照合が行えていることが確認できる。
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図－11 特徴量の比較実験結果
提案手法の低解像度へのロバスト性の検証として、人物画像を共通の解像度にリサイズし、各解像度
での性能の変化を調査した。評価は全画像を共通の大きさ（96×256、48×128、24×64、12×32、6×16、
3×8 ピクセル）にリサイズして行った。評価結果を図－12 に示す。実環境の画像のデータベースでは、画
像幅 19-215 ピクセル（平均 83.23）、画像の高さ 57-445 ピクセル(平均 210.9) の画像が含まれていた。
このことから、最小のサイズである 19×57 ピクセル程度に対応出来ていれば、実用上十分であると考えら
れる。この 19×57 ピクセルを下回る 12×32 ピクセルの大きさまで画像をリサイズした場合でも、提案特徴
量は 1 位から５0 位までの全てのランクで、最大の解像度（96×256 ピクセル）の認識率を下回ることはな
かった。

図－12 人物画像の解像度の比較実験結果
提案特徴と顔認識技術との統合を検証するため、実環境におけるデータベースにおいて顔が観測で
きる画像を選択して実験を行った。選択したデータに対して、顔検出で切り出した顔画像と人体領域に対
して、提案特徴を抽出し人体照合を試みた。評価結果を図－13 に示す。人体特徴のみを用いた場合
（Body） や顔画像のみを用いた場合(Face) に比べて、両方を用いた場合(Face+Body)の照合精度が高
いことが確認できる。これは、人物の肌の色や髪の色等の情報が服装の色情報に加えて有効であること
を示している。
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図－13 顔＋人体特徴評
(c) 手荷物の所持判定
・概要
人物照合の中で、特定の手荷物を持っている人の居場所を確認する必要があるケースが多い。本
研究では、まず人が手荷物をもっているかどうかを推定するアルゴリズムの開発を目指した。
監視カメラ画像中の人物検索を支援するために、画像処理を用いて人物画像から特定の種類の手
荷物の所持の有無を判定する手法を開発する。
・目標に対する成果
監視カメラ画像中の大勢の人物の検索作業を支援することを目的とし、画像処理を用いて 1 枚の
人物画像から特定の種類の手荷物の所持の有無を判定する手法を開発した。人物と手荷物との相対
的な位置関係を利用した認識手法を開発し、実験室環境で撮影した 3,168 フレームの画像データを用
いた実験により性能評価を行い本手法の有効性を確認した。さらに実環境画像を用いて本手法の有
効性を確認した。
・技術内容
所持判定を行う手荷物の種類として、キャリーバッグ、リュックサック、斜め掛けのショルダーバッグ、
直掛けのショルダーバッグを対象とする。提案する手法では、判定に有効な特徴を抽出することを目的
として、人物に対して手荷物が存在しやすい位置を表す手荷物尤度マップを手荷物の種類、方向ごと
に作成して用いる。具体的には、学習用画像中の手荷物領域の重複回数を位置ごとに計数することで
手荷物尤度マップを作成する。特徴量は、局所特徴量を BoF 表現し、更に、局所特徴量の最近傍ク
ラスタへの投票の際に手荷物尤度マップにより重み付けを行う。
・評価実験
実験を行うにあたり、データセットを構築し、それを用いて人物画像から判定対象の手荷物の所持の
有無を判定する実験を行なった。図－14 は、キャリーバッグ、リュックサック、ショルダーバッグを所持し
た人物がある方向を向いた時の手荷物尤度マップを示す。比較手法として、傘やかばんなどの一般的
な手荷物を、種類を問わず包含するような領域を手荷物所持の判定領域としたものを用いた。
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※研究機関構内でエキストラを撮影
図－14 尤度マップを用いた画像の手荷物所持判定
図－15 は手荷物の種類ごとの判定正解率を表す。手荷物の所持判定実験の対象としたキャリーバ
ッグ、リュックサック、ショルダーバッグにおいて、それぞれ 20.3 ポイント、16.9 ポイント、14.3 ポイントの
判定正解率の向上が見られ、提案手法の有効性を確認した。判定正解率は、全ての判定画像数に対
する正しく手荷物の所持、非所持を判定できた画像数の割合で表す。また、公開されている実際の監
視カメラ画像(iLIDS-MA)から 4,009 枚の画像を利用して判定精度の検証を行い、図－16 に示すように、
それぞれ 0.295 ポイント、0.217 ポイント、0.177 ポイント、比較手法に比べて再現率が向上していること
を確認した。ここで再現率は、特定の種類の手荷物を所持している人物の内、正しく手荷物の所持を
検出できた人物の割合の平均であり、検出漏れが少なくなっていることが確認できる。

図－15 実験室環境における手荷物所持判定結果
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図－16 現実の監視カメラ画像を用いた手荷物所持判定結果
研究項目 D 曖昧な対応を許容する経路抽出
・概要
凶悪犯罪が発生した時に、迅速に犯人の逃走経路を特定する必要がある。仮にすでに犯人の画像が
監視カメラで撮られた場合、ネットワークに繋がる監視カメラの画像からその人を検出し、逃走経路を人体
照合で推定する技術である。
多数のカメラからなるカメラネットワークで多数の人物を観測し、それぞれの人物がカメラネットワーク内
をどのように移動したかを表す経路を、観測された人物データ（トラックレット）の順序列として抽出する技
術を開発する。
・目標に対する成果
人物の画像特徴に基づく類似度だけでなく、カメラの位置関係と人物の観測時刻の情報も利用して、
物理的に可能な人物の移動のみを考慮する手法を開発した。また、多人数多カメラ間での経路抽出を全
人物について同時に求めることで、全体として辻褄のあったよりよい経路を抽出する手法とした。6 カメラ
24 人の実データを利用して、様々な移動を想定したシミュレーション実験を行い、提案手法で約 90％の
精度(平均 F 値 0.898) で経路を正しく推定できることを示した。
・技術内容
もし、２カメラ間での人物照合が 100％正しく行えれば、２カメラ間での照合結果をつなげることで、多カ
メラ間での人物の移動を追跡することができる。しかし、実際には２カメラ間での人物照合には誤りが多く
含まれており、このような方法では正しく経路抽出が行えない。これに対して、２つの方向から改善を行っ
た。
１つ目は、カメラの物理的な配置を考慮して、カメラ間での対応付けの候補を制限する手法である。あ
るカメラネットワークである２カメラ間を移動する際に、他のカメラに観測されることがない場合、この２カメラ
は隣接していると呼ぶ。この時、カメラネットワークは隣接したカメラからなるグラフ構造として捉えることが
23

できる。隣接したカメラ間では、カメラの設置された物理的な距離があり、人物の移動速度の上限、下限を
想定すると、移動時間の上限、下限が定まる。この時、カメラネットワークで観測された全ての人物データ
の内、実際に対応付けするのは、隣接したカメラで観測された移動時間の範囲内のデータ同士に限定で
きる。これを時空間制約と呼ぶ。時空間制約により、人物照合の候補（ギャラリ）の数を低減でき、照合精
度を高く保つことができる。更に、隣接していない２カメラ間で、ほぼ確実に同一人物とみなせる観測デー
タが見つかれば、その２カメラ間の他のカメラの観測データのいずれかにも同一人物が含まれているはず
である。この制約を利用することで、同一人物をより見つけやすくすることができる。
２つ目は、多人数多カメラ間での経路抽出を全人物について同時に行う手法である。従来手法では、
経路抽出において経路を１つずつ求めていた。この方法では、ある経路の抽出を誤ると、それ以降の経
路抽出でも正しい対応付けができなくなり、後に抽出される経路ほど誤りが多くなる。これに対して、経路
抽出を全人物について同時に行うことで、抽出した経路全部を総合して評価した場合により正しくなるよう
経路抽出が行える。具体的には、経路抽出問題をカメラ間の人物照合のスコアに基づくラベル割りあて
問題として定式化し、Cost-flow ネットワークでの最小費用流問題として解く手法を提案した。この手法は、
カメラ内での人物追跡で用いられていた手法をカメラネットワークでの経路抽出に拡張したもので、ネット
ワーク内の人物数を与えることなく、全体の評価値が最良となる経路を求めることができる（図－17）。

図－17 最小費用流による解法

図－18 推定された経路の F 値

・評価実験
6 カメラ 24 人のトラックレットデータを用いて実験を行った。人物照合には、人体画像から得られる特
徴量を用いた。時空間制約に基づき人物照合の候補（ギャラリ）を制限した上で、最小費用流問題とし
て経路抽出を行った。様々な経路に対する手法の性能を評価するために、人物の観測時間を変更し
たシミュレーション実験を５回行い、平均 F 値により評価した。ここで F 値とは、適合率と再現率の調和
平均であり、適合率は抽出した経路に含まれる正しい人物データの割合の平均、再現率は正しい経路
の内正しく抽出できた人物データの割合の平均である。結果を図－18 に示す。比較として、時空間制
約を考慮した上で、隣接カメラ間で人物照合の類似度が高いものから順に対応付けて経路を作成する
手法（Greedy）の結果を示している。提案手法では、平均 F 値が 0.898 という性能を示している。これ
は、抽出した経路の 90％は正しく 10％が誤っている程度の性能であり、経路をほぼ正しく抽出できるこ
とが分かる。また、Greedy 手法の平均 F 値 0.764 と比較して、性能向上していることが分かる。
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研究項目 E 時空間制約を利用した誤報への対処と特定人物生活圏推定
・概要
平成 24 年に逮捕されるまで、容疑者が１０数年間も潜伏した事件があった。特定の潜伏した容疑者
の居場所推定が顔検出の重要な課題として認識されており、誤認識が避けられない状況の中で如何
に確率的に潜伏した容疑者の居場所を推定するかが重要な研究課題になっている。本研究では誤認
識が有ることを前提とした居場所推定システムを提案した。
カメラネットワークで観測した長期間のデータから、特定人物の所在（生活圏）を、その特定人物が日
常的に観測されたカメラの集合として求める処理を開発する。
・目標に対する成果
長期間の観測結果から特定人物を認識した上で、誤認識数を予測して積算する手法と、移動経路
に沿って積算する手法を開発した。421 人分の実際の顔画像データを用いて、それぞれの人物の本人
拒否率、他人受入率、他人との誤認識の起こりやすさを反映したシミュレーション実験を行い、所在候
補となる上位 10％のカメラ内に特定人物が 90％以上の割合で含まれることを示した。また、12 カメラ 3
時間×14 日間の実データに対して本手法を適用し、提案手法により、正しい所在に含まれるカメラをよ
り上位の候補として提示できることを示した。
・技術内容
人物が毎日ほぼ一定の行動をとっている時、カメラネットワークで長期間すれば、その特定人物は行
動範囲内のカメラで多く観測される。従って、カメラネットワークでの観測データに対して、特定人物の
認識処理を行い、認識結果が多く得られたカメラを選択すれば、所在推定が行えると考えられる。長期
間の観測では、人物の服装は日々変わるので、顔検出を行った上で、顔認識により特定人物を認識
する。現在の顔認識の性能は高い。しかし、カメラでの観測データが非常に多数になる場合、認識性
能が高くても誤認識により誤った人物の認識結果が多くなる。例えば、本人を誤って他人とみなして認
識漏れする本人拒否率が 1％、他人を誤って特定人物として誤認識する他人受入率を 1％とする。この
時、ある１カメラに観測される人物が 10,000 人、一人あたりの顔検出数が 100 件の場合、本人の正しい
認識結果は 99 件、誤認識結果は 10,000 件となり、認識結果の数は観測される人物数の影響が支配的
になる。このため、単純に認識結果数が多いカメラを選択するだけでは、正しい所在推定は行えない。
これに対して、２つの方向から改善を行った。
１つ目は、誤認識数を予測する手法である。大規模で広域に配置されたカメラネットワークを想定す
ると、特定人物が観測されるカメラの割合は小さく、ほとんどのカメラでの認識結果は誤認識のみである。
また、カメラで観測される人物が十分に多く偏りがなく、カメラ毎の誤認識率が一定となる場合、カメラ毎
の顔検出数と誤認識数の比率は一定となる。このことから、誤認識率をロバスト推定して、顔検出数か
ら誤認識数を予測することができる。予測した誤認識数を実際の認識結果数から差し引いて、長期間
累積することで、カメラ毎の観測人数の影響を低減して、正しい所在を求めることができる。
２つ目は、移動経路に沿って認識結果を積算する手法である。特定人物の認識結果は、物理的な
移動による観測結果なので、カメラ間の距離と移動速度に応じた移動時間の上限、下限の範囲（時空
間制約）内に含まれる。一方、誤認識結果同士は、異なる人物のデータであることがほとんどで、時空
間制約を満たさないことが多い。このようなデータを削除した上で、経路単位で所在候補となるカメラの
情報を累積することで、特定人物の観測されるカメラをより顕在化することができる。
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・評価実験
広域に配置したカメラネットワークで、多人数を長期間観測する状況を再現するために、シミュレーシ
ョンを行った。研究機関構内で撮影したエキストラ 421 人分の実際の顔画像データに対して、顔認識を
行い、それぞれの人物の本人拒否率、他人受入率、他人との誤認識の起こりやすさを求めた。この実
測値に基づいて、5km 四方に 100 台のカメラからなるカメラネットワークをシミュレータ上に構築した。観
測日数 30 日、領域内の人数 10,000 人とした。このカメラネットワーク上で、各人物は同じ複数のカメラ
視野を観測日数の半分（15 日）以上移動する。カメラ視野に入ると、顔検出率 75％の割合でその人物
が観測され、顔認識が行われる。ここで、上記で述べた実データに基づいて誤認識や認識漏れを起こ
した上で、認識結果が得られる。得られた認識結果を用いて、対象とする特定人物の生活圏（所在）内
にあるとされるカメラを推定した。結果を図－19 に示す。横軸は、候補として提示するカメラ数、縦軸は
候補中に正しい所在のカメラが含まれる割合である。図－19(1)は、比較手法として顔認識数が多い順
に所在となるカメラを選択した場合の結果、図－19(2)は誤認識数を予測する手法、図－19(3)は移動
経路に沿った積算の手法、図－19(4)は両者のスコアを足しあわせて結果とした手法である。誤認識数
を予測する手法が最も性能がよく、上位 10 カメラ（全カメラの 10％）内に正しい所在が含まれる割合が
97％であった。
さらに、小規模であるが実データでの評価実験を行った。実環境に設置した 12 台のカメラで、3 時間
ずつ 14 日間の観測を行った。この内、4 カメラで 7 日間、1 回ずつカメラ視野内を特定人物１名が通過
した。観測されたデータから、この特定人物の所在となる 4 カメラを推定した。図－19 と同じ 4 つの手法
で、所在の候補となるカメラのスコアを求めた結果を、図－20 に示す。横軸はカメラ番号で、正解となる
所在のカメラは、緑で示した 3、4、7、10 番のカメラである。(3)の移動経路に沿った積算の手法では、ス
コアの上位 3 つが正解のカメラとなっており、比較的小規模な実データでは効果が高いことが示され
た。

図－19 シミュレーションによる実験結果（上位 N 位正解率）

図－20 2 週間の観測データによる実験結果（カメラごとのスコア）
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研究項目Ｆ プライバシ保護処理
・概要
8-(1)において開発したプライバシ保護技術を発展させた、新しい成果について報告する。
本研究テーマでは、データベース中の全ての撮影画像は自由に閲覧できないように暗号化すること
でプライバシへの配慮の実現を目指す。
・目標に対する成果
8-(1)において開発したアルゴリズムでは、暗号鍵のビット長を大きくした際に FRR(False Reject
Rate：本人拒否率)が高くなり、システムの検索性能を劣化させてしまう問題があった。撮影画像の暗号
鍵を生成するアルゴリズムに改良を施すことにより、これまでと同じビット長でも FRR の増加を抑えること
ができるようになった。
・技術内容
画像特徴そのものは表情変化や撮影条件等により若干変動するのに対し、暗号における鍵には厳
密な同一性が要求される。画像特徴における変動を吸収するために量子化を行い、暗号鍵を生成す
る手法をこれまで開発してきた。この際、変動の程度は想定範囲内であったとしても、画像特徴によっ
ては量子化処理における境界線付近に偶然分布してしまうものもあり、そのような人物の画像について
は異なる暗号鍵が生成されてしまうことがあった。これに対し、1 つの画像特徴から類似した画像特徴も
考慮して複数の暗号鍵を生成することによって、これまでと同じビット長でも検索性能の低下を抑えるこ
とが可能となった。
研究項目 G-1 統合システム構築
・概要
技術開発期間中で構築した技術を実装した使いやすい統合実験システムを構築し、それを用いて、
人物検出・人物照合の評価実験を行った。
実応用にも使え、実環境のデータを用いて評価実験を効率的に行うことができる人物照合システム
を構築する。
・目標に対する成果
各機関で開発した技術を統合したシステムを構築し、実証実験を実環境のデータで実施した。シス
テムの構築には検索しやすさ等実用性を十分考慮し、実応用に使えるシステムに仕上げた（図－21）。
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図－21 実証実験システム
研究項目 G-2 実環境での性能評価、有効性の確認
実環境で収集したデータを用いて、人体検出・人体照合の性能を評価した。
a) 人体検出評価
・概要
実環境での人体検出の性能を評価し、システムの頑健性を把握する。
・目標に対する成果
実環境での人体検出性能を評価し、動画での人体検出率が 80％以上であることが確認できた。人
体検出アルゴリズムが服装の変化、照明変化、人体向きに対して頑健であることが確認できた。
・評価実験
実環境で撮影した画像を使って、人体検出の性能を評価した。
服装、照明、人体向きの変化による性能変化の評価実験は静止画での検出性能で評価した。また、
実際の動画での人体検出性能を評価するために、静止画での検出性能と動画での検出性能に関係
を調べた。
まず、本実証実験における人体の静止画検出率と動画検出率の定義について説明する。
静止画検出率＝静止画データから正しく検出した人数/静止画データの中の検出すべき人の数
動画検出率＝動画の中で（1 フレーム以上）正しく検出した人の数/動画の中で現れた人の数
一般的に歩行者がカメラの視野に入ってから出るまでには数フレームから数十フレーム間記録される
ので、動画の場合、その中で 1 フレームでも検出できれば、その人が検出できたとするため、動画の検
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出率が静止画の検出率より高くなる。本実証実験では、静止画の検出率約 25%～70%の時に、動画検
出率が 80%～97%程度に相当するという実験結果が得られている。
① 服装変化への頑健性評価
夏、秋、冬の各季節の 8 日分の 15,471 枚のデータを使って評価した結果、季節変化による服装の違
いによる検出性能の大きな変動はなく、本アルゴリズムに対する影響は少ないことがわかった。図－22
にカメラ No117 における静止画検出率評価結果を示す。

図－22 異なる季節の人体検出性能
② 照明変化への頑健性評価
異なる時間帯と天候での検出性能の評価を行った。実環境においては、半屋外の建屋となっており、
日差しや影による照明変化の影響が懸念されていたが、晴れ 12 日分、曇 12 日分、昼 24 日分、夕 24
日分、夜 24 日分の 30,942 枚のデータで確認した結果、検出率に対する影響が少ないことがわかった。
図－23 にカメラ No.117 における検出性能の評価結果を示す。

図－23 異なる天候・時間帯の人体検出性能
③ 人体向き変化への頑健性評価
カメラと被写体の位置関係によってどのような性能差が有るかを調べた。俯角が大きい場合（およそ
４５度以上）は検出性能が低下するケースがあったが、動画で 5 台の異なる設置条件のカメラで比較し
た結果、その差は大きくないことがわかった（図－24）。
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図－24 異なる人体向き（カメラ角度）の人体検出性能
b) 人体照合評価
・概要
実環境のデータを使った人体照合の性能評価を実施した。
実環境での人体照合の性能を評価し、システムの頑健性を把握する。
・目標に対する成果
従来の研究では、手動によって切り出した人体画像しか照合できなかった。今回の研究成果は自動
切り出しが手動切り出しと同レベルの照合性能に達した。実環境において上位 1％の照合率が 50％に
達し、実環境での人物検索の実用化に大きく前進した。速度においても、10 万人のデータを 1 秒以内
で検索できることを確認できた。
・評価実験
データセットを使って評価実験を行った。データは、4,337 トラックレット、16,039 枚の静止画からなり、
カメラあたり平均 271 トラックレットを含んでいる。
① LCRNP によるトラックレットベースの人体照合実験
このデータセットに対して、LCRNP により２カメラ間人物照合を行った結果を図－25 に示す。クラフは候
補の上位 X ％までを提示した際の認識率（正解が含まれている割合）を示しており、赤線が提案手法
(LCRNPwMPD)である。図－25(a)は、人体抽出を手動で行った場合で、カメラあたり上位 10％（平均 27 ト
ラックレット）の提示で 89％の認識率が得られている。図－25(b)は、人体抽出を含む全ての処理を自動で
行った場合で、認識率は 80％であった。
さらに、上記と異なる人物のデータをギャラリに追加し、ギャラリのデータ数を 128 倍の 55 万トラックレッ
トまで増やして実験を行った。図－26 はギャラリのデータ数（倍率）と上位 5％の認識率の関係を示してい
る。ギャラリのデータ数を増やしても認識率は低下せず、LCRNPwNN ではむしろ向上していることが分か
る。これは、クエリと異なる人物のデータが増えても、正解候補の類似度にそれ程影響を与えないことを示
している。また、図－27 はギャラリのデータ数（倍率）と処理時間の関係を示している。基準となる MPD
手法と比較して、LCRNP では数倍程度の処理時間で処理が行えている。
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CMC on the Shinpuhkan2014p100MA dataset, standardized

CMC on the Shinpuhkan2014p100AA dataset, standardized
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図－25 LCRNP の上位 10％認識率
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図－26 上位 5%認識率
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図－27 処理時間

② 静止画による人体照合実験
同じデータに対して、トラックレットベースの照合よりも計算効率の高い静止画ベースの照合実験を行っ
た。静止画ベースの場合、一つのトラックレットの中に含まれる同一人物の複数枚の静止画を使って検索
を行い、その中の最も順位が高い結果をその人の照合結果としている。人体照合に使用した特徴量は
MAC 特徴量を使用した。
16 台のカメラの平均照合率を表－9 に示す手動、自動切り出しの照合率を比較すると、ほぼ同等の性
能になっていることが分かる。一般的に、自動切り出しは手動切り出しほど切り出し精度が良くないので、
自動切り出しの照合性能が大きく低下する。今回の研究結果で、同等の照合性能になったということは、
MAC 特徴量が位置ずれに頑健であることを証明した。この特性は本研究成果の実用性の向上に大きく
貢献したと考えている。
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表－9 手動、自動切り出しの照合率の比較
人体手動切り出しの
平均照合率

人体自動切り出しの
平均照合率

備考

Top1％

50.2%

50.5%

上位 1％の検出結果を見れば、50％の
確率で探したい人を見つけられる

Top5％

76.0%

76.0%

上記考えに同じ

Top10％

85.8%

85.5%

上記考えに同じ

③ 人物照合実験
一般的に、監視カメラで撮影された人物画像が比較的に小さいことが多く、顔照合できないことが
多いが、顔照合できるレベルの解像度があれば、顔照合が人体照合よりも高い照合率が得られる。し
かしながら、多くの場合はカメラによって顔照合出来る場合とできない場合が混在する。本研究では、
顔照合と人体照合を混在しても照合できるシステムを構築した。
顔照合のスコアと人体照合のスコアの統合は荷重和で実現している。
顔と人体両方が見える 4 台のカメラで顔照合と顔＋人体照合の実験結果を比較したところ、約
14.4％のターゲットの本人順位が上昇した。顔照合および人体照合の単体照合では１位にならない
ケースにおいても、顔と人体の融合による照合結果は、１位になるケースも確認できた。以上のように
実データにおいても照合性能の向上を確認できた。
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⑩ 浅井 康博，西堀 研人，高橋 友和，出口 大輔，井手 一郎，村瀬 洋:「複数方向から撮影された
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人物の手荷物所持判定に関する検討」，信学技報,PRMU2014-88，2015.1、【国内会議】
（ⅴ）受賞等
① 電子情報通信学会学術奨励賞
浅井 康博:「監視カメラによる人物画像からの手荷物認識に関する検討」，新潟大学，電子情報通
信学会，2013.3.20
３．研究計画・実施体制
（１）研究計画の妥当性
（ⅰ）当初計画の見直し・変更の有無と経緯・理由
提案書の計画通り実施した。
（ⅱ）再審査コメントへの対応
再審査において、「技術開発期間における成果は、所期の目標を十分達成しており、実証試験の
見通しも十分あることから、継続して実施することは、妥当である」という評価を受けた。よって当初計
画に基づき技術開発の継続を行った。
（ⅲ）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）の有無とその変化に対
する対応
特になし。
（２）実施体制の妥当性
参画機関間における定期的な会議を設定し、目標達成に向けた研究開発の進捗確認及びその課
題の早期把握及び対策を実行してきた。
また、諮問委員に有識者を招いた委員会の会議の場で、研究の効率的な運営管理及び成果の実
用化に向けての助言をいただくことで、当該研究課題の円滑な推進を図ることができた。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
（１）実証期間終了後の事業化に向けた取組み
社会におけるセキュリティの重要性は益々高まっており、今後とも当該研究開発の成果が活用できな
いか市場ニーズを探索していく。実証期間終了後の実施体制はオムロンソーシアルソリューションズ株
式会社が市場ニーズを元に事業性を判断して進めていく。
（２）社会・経済・科学技術的波及効果
本プロジェクトの成果は社会の安全安心の実現につながるもので、開発した技術はテロなどの凶悪
犯罪の画像分析の効率化に有効なものである。また、マンマシンインタフェースや、ロボットなどの分野
でも広く活用できる技術である。

37

Ⅳ． 自己評価
１． 目標達成度
当該テーマ 8-(2)におけるミッションステートメントの目標は、本書Ⅲ項記載の通りすべて達成する
ことができた。また、社会への実用化に資するべく、人体検出精度の向上だけでなく、その高速化
等、システムとしての高度化を達成する技術を創出した。
２． プロジェクト全体としての成果
プロジェクト全体を通じて以下の成果を得た。
・簡便な操作性を考慮した実用性や使いやすさを追求したシステムを開発した。
・論文発表、特許出願、展示会などの社外活動を通して、多種多様な技術的な意見交換ができ
た。
３． 研究計画・実施体制
従来の研究開発においては企業、大学ともに機関単独で行うケースが多かったが、今回のプロジ
ェクトを通じて、産学連携の体制によるプロジェクト運営を経験することができた。また、実際の社会
へ貢献する取り組みや商品化を睨んだプロジェクト運営ができた。さらに、5 年間という長期に渡る
計画立案およびその進捗確認を定期的に行うことで目標達成を図ることができた。
４．事業化に向けた取組みの継続性・発展性
実証期間終了後も社会の動向を見ながら事業性を判断していく。将来的には社会の安全安心に
資するシステムの構築を目指す。
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