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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎを２以上の数として、検査する画像のセットを代表するｎ個の画像のサブセットを選
択する画像処理方法において、
　上記検査する画像のセット内の画像間の類似性の度合いを検出し、上記画像のサブセッ
トが該検査する画像のセット内の他の画像との間で最も低い類似性を有するｎ個の画像を
含むようにするステップを有し、
　上記類似性の度合いを検出するステップは、
　　上記検査する画像のセットについて、該画像を１つ以上の検査領域に分割するステッ
プと、
　　上記各検査領域について、該検査領域を上記検査する画像のセット内の１つ以上の他
の画像内の１つ以上の参照領域と比較し、該検査領域を置換した場合に、該画像の外観が
現在の画像に近くなるような、該検査領域に最も近い参照領域を特定するステップと
　を有する画像処理方法。
【請求項２】
　上記類似性を検出するステップは、
　上記検査する画像のセットからｎ個の画像からなる検査用のサブセットを抽出するステ
ップと、
　上記検査用のサブセット内のｎ個の画像間で、相互の類似性を検出するステップと、
　上記検査する画像のセット内の他の画像のそれぞれについて、
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　上記他の画像と、上記サブセット内のｎ個の画像との間の類似性の度合いを検出するス
テップと、
　上記他の画像と上記検査用のサブセット内のｎ個の画像との間の類似性が、上記サブセ
ット内の１つの画像と上記検査用のサブセットの残りの画像との間の類似性より低い場合
、該サブセット内の類似性が最も高い画像を他の画像と置換するステップとを有する請求
項１記載の画像処理方法。
【請求項３】
　上記検査する画像のセットがｎ個より少ない画像しか含まない場合、上記検査する画像
のセットを代表する画像のサブセットを選択しないことを特徴とする請求項１記載の画像
処理方法。
【請求項４】
　ビデオシーケンスの連続したピクチャ内に存在するオブジェクトを検出するステップと
、
　上記検出されたオブジェクトを含むピクチャの部分のシーケンスを導出するステップと
を有し、
　上記ピクチャの部分のシーケンスは、上記検査する画像のセットを構成することを特徴
とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項５】
　上記検査する画像のセットを構成するピクチャの部分のシーケンスは、上記ビデオシー
ケンス内の時間的に連続するピクチャのグループから導出されることを特徴とする請求項
４記載の画像処理方法。
【請求項６】
　上記オブジェクトを検出するステップは、
　上記ピクチャを処理して、上記オブジェクトの存在を示すピクチャ特徴を検出する第１
の検出ステップと、
　上記オブジェクトが検出される尤度が上記第１の検出ステップより高い１又は複数の第
２の検出ステップとを有し、
　上記オブジェクトを含むと検出されたピクチャの部分のシーケンスは、上記第１の検出
ステップの結果から導出され、０個以上のピクチャの部分は、上記第２の検出ステップ又
は各検出ステップの結果を用いて導出された上記シーケンス内のピクチャの部分の分布に
関する制約に基づいて上記第２の検出ステップの結果から導出されることを特徴とする請
求項４記載の画像処理方法。
【請求項７】
　上記第２の検出ステップは、上記オブジェクトの存在を示すピクチャの色特性を検出す
るステップを有することを特徴とする請求項６記載の画像処理方法。
【請求項８】
　上記第２の検出ステップは、上記オブジェクトについて検出された他の１つ以上のピク
チャ内の位置に基づいて、該オブジェクトのピクチャ内の位置を予測するステップを有す
ることを特徴とする請求項６記載の画像処理方法。
【請求項９】
　上記検査する画像のセットから、上記第２の検出ステップを用いて導出された全てのピ
クチャの部分を除外するステップを更に有する請求項６記載の画像処理方法。
【請求項１０】
　上記オブジェクトは顔であることを特徴とする請求項４記載の画像処理方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、請求項１記載の画像処理方法の各ステップを実行させるためのプログ
ラム。
【請求項１２】
　請求項１１記載のプログラムを記録した記録媒体。
【請求項１３】
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　ｎを２以上の数として、検査する画像のセットを代表するｎ個の画像のサブセットを選
択する画像処理装置において、
　上記検査する画像のセット内の画像間の類似性の度合いを検出し、上記画像のサブセッ
トが該検査する画像のセット内の他の画像との間で最も低い類似性を有するｎ個の画像を
含むようにする検出器を備え、
　上記検出器は、
　　上記検査する画像のセットについて、該画像を１つ以上の検査領域に分割し、
　　上記各検査領域について、該検査領域を上記検査する画像のセット内の１つ以上の他
の画像内の１つ以上の参照領域と比較し、該検査領域を置換した場合に、該画像の外観が
現在の画像に近くなるような、該検査領域に最も近い参照領域を特定する
　画像処理装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の画像処理装置を備えるビデオ会議装置。
【請求項１５】
　請求項１３記載の画像処理装置を備える監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オブジェクト検出の分野に適用できる画像処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間の顔を検出する顔検出アルゴリズム等の多くのオブジェクト検出アルゴリズムが様
々な文献で提案されており、これらには、所謂固有顔（eigenfaces）法、顔テンプレート
マッチング法、変形可能なテンプレートマッチング（deformable template matching）法
又はニューラルネットワーク分類法を使用する手法等がある。これらの何れの手法も完全
ではなく、通常、付随した利点及び欠点を有する。何れの手法も、画像が顔を含むことを
確実な信頼性を持って示すことはなく、全て確率論的な判断（probabilistic assessment
）に基づいており、すなわち画像が少なくとも顔を含むある可能性（likelihood）がある
という画像の数学的解析に基づいている。それらの用途に従い、アルゴリズムは、通常、
顔の誤検出を避けようとするために極めて高く設定された尤度の閾値（threshold likeli
hood value）を有する。
【０００３】
　捕捉された画像のシーケンスを含むビデオマテリアルにおける顔検出は、静止画像にお
ける顔検出に比べて、より複雑である。この場合、特に、何らかの手法によって、シーケ
ンス内の１つの画像において検出された顔をシーケンス内の他の画像において検出された
顔にリンクすることが望ましい。ここで、これらの２つの顔が同じ顔である（可能性があ
る）か、同じ画像のシーケンスに偶然出現した２つの異なる顔である（可能性がある）か
を判定する必要がある。
【０００４】
　このようなシーケンスに亘って顔を「追跡」する一手法として、連続する画像内の２つ
の顔が同じ又は非常に近い位置に出現してるか否かを判定する手法がある。但し、この手
法は、顔検出スキームの確率に依存する性質に起因する問題を孕んでいる。例えば、（顔
検出の判定のための）確率閾値を高く設定すると、その顔の本人が顔を横に向けたり、顔
の一部が隠されたり、本人が鼻を掻いたり、又は他の様々な原因により、実際には顔が存
在している幾つかの画像シーケンスが、アルゴリズムによって検出されなくなる。一方、
確率閾値を低く設定すると、誤検出確率が高くなり、顔ではないオブジェクトが画像のシ
ーケンス全体に亘って追跡されてしまう虞がある。これらの問題を解決するために、係属
中の国際特許出願ＰＣＴ／ＧＢ２００３／００５１６８号では、顔検出、色マッチング及
び位置予測の組合せに基づいて追跡を決定する合成追跡処理（composite tracking proce
dure）を提案している。
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【０００５】
　追跡処理の目的は、追跡されている同じ顔に対応する一連のリンクされた画像領域を生
成することである。但し、追跡される一連の画像の数が非常に多くなることもある。例え
ば、ニュース番組又はトークショー等のテレビ番組に関して顔が追跡される場合、その顔
が追跡されるビデオマテリアルは、数分間も続く場合がある。また、ケーブルテレビ（cl
osed circuit television：以下、ＣＣＴＶという。）システム又はビデオ会議システム
のコンテキストで顔が追跡される場合にも同様にデータ量が大量になることがある。
【０００６】
　したがって、追跡された一連の画像から代表となる画像又は顔画像のグループを選択す
ることが望ましい場合もある。
【０００７】
　ビデオクリップから単一の「代表キースタンプ（representative key stamp）」画像を
導出する手法が提案されている。この手法では、クリップ内の他の画像との共通点が最も
多い単一の画像を導出する。同様の技術を用いて、追跡された一連の顔画像から代表する
画像を生成する手法も提案されている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る画像処理方法は、ｎを２以上の数として、検査する画像のセットを代表す
るｎ個の画像のサブセットを選択する画像処理方法において、検査する画像のセット内の
画像間の類似性の度合いを検出し、画像のサブセットがセット内の他の画像との間で実質
的に最も低い類似性を有するｎ個の画像を含むようにするステップを有する。
【０００９】
　本発明は、追跡されたオブジェクトを代表する画像のグループを生成する場合、互いに
類似することが検出された画像を選択することは実際上、有益ではないという点に着目し
た。
【００１０】
　一具体例として、２つのシーケンスが互いに同じオブジェクトに関連しているか否かを
検出するために、２つの異なる追跡シーケンスから一組の代表画像が必要となる場合があ
る。この構成では、代表画像が追跡されたオブジェクトの様々な角度からの画像をカバー
している場合、２つの追跡されたシーケンスが互いに関係しているか否かを首尾よく（及
び正しく）検出できる可能性が高まる。
【００１１】
　他の具体例として、ＣＣＴＶ、テレビジョン又はテレビ会議システムからの長いシーケ
ンスにおいて、（例えば、ビデオマテリアルの概要を示す部分、すなわち所謂「メタデー
タ」として、又はビデオマテリアルに伴う更なるデータとして）追跡されたオブジェクト
（例えば、顔）の代表画像の組を生成する場合、同じような向きの画像を複数用いるより
も、この組が異なる角度からの画像をカバーしている方が効果的である。
【００１２】
　上述した先に提案されている技術は、単一の代表画像のみを特定する場合にのみ適切で
あるが、この技術は、一組の（２つ以上の）代表画像を生成するように拡張しようとした
場合、却って不利益を生じる場合がある。
【００１３】
　本発明では、このようなグループに含ませる代表画像を選択するために「非類似性」を
検査することによってこの問題を解決する。
【００１４】
　本発明のこの他の様々な側面及び特徴は添付の特許請求の範囲に記載されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１～図９ｃを用いて、国際特許出願ＰＣＴ／ＧＢ２００３／００５１８６号に開示さ
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れている技術について説明する。ここに開示する技術的特徴の詳細については、この特許
文献に開示されている。国際特許出願ＰＣＴ／ＧＢ２００３／００５１８６号に開示され
ている特徴は、以下の説明に明示されていなくとも、本発明に基づく検出装置の（少なく
とも任意の）特徴であるとみなされる。
【００１６】
　様々な技術の目的として、以下では、人間の顔の検出及び／又は追跡（tracking）につ
いて説明する。但し、本発明の技術は、多くの異なる種類のオブジェクトの検出及び／又
は追跡に適用することができる。例えば、本発明は、自動車の検出にも適用することがで
きる。すなわち、以下の顔を用いた説明は、単に、本発明をより明瞭に開示するためのフ
レームワークを例示しているに過ぎない。以下の記述において用いる用語「顔」は、本発
明を制限する意味で解釈されることはない。
【００１７】
　図１は、顔検出システム及び／又は非線形編集システムとして用いる汎用コンピュータ
装置のブロック図である。コンピュータ装置は、処理ユニット１０を備え、処理ユニット
１０は、中央処理装置（ＣＰＵ）２０と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のようなメ
モリ３０と、ディスクドライブ４０のような不揮発性記憶装置と、他の通常の構成要素と
を備える。コンピュータ装置は、ローカルエリアネットワーク又はインターネット（或い
は両方）のようなネットワーク５０に接続している。また、コンピュータシステムは、キ
ーボード６０と、マウス又は他のユーザ入力デバイス７０と、表示画面８０とを備える。
当業者には、汎用コンピュータ装置がここで記載していない多くの他の従来の部品を含む
ことは、明らかである。
【００１８】
　図２は、顔検出に用いるビデオカメラレコーダ（カムコーダ）のブロック図である。カ
ムコーダ１００は、画像を電荷結合素子（ＣＣＤ）からなる画像捕捉素子１２０上に合焦
点するレンズ１１０を備える。電子的な形式で得られる画像は、テープカセットのような
記録媒体１４０に記録するために画像処理回路１３０によって処理される。また、画像捕
捉素子１２０によって捕捉された画像は、アイピース１６０を介して見られるユーザ表示
画面１５０上に表示される。
【００１９】
　画像と関連している音を捕捉するために、１つ以上のマイクロホンが用いられる。これ
らのマイクロホンは、フレキシブルケーブルによってカムコーダ１００に接続され、或い
はカムコーダ１００の本体に搭載されるという意味で、外部マイクロホンであるとも言え
る。１台以上のマイクロホンからのアナログオーディオ信号は、記録媒体１４０に記録す
るための適切なオーディオ信号を生成するために、オーディオ処理回路１７０によって処
理される。
【００２０】
　なお、ビデオ及びオーディオ信号は、デジタル形式又はアナログ形式の何れか、或いは
両方の形式で記録媒体１４０に記録することができる。したがって、画像処理回路１３０
及びオーディオ処理回路１７０は、アナログ／デジタル変換器を備えていてもよい。
【００２１】
　カムコーダ１００のユーザは、レンズ１１０に電気的制御信号２００を送るようにレン
ズ制御回路１９０に作用するユーザ制御１８０によって、レンズ１１０の性能における画
角を制御することができる。一般的に、フォーカス及びズームのような属性はこのように
制御されるが、レンズの絞り又は他の属性は、ユーザによって操作される。
【００２２】
　更に、２個のユーザ操作子を説明する。記録媒体１４０への記録を開始し、中止するた
めに押しボタン２１０が設けられている。例えば、押しボタン２１０を１回押したときに
記録を開始し、もう１回押したときに記録を中止することができる。或いは、押した状態
を維持することにより記録を行い、又はある時間、例えば５秒間押すことにより記録を開
始するようにしてもよい。これらの如何なる構成においても、始めと終わりがある各「撮
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影（shot）」（連続した記録期間）に対するカムコーダ１００の記録操作の確認は、技術
的に非常に簡単である。
【００２３】
　図２に示す「素晴らしい撮影マーカ（good shot marker：以下、ＧＳＭという。）」２
２０は、ユーザによって操作され、これにより、ビデオ及びオーディオマテリアルに関連
した「メタデータ」（関連データ）が記録媒体１４０に格納される。この特別の撮影は、
ある観点で「素晴らしい（good）」と操作者によって主観的にみなされたこと（例えば、
俳優が特によく演じた、ニュースリポータが各言葉を正しく発音した等）を示している。
【００２４】
　メタデータは、記録媒体１４０上の予備領域（例えば「ユーザデータ」領域）に、用い
られている特定のフォーマット及び規格に依存して、記録される。或いは、メタデータは
リムーバブルメモリスティック（登録商標）のメモリ（図示せず）のような別個の記録媒
体に格納することができ、或いはメタデータは、例えば無線リンク（図示せず）によって
通信する外部データベース（図示せず）に格納することもできる。メタデータには、ＧＳ
Ｍの情報だけでなく、撮影条件（shot boundaries）、レンズの属性、ユーザ（例えばキ
ーボード（図示せず））による文字情報入力、全地球測位システム受信機（図示せず）か
らの地理的位置情報等が含まれてもよい。
【００２５】
　以上、メタデータを記録可能なカムコーダについて説明した。次に、このようなカムコ
ーダに顔検出を適用する方法について説明する。
【００２６】
　カムコーダ１００は、顔検出器構成２３０を備える。適切な構成のより詳細は、後に説
明するが、顔検出器２３０は、画像処理回路１３０から画像が供給され、このような画像
が１つ以上の顔を含むか否かを検出、又は検出することを試みる。顔検出器２３０は、顔
検出データを、「ｙｅｓ／ｎｏ」フラグの形式で、或いは、各検出された顔内の目の位置
のような顔の画像座標を含むより詳細な形式で出力することができる。この情報は、メタ
データの他の形として処理し、上述したフォーマットとは異なるフォーマットで格納する
ことができる。
【００２７】
　後述するように、顔検出は、検出処理における他の種類のメタデータを用いることによ
り、助けられる。例えば、顔検出器２３０は、レンズ１１０の現在のフォーカス及びズー
ミング設定を示すレンズ制御回路１９０からの制御信号が供給される。これらは、画像の
フォアグラウンドで表示されるあらゆる顔の予想される画像サイズの初期の表示を与える
ことによって、顔検出器２１３０を補佐することができる。なお、この観点では、フォー
カス及びズーミングの設定は、カムコーダ１００と撮影されている個人との予想される距
離、更にはレンズ１１０の倍率を表している。これらの２つの属性からの顔の大きさの平
均に基づいて、得られる画像データ内における顔の予想される大きさ（画素）を算出する
ことができる。
【００２８】
　従来の（既知の）音声検出器２４０は、オーディオ処理回路１７０からオーディオ情報
が供給され、このようなオーディオ情報内の音声の存在を検出する。音声の存在は、対応
する画像に顔がある可能性を、音声を検出しないときに比して、より高い指標（indicato
r）で示すことができる。
【００２９】
　最終的に、撮影境界（shot boundaries）及びユーザによって最も有益であるとみなさ
れるそれらの撮影を示すＧＳＭ情報２２０及び撮影情報（制御２１０から）は、顔検出器
２３０に供給される。
【００３０】
　勿論、カムコーダがアナログ記録技術に基づく場合、画像及びオーディオ情報を処理す
るために、更なるアナログ／デジタル変換器（以下、Ａ／Ｄ変換器という。）が必要とさ
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れる。
【００３１】
　図３は、ビデオ会議システムの構成を示している。２つのビデオ会議ステーション１１
００、１１１０は、例えば、インターネット、ローカルエリア又はワイドエリアネットワ
ーク、電話回線、高ビットレート専用回線、ＩＳＤＮ回線等であるネットワーク接続１１
２０を介して接続される。各ビデオ会議ステーション１１００、１１１０は、基本的には
、カメラ及び関連する送信装置１１３０と、表示及び関連する受信装置１１４０とを備え
る。テレビ会議システムの参加者は、カメラに撮像され、各ステーションに表示され、参
加者の声は、各ステーションにおける１つ以上のマイクロホン（図３には示していない）
に入力される。オーディオ及びビデオ情報は、ネットワーク１１２０を介して他方のステ
ーションの受信機１１４０に伝送される。この他方のステーションにおいて、カメラによ
って撮像された画像が表示され、参加者の声は、スピーカ等の装置から再生される。
【００３２】
　なお、ここでは、説明を簡潔にするために、２つのステーションを示しているが、２つ
以上のステーションがテレビ会議システムに参加してもよい。
【００３３】
　図４は、１つのカメラ／送信装置１１３０を１つの表示／受信装置１１４０に接続する
１つのチャンネルを示している。
【００３４】
　カメラ／送信装置１１３０は、ビデオカメラ１１５０と、上述した技術を用いた顔検出
器１１６０と、画像プロセッサ１１７０と、データフォーマッタ及び送信機１１８０とを
備える。マイクロホン１１９０は、参加者の声を検出する。
【００３５】
　オーディオ、ビデオ、及び（オプションとして）メタデータ信号は、フォーマッタ及び
送信機１１８０からネットワーク接続１１２０を介して表示／受信装置１１４０に送信さ
れる。また、ネットワーク接続１１２０を介して表示／受信装置１１４０から制御信号を
受信してもよい。
【００３６】
　表示／受信装置は、例えば、表示画面及び関連する電子回路を含む表示及び表示プロセ
ッサ１２００と、ユーザ操作子１２１０と、例えばデジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ）
、増幅器及びスピーカを含むオーディオの出力構成１２２０とを備える。
【００３７】
　包括的に言えば、顔検出器１１６０は、カメラ１１５０によって撮像された画像内の顔
を検出（及び任意の機能として追跡）する。顔検出は、制御信号として画像プロセッサ１
１７０に供給される。画像プロセッサは、以下に説明するように、様々な異なる手法で動
作させることができるが、基本的には、画像プロセッサ１１７０は、カメラ１１５０によ
って撮像された画像をネットワーク１１２０を介して送信する前に処理する。この処理の
主な目的は、ネットワーク接続１１２０の帯域幅又はビットレートを有効に活用すること
である。ここで、殆どの商業用途において、テレビ会議システムに適するネットワーク接
続１１２０のコストは、ビットレートの要求に伴って高くなる。フォーマッタ及び送信機
１１８０は、画像プロセッサ１１７０からの画像と、マイクロホン１１９０からの（例え
ば、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）を介して、変換された）オーディオ信号と、オ
プションとして、画像プロセッサ１１７０によって行われた処理の性質を定義するメタデ
ータとを結合する。
【００３８】
　図５は、更なるビデオ会議システムの構成を示す図である。ここで、顔検出器１１６０
、画像プロセッサ１１７０、フォーマッタ及び送信機１１８０、表示及び表示プロセッサ
１２００の処理機能は、プログラミング可能なパーソナルコンピュータ１２３０によって
実現される。表示画面（１２００の一部）に表示されている画面は、顔検出及び追跡を用
いたビデオ会議の１つの可能なモードを示しており、このモードでは、顔を含んでいる画
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像部分のみが一方の場所から他方の場所に送信され、この他方の場所において、タイル形
式又はモザイク形式で表示される。この動作モードについては、後に説明する。
【００３９】
　この実施例では、２段階の顔検出技術を用いる。図６は、トレーニング段階を具体的に
説明する図であり、図７は、検出段階を具体的に説明する図である。
【００４０】
　以前に提案された顔検出方法と異なり、この方法は、全体としてではなく顔の一部のモ
デリングに基づいている。顔の一部は、顔の特徴（所謂「選択サンプリング（selective 
sampling）」）の推定位置上の中心のブロック、又は顔の通常間隔でサンプリング（所謂
「標準サンプリング（regular sampling）」）されたブロックである。ここでは、主に、
経験的検定で良い結果が得られた標準サンプリングについて説明する。
【００４１】
　トレーニング段階では、解析処理を、顔を含むことが知られている一組の画像に、及び
（オプションとして）顔を含まないことが知られている画像（「顔でない画像（nonface 
images）」）の別のセットに適用する。この処理は、顔の異なる角度（例えば、正面、左
側、右側）を表す顔データの複数のトレーニング用の組について繰り返すことができる。
解析処理は、検定画像を後に（検出段階で）比較することができる顔及び顔でない特徴の
数学的モデルを構築する。
【００４２】
　したがって、数学的モデル（図６のトレーニング処理３１０）を構築するための基本的
な手順は次の通りである。
１．同じ目位置を有するように正規化された顔の画像のセット３００の各顔を、小さいブ
ロックに一様にサンプリングする。
２．各ブロックの属性を算出する。
３．属性を、異なる値の処理しやすい数に量子化する。
４．次に、量子化属性を、そのブロック位置に関して１つの量子化値を生成するために組
み合わせる。
５．そして、１つの量子化値を、エントリとしてヒストグラム、ヒストグラムに記録する
。全てのトレーニング画像の全てのブロック位置に関する累積されたヒストグラム情報３
２０は、顔の特徴の数学的モデルの基礎を形成する。
【００４３】
　上述のステップを多数の検定顔画像について繰り返すことによって、１つのそのような
ヒストグラムを、各可能なブロック位置に対して作成する。そこで、８×８ブロックの配
列を用いる方式では、６４個のヒストグラムを準備する。処理の後半部において、検定す
る量子化属性を、ヒストグラムのデータと比較する。データをモデル化するために全部の
ヒストグラムを用いるという事実は、例えばガウス分布又は他の分布を後にパラメータ化
するか否かと仮定する必要はないことを意味する。データ記憶空間（必要ならば）を節約
するために、同じヒストグラムが異なるブロック位置に対して再生利用できるように、類
似しているヒストグラムを併合することができる。
【００４４】
　検出段階で、検定画像３５０を顔検出器３４０で処理するために、検定画像３４０内の
連続したウィンドウを、以下のように処理する。
６．ウィンドウを、一連のブロックのように一様にサンプリングし、そして、各ブロック
に関する属性を算出して、上述のステップ１～４のように量子化する。
７．各ブロック位置の量子化属性値の対応する「確率（probability）」を、対応するヒ
ストグラムから調べる。すなわち、各ブロック位置のそれぞれの量子化属性を生成し、そ
のブロック位置に関して予め生成されたヒストグラム（異なる角度を表す複数のトレーニ
ング用の組がある場合には、複数のヒストグラム）と比較する。ヒストグラムが「確率」
データを高める方法については後述する。
８．得られる全ての確率を互いに乗算して、ウィンドウを「顔」又は「顔でない」に分類



(9) JP 4616702 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

するために、閾値と比較する最終の確率を形成する。「顔」又は「顔でない」の検出結果
は絶対検出よりもむしろ確率ベースの方法であることは、言うまでもない。顔を含んでい
ない画像を間違って「顔」として検出（所謂誤検出（false positive））してしまうこと
がある。また、顔を含んでいる画像を間違って「顔でない」として検出（所謂見逃し検出
（false negative））してしまうこともある。あらゆる顔検出システムの目標は、誤検出
の割合及び見逃し検出の割合を減らすことであるが、現在の技術では、これらの割合をゼ
ロに減らすことは、不可能ではないとしても困難である。
【００４５】
　上述のように、トレーニング段階において、一組の「顔でない」画像は、「顔でない」
ヒストグラムの対応するセットを生成するために用いることができる。そして、顔の検出
を達成するために、顔でないヒストグラムから生成される「確率」を、個々の閾値と比較
し、検定ウィンドウが顔を含むためには、確率が閾値以下でなければならない。代わりに
、顔でない確率に対する顔確率の比を、閾値と比較することができる。
【００４６】
　元のトレーニングセットを例えば位置、方向、大きさ、アスペクト比、背景の風景、照
明の明るさ及び周波数成分（frequency content）の変化等の「合成変化（synthetic var
iations）」３３０で処理することによって、特別な（extra）トレーニングデータを生成
することができる。
【００４７】
　以下、顔検出装置の更なる改善について説明する。
【００４８】
　顔追跡
　顔追跡アルゴリズムについて説明する。追跡アルゴリズムは、画像シーケンスにおいて
顔検出性能を向上させることを意図している。
【００４９】
　追跡アルゴリズムの初期の目標は、画像シーケンスの全てのフレームにおける全ての顔
を検出することである。しかしながら、時々、シーケンス内の顔が検出できないことが認
められる。これらの環境で、追跡アルゴリズムは、見逃した顔検出全体で補間するように
補佐することができる。
【００５０】
　最終的に、顔追跡の目標は、画像シーケンスにおいて同じシーンに属しているフレーム
の各セットから有効なメタデータを出力できることである。このメタデータには、以下の
ものが含まれる。
・顔の数。
・各顔の「顔写真(Mugshot)」（個人の顔の画像を表す口語的な言葉、警察にファイルさ
れている写真を照会する用語からきている）。
・各顔が最初に出現するフレーム番号。
・各顔が最後に出現するフレーム番号。
・各顔の識別（前のシーンで見られた顔に一致するか、顔のデータベースに一致したもの
）－顔の識別には、顔の認識も必要とされる。
【００５１】
　追跡アルゴリズムは、顔検出アルゴリズムの結果を用い、画像シーケンスの各フレーム
上で、その開始位置として独立して実行される。顔検出アルゴリズムは時々顔を逃がす（
検出しない）こともあるので、見逃した顔を内挿する（interpolating）方法は有効であ
る。このために、顔の次の位置を予測するためにカルマンフィルタ（Kalman filter）を
用い、顔追跡を助けるために、肌色マッチングアルゴリズム（skin colour matching alg
orithm）を用いた。更に、顔検出アルゴリズムが頻繁に誤った採用の原因となるので、ま
た、これらを排除する方法は有効である。
【００５２】
　このアルゴリズムを、図８に示す。
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【００５３】
　要約すると、入力ビデオデータ５４５（画像シーケンスを表す）がこの出願で説明され
る種類の検出器５４０及び肌色マッチング検出器５５０に供給される。顔検出器５４０は
、各画像内で１つ以上の顔を検出することを試みる。顔が検出されると、カルマンフィル
タ５６０が起動され、その顔の位置を追跡する。カルマンフィルタ５６０は、画像シーケ
ンスにおける次の画像内で同じ顔の予測される位置を生成する。目の位置比較器５７０、
５８０は、顔検出器５４０が次の画像内のその位置（或いは、その位置からある閾値距離
の範囲内）で顔を検出したかを、検出する。顔が検出された場合、その検出された顔位置
は、カルマンフィルタを更新するために用いられ、処理が続けられる。
【００５４】
　顔が予測された位置で、或いは近くで検出されない場合、肌色マッチング回路５５０を
用いる。肌色マッチング回路５５０は、厳密でない顔検出技術であり、その検出の閾値は
顔検出器５４０よりも低く設定され、顔検出器５４０がその位置で顔があると検出するこ
とができないときでさえ、顔を検出する（顔があるとみなす）ことができる。肌色マッチ
ング回路５５０によって「顔」が検出されると、その位置がカルマンフィルタ５６０に更
新された位置として供給され、処理が続けられる。
【００５５】
　顔検出器４５０又は肌色マッチング回路５５０によって一致が検出されないときは、カ
ルマンフィルタを更新するために予測された位置を用いる。
【００５６】
　これらの結果の全ては、判定基準（下記参照）に対する対象である。したがって、例え
ば、１つの正しい検出に基づきシーケンスを通して追跡される顔、及び予測の残り又は肌
色検出の残りは、破棄する。
【００５７】
　追跡アルゴリズムにおいて各顔を追跡するために、それぞれ独立したカルマンフィルタ
を用いる。
【００５８】
　なお、追跡処理は、必ずしもビデオシーケンスを時間的に順方向に追跡する必要はない
。画像データにアクセス可能であれば（すなわち、処理が実時間ではなく、又は画像デー
タが時間的に継続する用途のためにバッファリングされている場合）、追跡処理を時間的
に逆方向に行うこともできる。又は、第１の顔が検出された場合（多くの場合ビデオシー
ケンスの途中で検出される）、追跡処理は、時間的に順方向及び逆方向の両方について開
始してもよい。更なる任意の処理として、追跡処理は、ビデオシーケンス全体に亘って、
時間的に順方向及び逆方向の両方について実行し、これらの追跡の結果を組み合わせて（
例えば）許容基準に適合する追跡された顔が、追跡が実行された何れの方向についても有
効な結果として含ませてもよい。
【００５９】
　追跡アルゴリズムの利点
　顔追跡法は、以下のような３つの主な利点を有する。
・顔検出結果が得られないフレームにおいて、カルマンフィルタリング及び肌色追跡を用
いることにより、見逃された顔を埋める（fill in）ことができる。これにより、画像シ
ーケンス間に亘って、真の許容率を高めることができる。
・顔を連続的に追跡することにより、顔のリンクを提供できる。アルゴリズムは、将来の
フレームにおいて検出された顔が同じ個人の顔であるか、他の個人の顔であるかを自動的
に知ることができる。したがって、このアルゴリズムから、シーン内の顔の数やこれらの
顔が存在するフレームに関する情報を含むシーンメタデータを容易に作成することができ
、各顔の代表的な顔写真を作成することもできる。
・顔の誤検出は、画像間で連続することは希であるため、顔の誤検出率を低くすることが
できる。
【００６０】
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　図９ａ～図９ｃは、ビデオシーケンスに適用される顔追跡を説明する図である。
【００６１】
　具体的には、図９ａは、連続するビデオ画像（例えば、フィールド又はフレーム）８１
０から構成されるビデオシーン８００を図式的に示している。
【００６２】
　この具体例では、画像８１０は、１又は複数の顔を含んでいる。詳しくは、このシーン
内の全ての画像８１０は、画像８１０の図式的表現内における左上に示す顔Ａを含んでい
る。更に、一部の画像８１０は、画像８１０の図式的表現内における右下に示す顔Ｂを含
んでいる。
【００６３】
　この図９ａに示すシーンに顔追跡処理を適用したとする。顔Ａは、当然、シーン全体に
亘って追跡される。１つの画像８２０においては、直接検出によっては顔は追跡されてい
ないが、上述した色マッチング法及びカルマンフィルタリング法により、「見逃された（
missing）」画像８２０の前後の両側について、検出が連続していることを示唆する。図
９ｂは、検出された、各画像内に顔Ａが存在する確率を示しており、図９ｃは、顔Ｂが存
在する確率を示している。顔Ａに対する追跡と、顔Ｂに対する追跡とを区別するために、
各追跡には、（少なくともこのシステム内における他の追跡に関して）固有の識別番号が
与えられる。
【００６４】
　上述のシステム及びＰＣＴ／ＧＢ２００３／００５１８６に開示されたシステムでは、
顔検出及び追跡において、顔が長期間に亘ってカメラから背けられた場合、又はシーンか
ら短期間消えた場合、個人の追跡が終了する。顔がシーンに戻ると、その顔は、再び検出
されるが、この場合、新たな追跡が開始され、この新たな追跡には、以前とは異なる識別
（ＩＤ）番号が与えられる。
【００６５】
　以下、所謂「顔類似（face similarity）」又は「顔照合（face matching）」技術につ
いて説明する。
【００６６】
　顔類似の目的は、上述のような状況における、個人の同一性を維持するすることであり
、これにより、（同じ個人に関連する）先の顔追跡と、後の顔追跡を互いにリンクさせる
ことができる。この構成においては、少なくとも原理的に、各個人には、固有のＩＤ番号
が割り当てられる。個人がシーンに戻るとアルゴリズムは、顔照合技術を用いて、同じ識
別番号を再び割り当てるよう試みる。
【００６７】
　顔類似法では、新たに検出した個人の複数の顔「スタンプ」（追跡された顔を代表する
よう選択された画像）と、以前に検出した個人又は他の場所で検出した個人とを比較する
。なお、顔スタンプは、正方形である必要はない。システムの顔検出及び追跡コンポーネ
ントから、１人の個人に属する複数の顔スタンプが得られる。上述のように、顔追跡処理
では、検出された顔を一時的にリンクし、その個人がシーンから消えるか、カメラから長
時間顔を背けない限り、ビデオフレームのシーケンス中において、これらの顔の同一性を
維持する。したがって、このような追跡処理内の顔検出は、同じ個人に属するものと考え
られ、その追跡処理内の顔スタンプは、１人の特定の個人の顔スタンプの「組」として用
いることができる。
【００６８】
　各顔スタンプの組においては、固定された数の顔スタンプが維持される。以下、追跡処
理から顔スタンプを選択する手法を説明する。次に、２つの顔スタンプセットの「類似性
測定値」について説明する。続いて、顔検出と追跡システム内において、類似法をどのよ
うに用いるかを説明する。まず、図１０を用いて、総合的な追跡システムのコンテキスト
における顔類似技術（face similarity techniques）について説明する。
【００６９】
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　図１０は、上述した顔検出及び追跡システムの技術的コンテキストに顔類似機能を追加
したシステムを示している。この図面には、上述のシステム及びＰＣＴ／ＧＢ２００３／
００５１８６に開示された処理の概要も示されている。
【００７０】
　第１のステージ２３００において、所謂「関心領域」ロジックは、画像内において、顔
検出を行うべき領域を導出する。これらの関心領域において、顔検出２３１０が行われ、
顔位置が検出される。次に、顔追跡２３２０が行われ、追跡された顔位置及びＩＤが生成
される。そして、顔類似処理２３３０において、顔スタンプの組が照合される。
【００７１】
　顔スタンプの組のためのスタンプの選択
　顔スタンプの組を生成及び維持するために、追跡処理において一時的にリンクされた複
数の顔スタンプから所定数（ｎ）のスタンプが選択される。選択の基準は、以下の通りで
ある。
１．スタンプは、色追跡又はカルマン追跡からではなく、顔検出から直接生成されている
必要がある。更に、スタンプは、「正面」の顔トレーニングセットから生成されたヒスト
グラムデータを用いて検出された場合にのみ選択される。
２．一旦、（例えば、顔追跡を構成する画像の時間順に）最初のｎ個のスタンプが集めら
れると、既存の顔スタンプの組と、（時間順の）追跡から得られる新たな各スタンプとの
類似性（以下参照）が測定される。追跡された各顔スタンプと、スタンプの組内の残りの
スタンプとの類似性も測定され、保存される。新たに得られた顔スタンプが顔スタンプの
組の既存の要素より類似性が低い場合、その既存の要素は、無視され、新たな顔スタンプ
が顔スタンプの組に含まれる。このようにしてスタンプを選択することにより、選択処理
の終わりには、顔スタンプの組内に、入手可能な最大限の変化が含まれる。これにより、
顔スタンプの組は、特定の個人をより明確に代表するようになる。
【００７２】
　１つ顔スタンプの組について集められたスタンプがｎ個より少ない場合、この組は、多
くの変化を含んでおらず、したがって、個人のを明確に代表するものではない可能性が高
いため、この顔スタンプの組は、類似性評価には使用されない。
【００７３】
　この技術は、顔類似アルゴリズムだけではなく、如何なる目的の如何なる用途の代表ピ
クチャスタンプの組の選択にも応用できる。
【００７４】
　例えば、この技術は、所謂顔登録（face logging）にも応用できる。例えば、カメラの
前を通り過ぎたことが検出され、登録された個人を表現する必要がある場合がある。この
場合、幾つかのピクチャがスタンプを用いるとよい。これらのピクチャスタンプは、でき
るだけ多くの変化が含まれるように、互いに可能な限り異なるものであることが理想的で
ある。これにより、人間のユーザ又は自動顔認識アルゴリズムがその個人を認識できる機
会が広がる。
【００７５】
　類似性測定値
　２つの顔追跡結果が同じ個人を表しているか否かを判定するためにこれらを比較する際
に用いる、新たに遭遇した個人の顔スタンプの組（セットＢ）と、以前に遭遇した個人の
顔スタンプ（セットＡ）との間の類似性の基準は、セットＡの顔スタンプからセットＢの
顔のスタンプがどれ程良好に再構築できるかに基づいて定められる。セットＡの顔スタン
プからセットＢの顔スタンプが良好に再構築できる場合、セットＡとセットＢの両方の顔
スタンプは、同じ個人のものである可能性が高いと考えられ、したがって、新たに遭遇し
た個人は、以前、検出された個人と同一人物であると判定できる。
【００７６】
　この手法は、上述した構成にも適用でき、すなわち、特定の顔追跡結果を表す顔スタン
プの組として用いる顔画像の選択にも適用できる。この場合、新たに遭遇した各候補顔ス
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タンプと、その組内の既存のスタンプとの間の類似性、及び既存の組内の各スタンプ間の
類似性は、後述するように、セットＢからのスタンプと、セットＡからのスタンプとの間
の類似性と同様に判定できる。
【００７７】
　セットＢ内のスタンプは、ブロックベースの手法によって、セットＡのスタンプから再
構築される。この処理図を図１１に示す。
【００７８】
　図１７には、４つの顔スタンプ２０００、２０１０、２０２０、２０３０を含む顔スタ
ンプセットＡが示されている（勿論、４個という個数は、図面を明瞭にするために選択し
ただけであり、実用段階では、当業者はこの個数を任意に選択することができる）。顔ス
タンプセットＢからのスタンプ２０４０は、セットＡの４つのスタンプと比較される。
【００７９】
　顔スタンプ２０４０内の重複しない各ブロック２０５０は、顔スタンプセットＡのスタ
ンプから選択されたブロックによって置換される。ブロックは、セットＡの如何なるスタ
ンプから、及びスタンプの元のブロック位置の近隣又は検索ウィンドウ２１００内の如何
なる位置からも選択することができる。平均自乗誤差（mean squared error：ＭＳＥ）が
最も小さくなるこれらの位置内のブロックが選択され、これにより、動きが推定法を用い
て、再構築されているブロックが置換される（ここで好適に用いられる動き推定法は、演
算負荷が軽く、且つ、明るさの変化がある場合、平均自乗誤差が最も小さくなる推定法で
ある）。なお、ブロックは、正方形である必要はない。この実施例では、ブロック２０６
０は、スタンプ２０００からの近接するブロックによって置換され、ブロック２０７０は
、顔スタンプ２０１０からのブロックによって置換され、ブロック２０８０は、顔スタン
プ１２０２０からのブロックによって置換される。
【００８０】
　顔スタンプを再構築する場合、各ブロックは、基準顔スタンプ（reference face stamp
）内の対応する近隣のブロックによって置換することができる。オプションとして、この
近隣のブロックに加えて、最良のブロック（best block）は、反転された基準顔スタンプ
内の対応する近隣から選択してもよい。人間の顔は、略対称性を有しているため、このよ
うな処理を行うことができる。このようにして、顔スタンプの組内に存在するより多くの
変化を利用できる。
【００８１】
　用いられる各顔スタンプは、６４×６４のサイズを有し、これは、８×８のサイズのブ
ロックに分割される。類似性測定のために用いられる顔スタンプは、システムの顔検出コ
ンポーネントによって出力される顔スタンプより厳密にクロッピングされる。これは、類
似性測定処理において、できるだけ多くの背景を除外するためである。
【００８２】
　画像をクロッピングするために、例えば、高さ５０画素、幅４５画素等、縮小されたサ
イズが選択される（又は予め定められる）（殆どの顔が正方形でないことに対応する）。
次に、このサイズの中心領域に対応する画素のグループがリサイズされ、これにより、選
択された領域は、再び６４×６４ブロックに対応するようになる。この処理は、簡単な補
間処理を含む。中央の非正方形領域をリサイジングして正方形のブロックに対応させるこ
とにより、リサイジングされた顔は、多少引き延ばされて見えることがある。
【００８３】
　クロッピング領域（例えば、５０×４５画素領域）は、予め定めてもよく、又は各イン
スタンス内の検出された顔の属性に応じて選択してもよい。何れの場合も、６４×６４ブ
ロックへのリサイジングは、顔スタンプがクロッピングされているか否かにかかわらず、
同じ６４×６４サイズで顔スタンプが比較されることを意味する。
【００８４】
　一旦、全体のスタンプがこのようにして再構築されると、再構築されたスタンプとセッ
トＢからのスタンプの間で平均自乗誤差が計算される。この平均自乗誤差が低い程、この
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顔スタンプと、顔スタンプセットＡの間の類似度が高いと判定できる。
【００８５】
　２つの顔スタンプの組を比較する場合、顔スタンプセットＢの各スタンプを同様に再構
築し、２つの顔スタンプの組の間の類似性測定値として、結合された平均自乗誤差を用い
る。
【００８６】
　このように、このアルゴリズムは、照合すべき各個人について、複数の顔スタンプが利
用可能であるという事実に基づいている。更に、このアルゴリズムは、照合すべき顔の不
正確な登録に対するロバスト性を有する。
【００８７】
　上述のシステムにおいては、類似性測定値を生成するために、既存の顔スタンプの組か
ら新たに集められた顔スタンプの組が再構築される。他の顔スタンプの組から（ＡからＢ
）顔スタンプの組を再構築することによって得られる類似性測定値は、通常、先の組から
顔スタンプの組を再構築する場合（ＢからＡ）と異なる結果を示す。したがって、幾つか
の状況では、既存の顔スタンプの組を新たな顔スタンプの組から再構築した場合、例えば
、非常に短い追跡から既存の顔スタンプの組を集めた場合等、逆の処理を行った場合に比
べて、より高い類似性測定値が導き出されることもある。したがって、同様の顔の間の併
合が成功する可能性を高めるために、２つの類似性測定値を結合（例えば、平均化）して
もよい。
【００８８】
　更に可能な変形例を説明する。顔スタンプを再構築する場合、各ブロックは、基準顔ス
タンプからの同じサイズ、形状及び向きを有するブロックによって置換される。しかしな
がら、２つの顔スタンプにおいて、サブジェクトのサイズと向きが異なる場合、再構築さ
れる顔スタンプのブロックが同じサイズ、形状及び向きのブロックに対応しないため、こ
れらの顔スタンプは、互いから良好に再構築されない。この問題は、基準顔スタンプのブ
ロックのサイズ、形状及び向きを任意に変更できるようにすることによって解決できる。
すなわち、最良のブロックは、高次の幾何学変換推定（例えば、回転、ズーム等）を用い
ることによって、基準顔スタンプから選択される。これに代えて、基本的な手法によって
顔がスタンプを再構築する前に基準顔スタンプの全体を回転及びリサイズしてもよい。
【００８９】
　明るさの変化に対する類似性測定値のロバスト性を高めるために、平均輝度が０となり
、分散が１となるように、各顔スタンプを正規化してもよい。
【００９０】
　オブジェクト追跡システム内の顔類似コンポーネントの使用
　オブジェクト追跡により、個人がシーンから姿を消さない限り、ビデオフレームのシー
ケンス中において、その個人の同一性が維持される。顔類似コンポーネントの目的は、個
人が一時的にシーンから消え、又はカメラから顔を背け、或いは異なるカメラによってシ
ーンが捕捉された場合においても個人の同一が維持されるように追跡をリンクさせること
である。
【００９１】
　顔検出及びオブジェクト追跡システムの動作の間、新たな追跡が開始されるたびに、新
たな顔スタンプの組の収集が開始される。新たな顔スタンプの組には、固有の（すなわち
、以前に追跡された組とは異なる）ＩＤが与えられる。新たな顔スタンプの組の各スタン
プが得られると、先に集められた顔スタンプの組に対する類似性測定値（Ｓｉ）が算出さ
れる。以下に示すように、この類似性測定値を用いて、反復的な手法によって、先に集め
られた顔スタンプの組に対する、新たな顔スタンプの組の既存の要素に関する結合された
類似性測定値（Ｓｉ－１）が更新される。
ｊＳｉ＝０．９＊ｊＳｉ－１＋０．１＊ｊＳｉ

ここで、上付き文字ｊは、先に集められた顔スタンプの組ｊとの比較を表している。
【００９２】
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　ここで、以前に遭遇した顔スタンプの組に対する新たな顔スタンプの組の類似性がある
閾値（Ｔ）を超え、新たな顔スタンプの組内の要素の数が少なくともｎ（上述の説明参照
）個であった場合、新たな顔スタンプの組には、前の顔スタンプの組と同じ所定のＩＤが
与えられる。次に、２つの顔スタンプの組を併合し、上述したような、同じ類似性比較法
を用いて、これら２つの組に含まれる変化と同じ量の変化を可能な限り含む１つの顔スタ
ンプの組を生成する。
【００９３】
　新たな顔スタンプの組は、ｎ個の顔スタンプが集められる前に追跡が終了した場合、破
棄される。
【００９４】
　２つ以上の保存された顔スタンプの組について、新たな顔スタンプの組の類似性測定値
が閾値Ｔを超えている場合、これは、現在の個人が、先の２人の個人に良好に一致すると
考えられる。この場合、現在の個人を先の２人の個人の何れかに一致させるために、更に
厳格な類似性閾値（すなわち、更に低い差分値）が必要となる。
【００９５】
　類似性基準に加えて、他の評価基準を用いて、２つの顔スタンプの組を併合すべきか否
かを決定することもできる。この評価基準は、同じ個人に属する２つの顔スタンプの組が
同じ時間に重複しないという知識に基づいている。すなわち、数フレーム以上に亘るピク
チャ内に同時に現れた２つの顔スタンプの組が互いに一致するとみなされることはない。
これは、共存マトリクス（co-existence matrix）を用いて、１又は複数のピクチャ内に
同時に存在した全ての顔スタンプの組に関する記録を維持することによって実現される。
共存マトリクスは、２つの顔スタンプの組のあらゆる組合せが共存したことがある複数の
フレームを保存する。このフレームの数が少なくない、例えば１０フレーム以上である場
合（幾つかのフレームに亘って、追跡が顔に定まらないまま削除されることがあることを
考慮している。）、２つの顔スタンプの組を同じＩＤに併合することは許可されない。Ｉ
Ｄ１～ＩＤ５が付された５人の人（追跡結果）に関する共存マトリクスの具体例を以下に
示す。
【００９６】

【表１】

【００９７】
　マトリクスは、以下の事実を示している。
・ＩＤ１は、合計２３４フレームに出現している（但し、これらは連続していない場合も
ある）。ＩＤ１は、ＩＤ２又はＩＤ３と同時にショット内に現れたことは一度もなく、し
たがって、これらの個人は、将来、併合される可能性がある。ＩＤ１は、８７フレームに
亘ってＩＤ４と共存しており、したがって、この個人と併合されることはない。また、Ｉ
Ｄ１は、５フレームに亘ってＩＤ５と共存している。このフレーム数は、閾値フレーム数
より少なく、したがって、これらの２つＩＤは、併合される可能性を残している。
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・ＩＤ２は、合計５４フレームに出現している（但し、これらは連続していない場合もあ
る）。ＩＤ２は、ＩＤ３のみと共存しており、したがって、この個人と併合されることは
ない。また、ＩＤ２は、良好に一致すれば、ＩＤ１、ＩＤ４、ＩＤ５の何れかと将来併合
される可能性がある。
・ＩＤ３は、合計４３フレームに出現している（但し、これらは連続していない場合もあ
る）。ＩＤ３は、ＩＤ２のみと共存しており、したがって、この個人と併合されることは
ない。また、ＩＤ２は、良好に一致すれば、ＩＤ１、ＩＤ４、ＩＤ５の何れかと将来併合
される可能性がある。
・ＩＤ４は、合計１０２フレームに出現している（但し、これらは連続していない場合も
ある）。ＩＤ４は、ＩＤ２又はＩＤ３と同時にショット内に現れたことは一度もなく、し
たがって、これらの個人は、将来、併合される可能性がある。ＩＤ４は、８７フレームに
亘ってＩＤ１と共存しており、したがって、この個人と併合されることはない。また、Ｉ
Ｄ４は、５フレームに亘ってＩＤ５と共存している。このフレーム数は、閾値フレーム数
より少なく、したがって、これらの２つＩＤは、併合される可能性を残している。
・ＩＤ５は、合計５フレームに出現している（但し、これらは連続していない場合もある
）。ＩＤ５は、全てのフレームについて、ＩＤ１及びＩＤ４と共存したが、このフレーム
数は閾値フレーム数より少ないので、ＩＤ５は、ＩＤ１及びＩＤ４の何れか一方と併合さ
れる可能性がある。また、ＩＤ５は、ＩＤ２及びＩＤ３と共存していないので、ＩＤ２又
はＩＤ３と併合される可能性がある。
【００９８】
　顔類似測定値が高いために２つのＩＤが併合されると、共存マトリクスは、これらの併
合された２つのＩＤの共存情報を結合することによって更新される。この更新は、単に、
２つのＩＤに対応する行の数値を加算し、続いて、２つのＩＤに対応する列の数値を加算
することによって行われる。
【００９９】
　例えば、ＩＤ５をＩＤ１に併合すると、上述した共存マトリクスは、以下のようになる
。
【０１００】

【表２】

【０１０１】
　次に、ＩＤ１がＩＤ２に併合されると、この共存マトリクスは、以下のようになる。
【０１０２】
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【表３】

【０１０３】
　なお、以下の点に注意する必要がある。
・ＩＤ１は、他の更なる既存の人とも併合することはできない。
・この具体例では、２つのＩＤが併合された後は、小さい方のＩＤ番号を維持するとの規
約がある。
・ＩＤがピクチャ内に存在している間は、ＩＤを併合することは許可されない。
【０１０４】
　顔スタンプの組を生成及び併合するための類似性検出処理において、顔スタンプは、通
常、他の顔スタンプから複数回再構築する必要がある。これは、動きが推定法を用いて、
各ブロックを何回か照合する必要があることを意味する。幾つかの動き推定法では、最初
のステップとして、用いられる基準顔スタンプの如何にかかわらず、照合する必要がある
ブロックに関するある情報を計算する。動き推定は、何回か実行する必要があるため、こ
の情報は、顔スタンプとともに保存してもよく、これにより、ブロックを照合するたびに
この情報を算出する必要がなくなり、処理時間が短縮される。
【０１０５】
　以下、例外的な（少なくとも普通ではない）照明条件の下で撮像された画像の画質を向
上させることを目的とする顔検出及びオブジェクト追跡技術の改善について説明する。
【０１０６】
　照明変化に対するロバスト性を向上させる方法
　照明変化に対するロバスト性を向上させる方法には、次のような方法がある。
（ａ）広範囲に亘る照明変化を含む付加的なサンプルを用いた追加的なトレーニング。
（ｂ）急峻な影の影響を減少させるためのコントラストの調整。
【０１０７】
　ヒストグラムを正規化する更なる修正により、顔検出システムのパラメータの１つを調
整する必要がなくなるので、顔検出の性能が向上する。
【０１０８】
　これらの実験のための検査用のセットは、例外的な照明条件の下で撮像された画像を含
んでいる。図１２に示す「小さなトレーニングセット（曲線Ａ）」のラベルが付された第
１の組は、正面の顔（２０％）と、左向きの顔（２０％）と、右向きの顔（２０％）と、
上向きの顔（２０％）と、下向きの顔（２０％）とを含んでいる。図１２には、上述した
改善を行う前及び行った後の、この検査用の組に対する顔検出システムの性能を示してい
る。第２の検査用の画像の組は、オフィスの周辺で撮像されたサンプル画像を含んでいる
。図１３ａ及び図１３ｂは、これらのサンプル画像を示しており、これらについては後に
説明する。
【０１０９】
　ヒストグラムトレーニングセットの更なるデータ
　異なる照明条件に対処するためにトレーニングセットに更なる顔のサンプルを追加して
もよい。これらの顔のサンプルは、好ましくは、元から用いていたトレーニングセット内
の顔のサンプルより多くの照明の変化を含んでいるとよい。図１２に示すように、拡張さ
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れた（結合された）トレーニングセット（曲線Ｂ）は、小さいトレーニングセット（曲線
Ａ）のみを用いた場合に比べて、僅かに性能が向上している。
【０１１０】
　ヒストグラムの正規化
　正面のポーズに関するヒストグラムを用いた検出のための適切な閾値は、正面以外のポ
ーズに関するヒストグラムを用いた場合に比べて僅かに低くすることが好ましいことが見
出されている。このため、各ポーズの確率マップを結合する前に、正面のポーズの確率マ
ップにバイアスを加える必要がある。顔検出システムのヒストグラムトレーニング機能を
変更する際には、この正面のバイアスを経験的に決定する必要があった。
【０１１１】
　なお、正面の確率マップ及び正面ではない向きの確率マップの両方の検出に同様の閾値
を用いることができるように、このバイアスをヒストグラムトレーニング機能に組み込ん
でもよい。この処理は、正面のヒストグラム及び正面ではない向きのヒストグラムを互い
に正規化したと表現することもできる。図１２のグラフに示す「小さいトレーニングセッ
ト」の曲線及び「結合されたトレーニングセット」の曲線は、適切な正面のバイアスを経
験的に決定する前の結果を示している。曲線Ｃは、最適化されたヒストグラムを用いた場
合の結果であり、これは、最適ではないバイアスを用いた場合に比べて、より良好な性能
が得られることを示している。
【０１１２】
　コントラスト調整
　急峻な影が存在する顔画像は、検出が難しいことが観察された。このため、影の影響を
低減するための前処理を考案した。この前処理では、（検査中の画像全体より小さい）ウ
ィンドウを入力画像内の各画素の周りにセンタリングし、ウィンドウ内の最小の画素値に
よって、ウィンドウの中心の画素値を平均化する。これにより、出力画像の各画素の値（
Ｉｏｕｔｐｕｔ）は、以下の式の通りとなる。
Ｉｏｕｔｐｕｔ（ｘ）＝（Ｉｉｎｐｕｔ（ｘ）＋　ｍｉｎ（Ｗ））／２
　ここで、Ｗは、画素ｘにセンタリングされたウィンドウを表す。
【０１１３】
　この具体化で用いる隣接するウィンドウのサイズは、７×７画素である。続いて、処理
された画像に対して通常の顔検出を行う。これにより、図１２の曲線Ｄに示すような改善
の効果が得られる。すなわち、この新規な処理により、顔検出システムの性能が著しく向
上していることがわかる。（なお、「ウィンドウ」が画像全体を含む構成についても同様
の検査を行ったが、この場合、上述のような有利な効果は得られなかった。）
　この技術は、例えば、店舗内等の厳しい照明環境下で、例えば顔等のオブジェクトを検
出する必要がある場合に特に有用であり、したがって、所謂「電子看板（デジタルサイネ
ージ）」に適用し、広告マテリアルを表示する画面を見ている個人の顔を検出するために
用いてもよい。この場合、顔の存在、顔の滞在時間、及び／又は顔の数を用いて、広告画
面上に表示するマテリアルを変更することができる。
【０１１４】
　サンプル画像
　ここに提案した幾つかのサンプル画像に関する修正を行った後の顔検出システムの性能
を図１３ａ及び図１３ｂに示す。左側及び右側の画像は、それぞれ修正前及び修正後の顔
検出の結果を示している。このように、上述した修正により、厳しい照明条件下でも、正
面の顔及び正面以外の向きの顔の両方の検出が成功している。
【０１１５】
　ここでは、添付の図面を参照して特定の実施例について説明したが、本発明は、これに
限定されるわけではなく、本発明の範囲内で多くの変更及び追加を行うことができること
は明らかである。例えば、本発明の範囲から逸脱することなく、特許請求の範囲に示す従
属請求項の様々な組合せを独立請求項の特徴に加えることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】顔検出装置及び／又は非線型編集装置として用いられる汎用コンピュータシステ
ムの構成を示す図である。
【図２】顔検出に用いるビデオカメラ－レコーダ（カムコーダ）の内部構成を示す図であ
る。
【図３】ビデオ会議システムの構成を示す図である。
【図４】ビデオ会議システムの構成をより詳細に示す図である。
【図５】ビデオ会議システムの構成をより詳細に示す図である。
【図６】トレーニング処理を説明する図である。
【図７】検出処理を説明する図である。
【図８】顔追跡アルゴリズムを説明する図である。
【図９】図９ａ～９ｃは、ビデオシーケンスに適用される顔追跡を説明する図である。
【図１０】顔検出及び追跡システムの構成を示す図である。
【図１１】類似性検出技術を説明する図である。
【図１２】異なるトレーニングセットに対するシステム性能を示すグラフ図である。
【図１３ａ】試験結果を示す図である。
【図１３ｂ】試験結果を示す図である。
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