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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】姿勢に依存しない３Ｄオブジェクトの記述子を
提供する。
【解決手段】オブジェクトの三次元（３Ｄ）ポイントク
ラウドを得ることによって、オブジェクトの３Ｄ姿勢お
よびオブジェクトのランドマーク点の３Ｄロケーション
を求める。３Ｄサーフェスパッチは、３Ｄポイントクラ
ウドから抽出され、各３Ｄサーフェスパッチにパラメト
リックモデルが当てはめられ、記述子の組が求められる
。記述子の組と、既知の３Ｄ姿勢およびランドマーク点
の既知の３Ｄロケーションを有する同じオブジェクトク
ラスからのオブジェクトの３Ｄポイントクラウドから抽
出されたパッチの記述子の組との間の対応関係の組が求
められる。対応関係の組から、オブジェクトの３Ｄ姿勢
およびオブジェクトのランドマーク点の３Ｄロケーショ
ンが推定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オブジェクトの三次元（３Ｄ）姿勢および前記オブジェクトのランドマーク点の３Ｄロ
ケーションを求める方法であって、
　前記オブジェクトの３Ｄポイントクラウドを得るステップと、
　前記３Ｄポイントクラウドから３Ｄサーフェスパッチを抽出するステップと、
　各３Ｄサーフェスパッチにパラメトリックモデルを当てはめるステップであって、記述
子の組を求める、ステップと、
　前記記述子の組と、既知の３Ｄ姿勢およびランドマーク点の既知の３Ｄロケーションを
有する同じオブジェクトクラスからのオブジェクトの３Ｄポイントクラウドから抽出され
たパッチの記述子の組との間の対応関係の組を求めるステップと、
　前記対応関係の組から、前記オブジェクトの前記３Ｄ姿勢および前記オブジェクトの前
記ランドマーク点の３Ｄロケーションを推定するステップと、
　を備え、
　前記ステップは、前記３Ｄポイントクラウドを記憶するメモリに接続されたプロセッサ
において実行される
　方法。
【請求項２】
　前記オブジェクトは、人間の頭部であり、
　前記ランドマーク点は、顔ランドマークである
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記３Ｄポイントクラウドは、奥行き画像から３Ｄポイントクラウドを計算することに
よって得られる
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記奥行き画像は、奥行きセンサによって取得される
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記求めるステップは、近似最近傍アルゴリズムを用いて行われる
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記３Ｄポイントクラウドは、合成して生成される
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記３Ｄサーフェスパッチは、三角形である
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記３Ｄサーフェスパッチは、前記３Ｄポイントクラウドによって定義されるサーフェ
ス上のランダムなロケーションおよびランダムな向きから選択される
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記パラメトリックモデルは、ベジエ三角形パラメトリックモデルである
　請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記パラメトリックモデルは、サブ三角形パラメトリックモデルである
　請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　近傍サブ三角形を用いて前記パラメトリックモデルにおける穴を埋めるステップをさら
に備えた
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　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記推定するステップは、投票技法を用いて行われる
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　一貫性のない投票は、回転および重心投票空間において共同クラスタリングを行うこと
によってフィルタリングされる
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記推定するステップの結果は、ヘッドアップディスプレイを用いる車のための拡張現
実システムによって用いられる
　請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　オブジェクトの三次元（３Ｄ）姿勢および前記オブジェクトのランドマークの３Ｄロケ
ーションを求めるシステムであって、
　前記オブジェクトの３Ｄポイントクラウドを得る手段と、
　前記得る手段に接続され、前記３Ｄポイントクラウドから３Ｄサーフェスパッチを抽出
し、各３Ｄサーフェスパッチにパラメトリックモデルを当てはめて、記述子の組を求め、
前記記述子の組と、既知の３Ｄ姿勢およびランドマークの既知の３Ｄロケーションを有す
るオブジェクトの３Ｄポイントクラウドから抽出されたパッチの記述子の組との間の対応
関係の組を求め、前記対応関係の組から、前記オブジェクトの前記３Ｄ姿勢およびランド
マークの３Ｄロケーションを推定するプロセッサと、
　を備えたシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、コンピュータビジョンに関し、詳細には、オブジェクトの３Ｄ
姿勢およびオブジェクトのランドマーク点の３Ｄロケーションを求めることに関し、より
詳細には、３Ｄ頭部姿勢と顔ランドマーク（ｆａｃｉａｌ　ｌａｎｄｍａｒｋ）の３Ｄロ
ケーションとを求めることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のコンピュータビジョンアプリケーションが、三次元（３Ｄ）ポイントクラウドか
ら、オブジェクトの３Ｄ姿勢（３Ｄ回転角度および３Ｄ並進）と、オブジェクトにおける
ランドマーク点の３Ｄロケーションとを自動的に求めることを必要とする。特に、いくつ
かの用途では、３Ｄポイントクラウドから、人間の頭部の３Ｄ姿勢と、眼の重心等の顔ラ
ンドマークの３Ｄロケーションとが必要である。３Ｄポイントクラウドは、通常、Ｍｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ　Ｋｉｎｅｃｔ（商標）、Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｓｅｎｚ３Ｄ（商標）センサ
またはステレオカメラ等の奥行きセンサによって取得される奥行き画像から構築される。
３Ｄポイントクラウドは、オブジェクトの３Ｄモデルを用いて合成的に生成することもで
きるし、Ｃｙｂｅｒｗａｒｅ（商標）スキャナ等の３Ｄスキャナを直接用いて取得するこ
ともできる。
【０００３】
　頭部姿勢および顔ランドマークロケーションを自動的に求めることは、ほんの数例の用
途を挙げると、顔認識システム、人間とコンピュータとのインターフェース、および拡張
現実システムのために重要である。顔認識システムにおいて、例えば、高精度に対する障
害のうちの１つは頭部の姿勢の変動である。姿勢を正確に求めることによって、コンピュ
ータグラフィック技法を用いて正面姿勢の顔を再レンダリングすることができ、このため
、姿勢に起因した変動を大幅に解消することができる。
【０００４】
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　別の例として、ヘッドアップディスプレイとしてフロントガラスを用いる車のための拡
張現実システムは、情報がフロントガラスを通じて見える世界のオブジェクトと適切に位
置合わせされるようにヘッドアップディスプレイ上に情報を適切にオーバーレイするため
に、運転者の眼の３Ｄ位置を精密に求める必要がある。
【０００５】
　頭部姿勢および顔ランドマーク推定の問題に対する複数の従来技術の解決策が存在する
。多くの解決策は、グレースケールカメラまたはカラーカメラによって取得された２Ｄ画
像を用い、例えば、３Ｄモーフィングモデルの姿勢、形状および照明パラメータを最適化
して、入力画像に可能な限り厳密に一致する２Ｄレンダリングを得ることによって、３Ｄ
姿勢およびロケーションを推測する。
【０００６】
　この問題を解決するためのいくつかの従来技術の方法は、奥行き画像（奥行きマップと
しても知られる）を用いる。奥行き画像は、各ピクセルにおける値が奥行き値を表す２Ｄ
画像であるか、または各ピクセルが色値および奥行き値を有する、色＋奥行き画像である
。色＋奥行き画像を捕捉するセンサは、ＲＧＢ－Ｄ（赤、緑、青、奥行き）センサと呼ば
れる場合があり、センサが生成する画像は、ＲＧＢ－Ｄ画像と呼ばれる場合があることに
留意されたい。単色＋奥行き画像（例えば、グレースケール＋奥行き）は、色＋奥行き画
像の一種とみなすことができることにも留意されたい。
【０００７】
　１つの方法は、ステレオ画像対を用いて奥行きを求め、次に、肌の色を用いて頭部を検
出する。３層ニューラルネットワークは、頭部領域のスケーリングされた奥行き画像を所
与として姿勢を推定する。非特許文献１を参照されたい。
【０００８】
　別の方法は、低ノイズ奥行き画像取得システムと、グラフィックスプロセッシングユニ
ット（ＧＰＵ）の速度とを利用する、頭部姿勢推定のためのより正確でより高速なシステ
ムを用いる。まず、候補３Ｄ鼻位置が、高品質奥行き画像において検出される。次に、Ｇ
ＰＵを用いて、入力奥行き画像と、各候補鼻位置に配置された平均頭部モデルから生成さ
れた複数の記憶された奥行き画像との間の最良の一致が特定される。非特許文献２を参照
されたい。
【０００９】
　他の方法は、高品質の３Ｄ奥行き画像も入力として用いる。これらの方法は、ランダム
回帰フォレストと、奥行き画像のパッチから頭部姿勢角度または顔ランドマークロケーシ
ョンへの学習されたマッピングとに基づく。事後確認作業において、Ｋｉｎｅｃｔセンサ
が用いられる。Ｋｉｎｅｃｔセンサは、前の作業において用いられる高品質スキャンと比
較して大幅にノイズの多いデータを提供する。非特許文献３、非特許文献４および非特許
文献５を参照されたい。
【００１０】
　１つの方法は、入力に最も一致するテンプレートの３Ｄ回転を求めることによって、Ｋ
ｉｎｅｃｔセンサの奥行き画像を用いて姿勢を推定する。しかしながら、その方法は、既
知の姿勢の人物固有の初期テンプレートを必要とする。これによって、その方法は多くの
用途で実現不可能となっている。非特許文献６を参照されたい。
【００１１】
　特許文献１および特許文献２は、人間の身体の姿勢推定方法について記載している。こ
の方法における目標は、身体の骨格の関節位置を推定することである。その方法において
、奥行き画像のパッチを用いて特徴ベクトルを求める。特徴ベクトルは、近似最近傍アル
ゴリズムを用いて、関節位置に対する既知の変位を有するトレーニングパッチからの特徴
ベクトルのデータベースに対し照合される。各最近傍一致を用いて、関節のロケーション
に対する変位が得られる。次に、これらの変位を用いて所望の関節位置の推定値が導出さ
れる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第８，５８２，８６７号
【特許文献２】米国特許第８，８２４，７８１号
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｓｅｅｍａｎ他「Ｈｅａｄ　ｐｏｓｅ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｕｓｉ
ｎｇ　ｓｔｅｒｅｏ　ｖｉｓｉｏｎ　ｆｏｒ　ｈｕｍａｎ－ｒｏｂｏｔ　ｉｎｔｅｒａｃ
ｔｉｏｎ」ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ　Ｆａｃｅ　ａｎｄ　Ｇｅｓｔｕｒｅ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，　ｐｐ
．　６２６－６３１，　Ｍａｙ　２００４
【非特許文献２】Ｂｒｅｉｔｅｎｓｔｅｉｎ他「Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｆａｃｅ　ｐｏｓ
ｅ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｓｉｎｇｌｅ　ｒａｎｇｅ　ｉｍａｇｅｓ」ＩＥ
ＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　
Ｖｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，　ｐｐ．　１－８，
　Ｊｕｎｅ　２００８
【非特許文献３】Ｆａｎｅｌｌｉ他「Ｒａｎｄｏｍ　ｆｏｒｅｓｔｓ　ｆｏｒ　ｒｅａｌ
　ｔｉｍｅ　３Ｄ　ｆａｃｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ」Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ，　１０１：４３７－４５８，　２０
１３
【非特許文献４】Ｆａｎｅｌｌｉ他「Ｒｅａｌ　ｔｉｍｅ　ｈｅａｄ　ｐｏｓｅ　ｅｓｔ
ｉｍａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　ｒａｎｄｏｍ　ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　ｆｏｒｅｓｔｓ」Ｉ
ＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
　Ｖｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，　２０１１
【非特許文献５】Ｆａｎｅｌｌｉ他「Ｒｅａｌ　ｔｉｍｅ　ｈｅａｄ　ｐｏｓｅ　ｅｓｔ
ｉｍａｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ｄｅｐｔｈ　ｃａｍｅｒａｓ」Ｐｒｏｃ
ｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｅｒｍａｎ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｐａ
ｔｔｅｒｎ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　（ＤＡＧＭ）　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ，　２０１１
【非特許文献６】Ｐａｄｅｌｅｒｉｓ他「Ｈｅａｄ　ｐｏｓｅ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　
ｏｎ　ｄｅｐｔｈ　ｄａｔａ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｓｗａｒｍ　ｏｐ
ｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ」ＣＶＰＲ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏｎ　Ｈｕｍａｎ　Ａｃｔｉｖｉ
ｔｙ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｆｒｏｍ　３Ｄ　Ｄａｔａ，　２０１２
【発明の概要】
【００１４】
　本発明の実施形態は、奥行き画像からまたは色＋奥行き画像内の奥行き情報から構築す
ることができるような３Ｄポイントクラウドから、オブジェクトの３Ｄ姿勢と、オブジェ
クトにおけるランドマーク点の３Ｄロケーションとを自動的に求める方法およびシステム
を提供する。
【００１５】
　本方法は、奥行きセンサの特定のモデルまたはタイプに限定されない。なぜなら、トレ
ーニングデータを低ノイズ（またはノイズなし）の３Ｄオブジェクトモデルから生成する
ことができるためである。ノイズの多いセンサを用いて機能する従来技術のモデルでは、
トレーニングデータは試験データと同じタイプのセンサを用いて取得されなくてはならな
いか、またはそうでなければ精度が低減する。本方法は低ノイズまたはゼロノイズ高分解
能モデルを用いてトレーニングすることができるので、いかなる特定の用途において用い
られる試験センサからも独立している。これによって、本方法は既存の方法よりも汎用的
に適用可能かつ移行可能となっている。
【００１６】
　３Ｄポイントクラウドから、本方法は３Ｄサーフェスパッチを抽出する。パラメトリッ
クモデルは各３Ｄサーフェスパッチに当てはめられる。パッチに適合するのに用いられる
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パラメータは、パッチの記述子として、特徴ベクトルの形態で用いられる。次に、近似最
近傍探索を用いて、３Ｄポイントクラウドから抽出されるパッチの記述子と、トレーニン
グデータから抽出された類似のサーフェスパッチの記述子との間の１組の対応関係が求め
られる。トレーニングサーフェスパッチは、既知の姿勢とオブジェクトランドマーク点の
既知のロケーションとを有するオブジェクトのポイントクラウドから抽出される。
【００１７】
　各対応関係によって、３Ｄ回転および３Ｄ並進、並びにオブジェクトランドマーク点の
３Ｄロケーションを含むオブジェクトの姿勢の推定値が得られる。各個々の推定値はノイ
ズが多い可能性があるが、全ての３Ｄサーフェスパッチからの全ての対応関係の組によっ
て、３Ｄ姿勢およびランドマーク点の３Ｄロケーションの正確な推定値が得られる。
【００１８】
　好ましい実施形態では、オブジェクトは人間の頭部であり、ランドマーク点は、鼻の先
端、眼の中心、および眼の端等の顔ランドマークである。
【００１９】
　好ましい実施形態では、パッチは、頂点が頭部を表す３Ｄポイントクラウドから抽出さ
れる基本正三角形に基づく三角形サーフェスパッチ（ＴＳＰ）である。いくつかの実施形
態では、各パッチに当てはめるのに用いられるパラメトリックモデルは、三角形ベジエサ
ーフェスである。他の実施形態では、各三角形パッチに当てはめられるパラメトリックモ
デルはサブ三角形パラメトリックモデルである。他の実施形態は、基本三角形の上下のサ
ーフェスの他のパラメトリックモデルを用いる。
【００２０】
　従来技術の方法は通常、３Ｄポイントクラウドによって表される３Ｄサーフェスの３Ｄ
パッチではなく、奥行き画像の２Ｄパッチを用いる。これらの方法は、ポイントクラウド
の局所領域に対しパラメトリックサーフェスを当てはめない。これらの記述子は、奥行き
画像の２Ｄパッチに含まれる点に基づく。このため、これらの記述子は、トレーニングセ
ットが、入力試験画像と類似した姿勢の頭部の奥行き画像から抽出されたパッチを含まな
くてはいけないという点で、姿勢に固有である。
【００２１】
　対照的に、本発明の実施形態によって用いられる記述子は姿勢に固有ではなく、３Ｄポ
イントクラウドのトレーニングセットは必ずしも何らかの特定の頭部姿勢を表すものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態による、３Ｄポイントクラウドから頭部の３Ｄ姿勢および顔ラ
ンドマークの３Ｄロケーションを求める方法およびシステムの流れ図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態によって用いられる正三角形の概略図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態による３Ｄ三角形サーフェスパッチ（ＴＳＰ）の概略図であ
る。
【図２Ｃ】本発明の実施形態による、無限長の三角形プリズム内の１組の点の概略図であ
る。
【図３Ａ】本発明の実施形態による、サブ三角形パラメトリックモデルと呼ばれる第１の
パラメトリックモデルの概略図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態による、サブ三角形パラメトリックモデルと呼ばれる第１の
パラメトリックモデルの概略図である。
【図３Ｃ】本発明の実施形態による、サブ三角形パラメトリックモデルと呼ばれる第１の
パラメトリックモデルの概略図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態による、トレーニングのために用いられる例示的な３Ｄ頭部
の概略図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態による、トレーニングのために用いられる基本三角形および
関連データの概略図である。
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【図５Ａ】本発明の実施形態による、３Ｄ頭部モデルから導出されたポイントクラウドか
ら抽出された、基本三角形にわたって定義された三角形サーフェスパッチ（ＴＳＰ）の概
略図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による、３Ｄ頭部モデルから導出されたポイントクラウドか
ら抽出された、基本三角形にわたって定義された三角形サーフェスパッチ（ＴＳＰ）の概
略図である。
【図５Ｃ】本発明の実施形態によるＴＳＰを近似するベジエ三角形の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　システムおよび方法の概観
　図１に示すように、本発明の実施形態は、頭部１０２の３Ｄ姿勢１１８および例えば顔
ランドマークの３Ｄロケーション１１９を自動的に求める方法およびシステムを提供する
。３Ｄポイントクラウド１０１が得られる。得る手段は、例えば、奥行きセンサ１０３に
よって取得された奥行き画像から３Ｄポイントクラウドを計算することによるものとする
ことができる。３Ｄポイントクラウドから、本方法は３Ｄサーフェスパッチ１１１を抽出
する（１１０）。パラメトリックモデル１０９は各３Ｄサーフェスパッチに当てはめられ
る（１２０）。サーフェスパッチを当てはめるのに用いられるパラメータは、例えば特徴
ベクトルの形態で、パッチのための記述子として用いられる。このため、観測された３Ｄ
ポイントクラウドから抽出された情報は、全ての抽出されたサーフェスパッチ１１１の記
述子の組１２１に含まれる。近似最近傍アルゴリズムを用いて、３Ｄポイントクラウドか
ら抽出されたパッチの記述子の組と、トレーニングデータから以前に抽出され、ライブラ
リ１２９に記憶された同様のサーフェスパッチの記述子との間の１組の対応関係が求めら
れる。トレーニングサーフェスパッチは、既知の姿勢および顔ランドマークの既知のロケ
ーションを有する頭部のポイントクラウドから抽出される。好ましい実施形態では、これ
らのポイントクラウドは、ランダムに生成された合成３Ｄ頭部モデルから得られる。
【００２４】
　本方法は、３Ｄポイントクラウドによって表されるオブジェクトが同じオブジェクトク
ラスにある限り、頭部以外のオブジェクトにも適用することができ、例えば、オブジェク
トクラスは、頭部、車両、ロボット等であり得ることが理解される。
【００２５】
　各対応関係によって３Ｄ頭部姿勢１１８の推定値が得られる。この推定値は、３Ｄ回転
および３Ｄ並進、並びに顔ランドマークの推定３Ｄロケーション１１９を含む。各個々の
推定値はノイズを有する可能性があるが、ポイントクラウドから抽出された全ての３Ｄサ
ーフェスパッチからの全ての対応関係の組によって、３Ｄ頭部姿勢および３Ｄ顔ランドマ
ークロケーションの正確な推定値が得られる。
【００２６】
　これらのステップは、（３Ｄポイントクラウドおよびライブラリ１２９を記憶するため
の）メモリおよび（例えば、当該技術分野において既知のバスによってセンサ１０３に接
続された）入出力インターフェースに接続されたプロセッサ１００において実行すること
ができる。
【００２７】
　本方法への入力は、現実世界のオブジェクト（例えば、頭部）を表す３Ｄポイントクラ
ウドであり、本方法の出力はオブジェクトの３Ｄ姿勢およびランドマークの３Ｄロケーシ
ョンである。姿勢およびランドマークは、例えば表示デバイスに、または更なる処理を行
う別のアプリケーションに送信することができる。
【００２８】
　三角形サーフェスパッチ
　本発明の好ましい実施形態は、３Ｄ三角形サーフェスパッチ（ＴＳＰ）を用いる。
【００２９】
　図２Ａに示すように、各３Ｄ　ＴＳＰ１１１は、まず、頂点２０４が概ね３Ｄポイント
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クラウドによって表されるサーフェス上にある、所定の辺長を有する正三角形Ｔ２０１を
定義することによって３Ｄポイントクラウドから抽出される。３Ｄポイントクラウドのサ
ーフェスから３ｍｍ等の閾値距離以内にある頂点が許可される。この三角形ＴをＴＳＰの
ための基本三角形と呼ぶ。多岐にわたる方法を用いてサーフェス三角形Ｔを選択すること
ができる。好ましい実施形態では、ポイントクラウドによって定義されるサーフェス上の
ランダムなロケーションおよびランダムな向きから所定のサイズの正三角形を選択する方
法を用いる。
【００３０】
　正三角形サンプリング
　３Ｄポイントクラウドからの高速正三角形サンプリングを、本方法のトレーニングフェ
ーズおよび試験フェーズの双方において用いることができる。問題は以下のように定式化
することができる。ポイントクラウド
【数１】

並びに２つの正の数ｄおよびｌを所与として、各ｑｉとＳからの最近傍点との間の距離が
ｄよりも小さくなるような辺長ｌを有する正三角形Ｔ＝（ｑ０，ｑ１，ｑ２）を生成する
。
【００３１】
　明らかに、或る特定のポイントクラウド並びにｄおよびｌの値の場合、そのような三角
形は存在しない。しかしながら、本発明によるポイントクラウドは十分密であり、ｄおよ
びｌの双方が適切な値、例えばｄ＝３ｍｍを有する。
【００３２】
　まず、Ｓの点からシード点ｐを一様にサンプリングし、ｐにおいて法線方向ｎを計算す
る。
【００３３】
　Ｓがメッシュの頂点の組である場合、シード点はランダムに選択されたメッシュ三角形
の内部から一様にサンプリングされる。ここで、メッシュ三角形を選択する確率はその面
積に比例する。この場合、ｎは単に、ｐがサンプリングされたメッシュ三角形の法線であ
る。
【００３４】
　Ｓが奥行き画像から再構成されたポイントクラウドである場合（各ポイントは奥行きマ
ップ内の単一のピクセルに対応する）、シード点ｐはポイントクラウド内の点の組から一
様にサンプリングすることができる。この場合、ｎを、ｐおよびその４連結近傍の対を通
過する面の法線の平均として計算する。ここで、Ｓの近傍構造は、奥行き画像の長方形格
子によって課される近傍構造である。
【００３５】
　ここで、シード点ｐおよび法線ｎを得ているので、辺長ｌを有する正三角形Ｔを生成し
、この正三角形Ｔが、ｐおよびｎによって定義される面内にあり、かつこの正三角形Ｔの
重心がｐと合致するようにこの正三角形Ｔを変換する。これは、区間［０、２π）からラ
ンダムに選択する角度だけｎの回りを回転させてＴを定義する。
【００３６】
　この手順によって、ポイントクラウドに十分近いことを除いて全ての要件を満たすラン
ダムに生成された三角形が得られる。これを達成するために、反復最近傍点（ＩＣＰ）ア
ルゴリズムを用いてＴを変換する。ＩＣＰの各反復において、まず、全ての三角形頂点ｑ

ｉについて、Ｓからｑ’ｉによって表される最近傍点を計算し、次に、ｑ’ｉと変換され
たｑｉとの間の二乗距離の総和ｉが最小になるようにＴを剛体変換する。
【００３７】
　最初は、ＴはＳからあまり離れていないため、ＩＣＰは通常、僅かな数の反復（例えば
、３回の反復）以内で収束する。その後、各三角形頂点が実際にＳから距離ｄ以内にある
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か否かを検査する。そうでない場合、三角形は拒否され、全体手順が繰り返される。この
サンプリング方法は、入力ポイントクラウドを概ね一様にカバーする三角形を生成する。
奥行き画像のノイズが多すぎ、かつ法線ｎを確実に計算することができない場合、単にｎ
を、奥行きセンサのビュー方向の負値（通常、［０、０、－１］）にセットすることがで
きることに留意されたい。この場合、初期三角形もポイントクラウドに位置合わせされず
、ＩＣＰは収束するために追加の反復を必要とする可能性が高い。
【００３８】
　そのような正三角形Ｔを所与として、３Ｄ　ＴＳＰ　Ｐ２０２は、図２Ｂに示すように
、正三角形の上または下の顔のサーフェス上に位置するポイントクラウドからの点を含む
。換言すれば、３Ｄ　ＴＳＰは、基本三角形Ｔを有する無限に高い三角形プリズム２０３
内に含まれるポイントクラウドからの点の組である。
【００３９】
　図２Ｃに示すように、無限範囲のプリズムを有することによって、基本三角形に近い点
および頭部の無関係の部分に属する点を含むＴＳＰが導かれる可能性がある。これを回避
するために、点がプリズムの内側にあり、かつ基本三角形の重心を中心とし基本三角形の
頂点を通る外接球の内部にあるときにのみ、点がＴＳＰ内にあるとみなす。
【００４０】
　一般的なサーフェス形状の場合、基本三角形の外接球は基本三角形の過度に上または下
にあるサーフェス部分を切り離すことができる。しかしながら、顔は限られた局所的高さ
変動を有し、本発明では十分に大きな辺長を有する三角形を用いるので、実際にこれが生
じることはない。
【００４１】
　基本三角形Ｔおよび対応する三角形サーフェスパッチＰを所与として、ＴＳＰを表すコ
ンパクト記述子を求める。本発明では、パラメトリックモデルを３Ｄサーフェスパッチに
当てはめることによってこれを行う。次に、モデルのパラメータをサーフェスパッチの記
述子として用いる。サブ三角形パラメトリックモデルまたはベジエ三角形パラメトリック
モデル等の、ＴＳＰに当てはめて、ＴＳＰの記述子を与えることができる複数のタイプの
パラメトリックモデルが存在する。
【００４２】
　サブ三角形パラメトリックモデル
　図３Ａに示すような第１のパラメトリックモデルでは、基本三角形はｋ２個のサブ正三
角形（例えば、ｋ＝４）に分割される。ＴＳＰ　Ｐ内の点が基本三角形上に垂直に投影さ
れる場合、Ｐ内の各点はサブ三角形のうちの１つに投影される。このことを、点がサブ三
角形に属す、または同等に、サブ三角形が点を含むと言う。図３Ｂに示すように、Ｐ内の
各点は基本三角形からの或る（正または負の）高さ３０１を有する。
【００４３】
　各サブ三角形の記述子は、サブ三角形内に含まれる点の平均高である。サブ三角形内の
全ての点の平均高を用いることによって、記述子が、ポイントクラウド内のノイズおよび
データ分解能の変動に対しロバストになる。サブ三角形パラメトリックモデルにおいて、
ＴＳＰの記述子は、全てのサブ三角形の記述子の連結であるベクトルｖである。ＴＳＰ記
述子は、図３Ｃに示すように、ＴＳＰを近似する基本三角形の座標系内で定義される区分
的に一定な三角形サーフェスパッチのパラメータ組として解釈することができる。サブ三
角形内に含まれるサーフェスパッチの部分は、サブ三角形と合同でありサブ三角形に平行
であるが、サブ三角形から離れている、すなわち基本三角形に対し、サブ三角形に含まれ
る点の平均高だけ、垂直な方向にオフセットされている三角形サブパッチとして近似され
る。
【００４４】
　欠落データの充填
　現実世界の奥行き画像の更なる課題は、奥行きセンサにおける制限および頭部の自己遮
蔽に起因する穴の存在である。これによって、空のサブ三角形および未定義の記述子を有
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するＴＳＰが導かれる可能性がある。
【００４５】
　これに対処するために、反復手順を用いて、空の（すなわち、埋められていない）サブ
三角形にわたってフルの（すなわち、埋められた）サブ三角形の高さ情報を伝搬すること
によって欠落データを満たす。各反復中、各空のサブ三角形は、そのフルの近傍サブ三角
形の平均高を割り当てることによって埋められる。フルの近傍を有しないサブ三角形は、
現在の反復中変更されないままである。このプロセスは、全てのサブ三角形が埋められる
まで繰り返される。最終的に、固定数の平滑化反復、例えば、近傍サブ三角形内の値の単
純な平均化が、元のフルのサブ三角形を変更することなく新たに埋められたサブ三角形の
みに適用される。これによって、ポイントクラウド内の任意の穴にわたる高さ情報の平滑
な分布がもたらされる。
【００４６】
　ベジエ三角形パラメトリックモデル
　図５Ａ～図５Ｃは、第２のパラメトリックモデルの例、すなわち、３Ｄポイントクラウ
ドから抽出された基本三角形５０１にわたって定義されるベジエ三角形を示す。この例に
おいて、ポイントクラウドは、高分解能３Ｄメッシュの頂点ロケーションからなる。ＴＳ
Ｐ５０２は、ベジエ三角形５０３を用いて近似される。この例では、ベジエ三角形５０３
は、ＴＳＰ５０２の平滑な近似である。ベジエ三角形は、ｎ個の制御点によって定義され
るサーフェスであり、これらはそれぞれ、基本三角形におけるｎ個の規則的に離間された
点に関連付けられる。一般的なベジエ三角形の場合、モデルのパラメータは、基本三角形
上の点の位置からの各制御点の３Ｄ変位であり、すなわち、制御点ごとの３つのパラメー
タである。
【００４７】
　モデルを単純化し、ベジエ三角形のパラメータ数を低減するために、各制御点を基本三
角形に対し垂直に変位されるように制限する。このため、制御点ごとに、１つのみ対応す
るパラメータ、すなわち、基本三角形の上または下の制御点の高さが存在する。制御点の
数ｎは、ＴＳＰ　Ｐにおける３Ｄ点の組に対するベジエ三角形の所望の当てはめに依拠し
て変動する可能性がある。このモデルを用いると、ＴＳＰ記述子は単に、全ての制御点の
高さ（正または負）を含む長さｎのベクトルである。
【００４８】
　三角形サーフェスパッチおよびＴＳＰ記述子の利点
　本手法の第１の重要な強みは、三角形サーフェスパッチが、奥行き画像ではなく３Ｄポ
イントクラウドにわたって定義されることである。これによって、パッチは視点の変化を
受けたときに、より不変となる。奥行き画像のパッチ上で特徴を直接計算する従来技術の
方法は、トレーニングセットが、試験奥行きマップと同様の視点から捕捉された奥行きマ
ップを含むことを必要とする。なぜなら、普通の写真画像と全く同様に、奥行き画像は視
点の変化とともに大幅に変動する可能性があるためである。奥行き画像と対照的に、３Ｄ
ポイントクラウドは、より広い範囲の視点変化にわたってその基本形状を維持する。この
ため、トレーニングデータが特定の始点と関連付けられていないにもかかわらず、本手法
は極めて良好に機能する。
【００４９】
　本手法の第２の強みは、本発明によるＴＳＰ記述子がローカルなサンプリング密度にお
ける変動に対しロバストであり、これによって視点の変化に対するロバスト性がさらに改
善し、部分的遮蔽および欠落データの他の原因に対するロバスト性ももたらされることで
ある。３Ｄポイントクラウドが奥行き画像から得られる（例えば、奥行きセンサを用いて
取得される）とき、点の密度は、奥行き画像が取得された視点に基づいて変動する。例え
ば、サーフェス法線が、奥行き画像を取得する奥行きセンサの方を直接向いているオブジ
ェクトサーフェス上のエリアは、ポイントクラウドにおいて密に表される。一方、法線が
奥行きセンサの軸に対しほぼ垂直に向いている（すなわち、奥行きセンサからオブジェク
トへの方向からほぼ９０度離れた）オブジェクトサーフェス上のエリアは、ポイントクラ



(11) JP 2016-161569 A 2016.9.5

10

20

30

40

50

ウドにおける非常に僅かなサーフェスポイントによって表される。本発明によるパラメト
リックモデル、サブ三角形パラメトリックモデルおよびベジエ三角形パラメトリックモデ
ルは、ポイントクラウドによって表されるサーフェスの３Ｄ形状を、サンプリング密度の
変動による影響を強く受けないように近似する。これは、サンプリング密度における変動
の影響を大きく受ける、ヒストグラムに基づくポイントクラウドの３Ｄ記述子と対照的で
ある。
【００５０】
　トレーニング
　好ましい実施形態では、トレーニングは図４Ａに示す例等の３Ｄ頭部の高分解能メッシ
ュにおいて実行される。いくつかの実施形態では、各メッシュは単一の対象物の高分解能
３Ｄスキャンを用いて得られる。好ましい実施形態では、各メッシュはパラメトリック３
Ｄ頭部モデルのパラメータをランダムに変動させることによって生成される。パラメトリ
ック３Ｄ頭部モデル自体は、複数の対象物の高分解能３Ｄスキャンから導出することがで
きる。モデルごとのポイントクラウドは、複数の方法、例えば、メッシュの頂点として、
またはメッシュ内の多角形の中心として、またはメッシュからランダムにサンプリングさ
れた点として、メッシュから定義することができる。トレーニングセット内の各メッシュ
から、重なり合う基本三角形におけるメッシュを密にカバーするｎ個の基本正三角形Ｔ１

，．．．，Ｔｎ、例えば、ｎ＝１００００をランダムにサンプリングする。次に、各サン
プリングされた基本三角形Ｔｉに対応するＴＳＰを求め、関連付けられた記述子ｖｉを求
める。
【００５１】
　さらに、各基本三角形Ｔｉと、Ｔｉの重心から或る特定の対象点までのベクトルとを関
連付ける。これらは、好ましい実施形態では、モデル重心およびそのモデルの或る特定の
顔ランドマーク、例えば、鼻の頂部、鼻の先端および眼の重心である。これらのベクトル
は、試験中、顔ランドマークのロケーションを求めるのに用いられる。
【００５２】
　ライブラリ
　このため、トレーニングモデルごとに、ｎ個のサンプルτ１，．．．，τｎを生成し記
憶する。これらの各サンプルが、基本三角形Ｔｉを関連データτｉ＝｛Ｔｉ，ｖｉ，ｃｉ

，ｕｉ１，．．．，ｕｉｑ｝と共に含む。ここで、ｖｉはＴＳＰ記述子であり、ｃｉはＴ

ｉの重心からモデル重心までのベクトルであり、ｕｉｋは、図４Ｂに示すように、Ｔｉの
重心からｋ番目の顔ランドマークの位置までのベクトルであり、ｑは各モデル内のランド
マークの数である。
【００５３】
　全てのトレーニング顔モデルからの全てのサンプルがライブラリ１２９内に記憶される
。ライブラリは、ＴＳＰ記述子が所与のクエリサンプルの記述子に最も類似しているサン
プルの高速な検索を可能にするように編成される。記述子間の類似性はユークリッド距離
によって測定される。ＴＳＰ記述子の最近傍を効率的に得るために、近似最近傍アルゴリ
ズムを用いることができる。例えば、Ｍｕｊａ他「Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｎｅａｒｅｓｔ　
Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ　ｆｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ
　Ｄａｔａ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙ
ｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，　Ｖｏｌ．　３６，　２
０１４を参照されたい。
【００５４】
　ＴＳＰ記述子ｖｉは、大きな行列内の行ベクトルとして保存され、τｉの他の成分はア
レイ内に対応する順序で記憶される。試験頭部からのサンプルのためのクエリ記述子を所
与とすると、近似最近傍アルゴリズムは行列に対し演算を行い、クエリ記述子に概ね最も
類似したライブラリ内のＴＳＰ記述子の行インデックスが得られる。これらを用いて、ア
レイから、対応する基本三角形およびこれらの関連付けられた顔ランドマーク情報を検索
することができる。
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【００５５】
　顔モデルの重心ｃｉおよび顔ランドマークベクトルｕｉ１，．．．，ｕｉｑは全て基本
三角形Ｔｉに対して定義されるので、本発明によるモデル表現を用いて、任意の姿勢の、
特にセンサ１０３から任意の距離にある頭部について、姿勢および顔ランドマークのロケ
ーションを推定することができる。
【００５６】
　さらに、トレーニングは、（対象物から特定の距離にある特定の奥行きセンサから得ら
れた奥行き画像を用いるのではなく）一般的な３Ｄモデルにおいて行われるので、試験中
、同じトレーニング結果（例えば、同じライブラリ）を様々なセンサと共に用いることが
できる。これは、トレーニングおよび試験のために同じセンサ（または同じモデルのセン
サ）が用いられなくてはならないほとんどの従来技術の方法について当てはまらない。
【００５７】
　試験
　試験は、頭部１０２の３ＤポイントクラウドＳ１０１において実行される。好ましい実
施形態では、ポイントクラウドは、奥行き画像から再構成された、例えば、Ｋｉｎｅｃｔ
センサ等の奥行きセンサ１０３から得られたものである。頭部姿勢（３Ｄ頭部向きおよび
３Ｄ頭部重心ロケーションからなる）および顔ランドマークのロケーションは以下のよう
に求められる。
【００５８】
　投票
　ポイントクラウドＳからサンプリングされた基本正三角形Ｔ’ｉを検討する。対応する
ＴＳＰおよび記述子ｖ’ｉを求める。次に、ｖ’ｉをキーとして用いて、ライブラリから
最も類似した記述子ｖｉを検索する。ｖｉはライブラリサンプルτｉと関連付けられるこ
とを想起されたい。ライブラリサンプルτｉはまた、基本三角形Ｔｉと、三角形Ｔｉに対
する対応するトレーニング頭部の重心のロケーションを与えるベクトルｃｉと、Ｔｉに対
するｑ個の顔ランドマークの各々のロケーションを与えるベクトルであるｕｉ１，．．．
，ｕｉｑとを含む。
【００５９】
　ｃｉをポイントクラウドＳの座標系に変換する。これは、並進がμ’ｉである剛体変換
によって達成され、その回転行列Ｒｉは以下のようにして得られる。すなわち、Ｔｉおよ
びＴ’ｉをそれぞれ並進させて、重心が原点にある
【数２】

を取得し、次に、
【数３】

を満たすＲｉを得る。このようにして、試験三角形Ｔ’ｉに対する照合に基づいて、モデ
ル基本三角形Ｔｉは、頭部向きＲｉおよび頭部重心ロケーションｔｉ＝μ’ｉ＋Ｒｉｃｉ

および
【数４】

に対し投票する。
【００６０】
　現実世界のデータを扱っているため、入力ポイントクラウドはノイズによって破損する
可能性があり、頭部でないオブジェクトを表す可能性もある。さらに、試験する頭部はラ
イブラリ内に表されていない対象物からのものである場合がある。これらの変動に対処す
るために、試験頭部からｍ個のクエリ基本三角形をサンプリングし、クエリ三角形ごとに
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、記述子がクエリ三角形の記述子に最も類似しているｈ個のトレーニング三角形を検索す
る。これらのトレーニング三角形のそれぞれが特定の姿勢に対し投票する。このことを、
これらのｈ個のトレーニング三角形がクエリ三角形に一致すると言い、クエリ三角形を、
ｈ個のトレーニング三角形に対する一致試験三角形と呼ぶ。
【００６１】
　この結果、頭部の向きのための合計ｍｈ個の回転行列投票と、重心ロケーションのため
のｍｈ個の位置投票とが得られる。これらの投票は２つの異なる空間内にあることに留意
されたい。回転投票は、回転行列ＳＯ（３）の群内にあり、位置投票は３次元ユークリッ
ド空間
【数５】

内にある。顔ランドマークロケーションが求められる前に、投票フィルタリングを用いて
不一致の投票を削除する。
【００６２】
　投票フィルタリング
　トレーニング中、基本三角形に対するベクトルとして、モデル重心に類似した顔ランド
マークロケーションが記憶される。このため、顔ランドマークロケーションに対する投票
は、モデル重心に対する投票が行われるのと同じようにして行うことができる。これによ
って、複数の投票空間、すなわち、頭部の向きのためのＳＯ（３）と、頭部重心およびラ
ンドマークロケーションの各々のための別個の投票空間
【数６】

がもたらされる。各投票空間内のクラスター中心を独立して検出することができる。
【００６３】
　投票によって、一貫性のないクラスター中心、すなわち、相対ロケーションが実際の人
間の顔では物理的にあり得ない誤った配置の顔ランドマークが導かれる可能性がある。顔
は個人間で非剛体的に（ｉｎ　ａ　ｎｏｎ－ｒｉｇｉｄ　ｍａｎｎｅｒ）異なっているに
もかかわらず、特定の頭部位置および向きは、鼻、眼、耳等の可能なロケーションに対し
強い制約を課す。これは、上記で説明したクラスタリングによって考慮に入れられていな
い。
【００６４】
　共同クラスタリング
　したがって、回転および重心投票空間内で共同クラスタリングを実行することによって
、一貫性のない投票をフィルタリング除去する。顔ランドマーク投票を用いない理由は以
下である。各空間における独立したクラスタリングを用いた試験は、回転推定値が、顔ラ
ンドマークの推定値よりも安定していることを示し、ランドマークロケーション推定値が
頭部向き推定値よりも頻繁に誤っていることを意味する。
【００６５】
　頭部の欠落した並進自由度を得るために、重心投票を用いる。顔ランドマーク推定値の
誤差が、基本三角形とランドマーク位置との間の距離の増大と共に増大することに留意さ
れたい。モデル重心は、全ての基本三角形に対する平均距離を概ね最小化するので、重心
は全ての位置投票間で最も適切である。共同クラスタリングは以下のように機能する。
【００６６】
　各モデル基本三角形Ｔｉが頭部向きＲｉおよび頭部重心ロケーションｔｉの双方に対し
投票することを想起されたい。このことを、Ｒｉ∈ＳＯ（３）および
【数７】

がＴｉの投票であると言う。双方の空間におけるクラスター中心を共同で推定するために



(14) JP 2016-161569 A 2016.9.5

10

20

30

40

50

、各空間内のＴｉの近傍数をカウントする。Ｔｉの近傍としてカウントする別の基本三角
形Ｔｊについて、Ｔｊの回転投票Ｒｊおよび重心投票ｔｊの双方がＴｉの投票に対し所定
の距離以内になくてはならない。すなわち、ｄ（Ｒｉ，Ｒｊ）＜ｄｒおよび｜｜ｔｉ－ｔ

ｊ｜｜＜ｄｔの双方の条件が成り立たなくてはならない。ここで、ｄ（Ｒｉ，Ｒｊ）はＳ
Ｏ（３）における適切な距離関数である。好ましい実施形態では、ｄｒ＝１５°およびｄ

ｔ＝２５ｍｍを用いる。２つの回転行列の積自体が回転行列であるので、積ＲＴ
ｉＲｊは

或る軸の回りの角度θの単一の回転に等しい。さらに、関数ｄＲ（Ｒｉ，Ｒｊ）＝｜θ｜
は、リーマン距離として知られる、ＳＯ（３）における距離関数であり、この距離測度を
用いて上記で説明した条件を試験する。さらに、リーマン距離｜θ｜は、関係ｄＦ（Ｒｉ

，Ｒｊ）＝２√２｜ｓｉｎθ／２｜によってフロベニウス距離ｄＦ（Ｒｉ，Ｒｊ）＝｜｜
Ｒｉ－Ｒｊ｜｜Ｆに関係付けられ、ここで、｜｜・｜｜Ｆは行列のフロベニウスノルムを
表す。この関係を用いることによって、効率的に計算されたフロベニウスノルムを用いて
リーマン距離条件ｄＲ（Ｒｉ，Ｒｊ）＜ｄｒを評価することが可能になる。
【００６７】
　入選基本三角形（ｗｉｎｎｉｎｇ　ｂａｓｅ　ｔｒｉａｎｇｌｅｓ）という語を用いて
、投票を許可された基本三角形の組を指す。入選基本三角形の組は、その基本三角形のほ
とんどの近傍を有する基本三角形および全ての近傍を有する基本三角形を含む。入選基本
三角形をＴ１，．．．，Ｔｎと呼ぶ。ここで、Ｎは入選基本三角形の数である。各入選基
本三角形Ｔｉは、重心μ’ｉを有する一致試験三角形Ｔ’ｉを有する。上記で説明したよ
うに、この一致に基づいて、Ｔｉは頭部向きＲｉおよび頭部重心ロケーションｔｉ＝μ’

ｉ＋Ｒｉｃｉに対し投票する。頭部向きを入選基本三角形の向きの投票Ｒ１，．．．，Ｒ

ｎの平均
【数８】

として推定する。
【００６８】
　ＳＯ（３）における平均回転行列

【数９】

を計算する問題は、以下の最小化問題として定式化することができる。
【数１０】

ここで、ｄはＳＯ（３）における距離関数である。不都合なことに、この最小化は、リー
マン距離について閉形式で解くことができない。一方、本発明の場合、入力行列は全て同
じ回転行列の近傍にあるので、互いに近接している。この場合、フロベニウス距離の最小
化を解くことは良好な近似であり、閉形式
【数１１】

で行うことができる。ここで、ＷおよびＶは入選三角形の向き投票の算術平均の特異値分
解（ＳＶＤ）
【数１２】
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【００６９】
　次に入選基本三角形の顔ランドマークベクトルを用いて、試験顔面における顔ランドマ
ークの位置を推定する。
【数１３】

が、ポイントクラウドＳの座標系における試験顔面のｋ番目のランドマーク（例えば、鼻
の先端）の位置の本発明による推定値を表すものとする。１つの実施形態では、
【数１４】

によって
【数１５】

を計算する。ここで、ｕｉｋは、Ｔｉの重心からｋ番目の顔ランドマークの位置へのベク
トルである。
【００７０】
　代替的な実施形態では、全ての個々の入選三角形の向き投票Ｒｉの代わりに平均回転行
列

【数１６】

を用いることによって、
【数１７】

の計算を変更する。換言すれば、以下の代替的な式を用いて
【数１８】

を計算する。
【数１９】

【００７１】
　これらの代替的な実施形態のいずれにおいても、この手順は一貫した顔ランドマーク推
定値を生成する。なぜなら、全ての顔ランドマークベクトルは、類似した頭部向きおよび
重心ロケーションに対し投票する基本三角形に由来するためである。
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