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あらまし  凶悪犯罪やテロへの対策として，防犯カメラの映像を解析する技術の重要性が高まっている．防犯カ

メラの映像から顔や人体を検出し，認識を行う技術の実用化に向けた取り組みを紹介する．顔検出技術はすでに多

くの分野で実用化されているが，監視カメラの映像での顔認識技術の実用化にはまだ課題が多い．本報告で，監視

カメラ向けの顔認識技術としての顔向き変化への対応，照明変化への対応，低解像度顔への対応技術を紹介する．

また，捜査支援ツールとしての高速人体検出技術のアプリケーション事例を紹介する． 
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Abstract  To fight against the terrorists, video analyzing technology becomes increasingly important. Face recognition is 
expected to play an important role to search criminals automatically, but in practice the performance is still not good enough 
especially while used for searching in surveillance video. We introduce several techniques to improve the robustness of the 
face recognition technology.  We also introduce the tool for criminal investigation which is based on high speed human 
detection technology. 

Keyword  face recognition, human detection, human re-identification 
 
1. 背景  

近年，犯罪捜査において，防犯カメラの映像を解析

することの重要性がますます高まっている．オウム真

理教事件の容疑者の逮捕や，ボストン・マラソンのテ

ロ事件の犯人の特定にも防犯カメラからの映像が決め

手となった．そのため，顔認識技術の犯罪捜査への活

用に対する期待が大きい．しかしながら，顔認識の実

用化においてはまだ課題が多い．防犯カメラ映像を捜

査に用いる場合，その映像の分析はまだ人手によるも

のが主であり，多大な時間と労力がかかる．早急に実

用化できる研究開発が求められている．  
平成 22 年からスタートした文部科学省のプロジェ

クト「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」の中で実施している「環

境適応型で実用的な人物照合システム」はこのような

実用的な技術開発を目指したプロジェクトである．  
 

2. プロジェクト紹介  
2.1. 研究目標  

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、既存の顔画像データベースを高

速に検索する人物画像検索システムを構築する。犯罪捜査

のためのシステムとしては、外部環境（照明の変動、顔／人

体向きの変動、解像度の違い）にロバストなシステムを目指

す。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

えられる画像の外部環境の変動を吸収するために、映像を

利用した外部環境に適応する前処理を開発する。肉眼でも

顔の判別が難しい暗い画像，左右 60 度、上下 30 度までの

顔向き範囲、35×35 ピクセル程度の低解像度画像の対応

を目標にしている．高速な人体検出・トラッキングアルゴリズ

ムを開発し，同時に 100 人以上がいる混雑な場面でも歩行

者を検出・トラッキングシステムを構築する． 

2.2. システム構成  
全体的なシステム構成を図１に示す．このシステムは大き

く２つのサブシステムから構成される： (1)顔照合システム(２)

人体照合システム． 
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図  1 システム全体構成  

 

 

 
図  2 捜査支援ツールのコンセプト  

 
 

2.3. 主な研究要素  
本プロジェクトでは，主に下記の３つの研究要素を

含む：  
(1) 環境変動に適応するロバストな顔照合技術  
(2) 人体検出・照合による経路推定技術  
(3) 時空間情報を使った誤報削減技術  

 
2.4. 顔照合の主な研究成果  

顔照合技術の研究開発において，主に下記の研究成

果を出した．  
(1) 左右６０度の顔向き対応  
(2) 肉眼でも判別しにくい暗い顔の対応  
(3) 不均等照明による陰影の除去  
(4) 超解像度技術による低解像度対応  

 
2.5. 人体検出・照合の主な研究成果  

高速な人体検出技術を開発した．100 人以上同時に

映った映像（HDTV の映像）においうて，リアルタイ

ムに歩行者の検出・トラッキングができる技術を開発

した．  
 

2.6. 時空間情報を使った誤報削減技術の成果  
将来的に，広域に大量の防犯カメラで構成されたネ

ットワークが構築された場合，誤報が大量に発生する

潜在的な課題がある．誤報を削減するための対策法と

して時空間情報を使った検出結果の信頼度を推定する

技術を開発した．  

2.7. 人体検出技術による捜査支援ツールの開発  
犯罪捜査において，いかに映像を早く確認できるか
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が重要である．実際捜査現場では，多くの映像確認作

業はまだ人の目視確認に頼っている．本研究では，捜

査員の目視確認の支援ツールを開発した．  
本操作支援ツール（図 2）は高速な人体検出技術を

活用して，オフラインでリアルタイム処理の数 10 倍の

スピードで人物を検出し，インデックスをつけること

で，捜査員が短時間で膨大なビデオの内容を確認でき

るツールとして開発した．  
 

3. 今後の展開  
今後は人体の照合アルゴリズムの開発に注力し，異な

るカメラ間の人物の照合を行うことで，人の移動経路

の推定を行う技術の開発を行う．そのためには，人物

の切り出しや，姿勢推定の研究も必要となる．更に，

服装，持ち物，身長，体型などの人体の属性による検

索機能の実現を目指す．  

 
図  3 人体照合技術の開発要素  
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