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要　旨
監視カメラ映像の収集・記録目的で導入された映像監視システムは、画像解析技術と組み合わせることにより、
警備・保安業務の効率化や高度化を図るツールとしての利用が期待されています。NECにおいてもITツールと
しての映像監視システムの実現を目指して、膨大な監視カメラ映像からその内容に応じて、特定のシーンや映
像中の情報を効果的に抽出するメタデータ解析技術の実用化に取り組んでいます。
本稿では、車両と人物の属性情報に注目したメタデータ解析技術として、ナンバープレート認識、超解像、車
両特徴モデル照合と、人物の顔・服装特徴抽出、人物特徴モデル照合に関連する要素技術について概説し、こ
れらを活用した警備・保安ソリューション例を紹介します。
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1. はじめに

ネットワークカメラの普及に伴い、映像監視システムはIT
システムへと変貌を遂げ、警備・保安業務を支援するツール
としての用途が拡大しつつあります。従来、映像の記録が主
目的であった監視カメラは、ネットワーク化されることで、
現場で発生する事象をいち早く検知するためのセンサ装置と
なり、ネットワークを介して収集した膨大な監視カメラ映像
を日常の警備・保安業務でいかに効果的に活用するかが今後
重要となります。
NECにおいても、監視カメラから収集した映像情報をメタ
データ解析することで、これまで人による目視確認が中心で
あった車両ゲート監視や特定人物の検索を自動化し、迅速な
警備・保安員による状況把握・対応を支援するシステムの実
用化に取り組んでいます。
本稿では、監視カメラ映像中の車両や人物の特徴や属性を
自動的に抽出し、ナンバープレートの認識や人物特徴による
シーン検索を実現する要素技術と、これらを活用したソ
リューションについて概説します。

2. 車両メタデータ解析技術

車両を対象としたメタデータ解析を実現するには、ナン
バープレート情報、車種、車体色、映像フレーム内での移動
の仕方などを、車両に関する情報として自動抽出する技術が
重要となります。例えば、車両目撃情報など目視した状況の
説明には、「○○高速下り線を品川わナンバーの赤いワゴン
車が逆走中」のような抽象的であいまいな表現が使われます。
これをクエリとして、数多く設置された監視カメラの映像か
ら該当車両を探したり、既に相当量が蓄積され時々刻々増大
している映像アーカイブと照合したりといった作業を人手で
行うことは、多大な労力を要します。本章では、これを自動
化する技術について紹介します（ 図図1 ）。
電子情報通信学会誌では、パターン認識・メディア理解分
野のグランドチャレンジとして、今後取り組むべき重要10
テーマが挙げられています。本技術領域は、ここで挙げられ
る、『画像の全自動構造化』、『情景内文字認識』のテーマ
に合致し、長期的には「雑踏の手前で一時停車した路線バ
ス」といったより抽象的な情報を読み取れる『画像の意味記
述』の技術の実現に挑戦するものです。
以下に、個々の要素技術について説明します。
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図1   車両メタ情報

2.1 屋外環境に頑健な画像復元と文字の検出

屋外環境においては、照明条件を規定できない、解析対象
とは無関係なさまざまな物体が映像に映り込むなど、映像は
多様な外乱の影響を受けます。このため街頭や店舗などに敷
設されたカメラからの映像アーカイブを利用しようとする場
合、映像解析に十分な画質を確保できないことがあります。
一方、後述のナンバープレート認識を行う場合、高精度に
文字パターンを抽出し認識するために、映像中の文字が明瞭
に判読できる品質が要求されます。また、認識対象となる物
体や文字を映像中から発見する必要があります。これらを解
決する技術について説明します。
(1)照明変動を低減する画像復元
映像中の局所的な輝度値の分布から、カメラが設置された
環境での自然照明による成分か、実際の物体表面のテクス
チャ変化なのかを識別して、照明変動成分のみを抑制する
ことで、一様照明下での物体の見え方を復元しようとする
技術です。 図2 のように、逆光やハイライト、ヘッドライ
トの写りこみの影響で周囲が暗くなってしまった画像を視
認しやすくする、他の物体の落とす影が映り込んでしまっ
ている場合にそれを低減する、などの効果があります。
(2)超解像
低解像度の映像を入力し、画像の細部を推定することで高
解像度画像を復元する技術です。同一の被写体が複数のフ
レームで撮影されていたり、被写体の形状や物体表面の模
様の統計的な性質が、隣接する部分領域同士で似通ってい

図2   照明変動に頑健な画像復元

図3   超解像処理の結果（左：入力映像のうちの1フレーム画
像、右：超解像画像）

たりすることは、シーン画像においてはごく自然に見られ
ることです。このような時間的、空間的な画像情報の冗長
性を利用すると、被写体を撮影するカメラの解像度が低く
ても、撮像素子の解像度を超えた高い解像度の画像を復元
することが可能です。移動するカメラで撮影したナンバー
プレート画像に対して、本技術を適用した結果を 図3 に示
します。特にナンバープレート認識のようなOCR技術を適
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図4   文字領域の抽出

用する場合、文字細部の構造を高精細に観測する必要があ
り、解像度は認識精度に大きく影響します。本技術は文書
画像処理用途に開発したものを強化応用したものです 2） 。
(3)シーン映像からの文字の検出と認識
雑多なシーン映像の中から文字を見つけることは難しい問
題です。文字を検出する手掛かりとしてどのような画像特
徴を使えばよいかが明確になっておらず、人が無意識に
行っているような、シーンの理解と同時かつ瞬時に文字を
発見し、文字認識から意味的な適合性の評価を行う処理を
計算機上で再現しなければなりません 1） 。そこで、
・画像の局所パターンの文字らしさ
・文字らしいパターンの配列の確からしさ
・パターンを文字認識してみたときの確からしさ
・文字認識結果の意味的な配置の確からしさ
を総合的に判断しながら、文字の出現位置、3次元的な姿勢、
文字カテゴリを決定する方式を採用しています。最終的に
上記の確からしさの尺度を最大化する認識結果が得られる
までは文字の検出結果を確定せずに探索処理を行うことで、
どんな文字列がどの位置・向きで撮影されているかを高精
度に判断します（ 図4 ）。

2.2 モデル照合及びカーネル識別器による物体・色の認識

映像中に存在する物体の認識技術は、バイオメトリクス技
術のように特定の個人やモノを識別する技術と、「人」「ト
ラック」「バイク」などの一般名詞で対象物のカテゴリを識
別する技術に大別できます。本稿では前者を特定物体認識、
後者を一般物体認識と記載します。
後者では高速性に優れたNEC独自の識別学習方式GLVQ 3）

を拡張したカーネルGLVQを使用します。カーネルGLVQは、
識別対象依存のハイパーパラメータの同時最適化が期待でき

図5   車種の認識及び追跡（上：初期、下：後続フレーム）

ること、GLVQの経験損失最小化の枠組みを継承して高い汎
化性能が容易に実現できること、カテゴリ数が非常に多い識
別問題を自然な形で定式化できることなど、他方式にはない
利点を持っています。物体認識や文字認識のように、識別対
象の特性をあらかじめ規定できない多クラス識別問題に向い
た認識方式であるといえます。
車種認識用途では、あらかじめ決めておいたカテゴリ（ト
ラック、バイク、人、普通車など）に対応する画像を準備し、
直交変換などにより画像パターンを数値化及び量子化して生
成した特徴ベクトルの空間配置を、上記カテゴリに関連付け
る学習を行って車種認識辞書を作成します。認識を行う際は、
同様の特徴抽出をして得た特徴ベクトルを辞書と照合するこ
とで、対象がどのカテゴリに該当するかを識別します。車体
色の認識を行う際も、「黒っぽい」「メタリックの」などと
いうあいまいな主観表現との照合を可能とするため、同様の
学習方式を使用しています。
特定物体認識は、物体形状を正確にモデル化しておき、こ
れを撮影方向による変形を考慮しながら照合します。車両形
状、エンブレムやロゴの認識などに適用することで車種情報
よりいっそう細分化されたメタ情報抽出が可能となります
（ 図5 ）。

2.3 対象物の追跡と行動認識

認識対象以外の物体や時々刻々変化する雑多な自然背景を
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含む環境で、認識対象を追跡する技術を開発しています。急
発進・停止、レーンからの急な逸脱などに対応するため、認
識対象の急激な動き変化があったり、対象物が別の物体の背
後に隠れて見えなくなったりするケースでも追跡を失敗なく
継続できるように、対象物体の動きの情報と、見え方の変化
の情報を融合しつつ、これら状態の確率分布をモンテカルロ
近似により逐次予測更新していく方法を導入しています。
対象物に関する情報として、物体の移動速度、加速度、形
状（見え方）、位置に関する履歴と予測値が格納されている
ため、例えば、車両が停止しつつある、レーン上を正しい経
路で走行している、適正速度である、などの判定が随時可能
となります。また、逆走、信号無視、速度超過、蛇行、積載
物の落下などの危険走行も検知可能となります。

3. 人物メタデータ解析に基づく人物検索

3.1 テキスト入力による人物検索システム

人の服装や顔の特徴を使って、大量の映像から人物を検索
する技術を紹介します。こうした検索では、キーワードなど
のテキストを入力して検索する方法や、サンプル画像を入力
して検索する方法があります。NECは、何色のどんな服を着
ているかをテキストで入力したり、顔のサンプル画像を入力
して検索することができる人物検索システムを開発しました
（ 図図6 ）。
服装の特徴から人を探すというのは、不審人物や行方不明
者を目撃証言から捜索する際に見られます。そうした目撃証

言は、見た人の記憶に基づくため、「青のジャンパーに白い
シャツ」のような大まかな内容であることがほとんどです。
そのような証言を元に、監視カメラなどで記録した映像上の
多数の人物の特徴と照合する必要があります。
NECの人物検索システムでは、入力されたテキストから服
の種類と色についての情報を抽出します。1つの服が複数の色
で表される場合（「白地に青」など）は、その表現の仕方か
らどの色が服全体の何割くらいを占めているのかを推測しま
す。また、服の種類から体のどの部分が何色かを判断します。
ジーパンなら下半身、シャツなら上半身といった具合です。
この判断には、服装構成知識という階層構造のオントロジー
（辞書）を利用し、「青のジャンパーに白いシャツ」ならば
上半身前面は青が大半で一部が白、上半身背面はすべて青と
いった色の分布状態を決めることができます。ほかに、「紺
のジャージ」のように全身が紺か上下半身片方のみかが単独
では判断できない場合も、「黄色のシャツに紺のジャージ」
ならば下半身のみ紺だと判断し、「赤っぽい」「暗い緑」と
いったあいまいな表現に応じて色の値を調節しています。
これらの処理の結果を色に関するメタデータに変換し、映
像アーカイブから抽出した各人物のメタデータと照合するこ
とで、服の色による人物検索を実現しています。具体的には、
服特徴量として、正面・非正面、上半身・下半身のそれぞれ
に対して色の分布を生成しています。

3.2 服の特徴抽出と照合

服の特徴抽出においては、映像から人物領域を抽出し、服

図6   人物検索システムの動作概要
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図7   服の画素値変化による上下半身分離と対称性判定

に該当する領域の画像特徴を抽出します。服の特徴の中でも、
目撃情報として最も重要と考えられるのが色であるため、現
在は色の特徴量を抽出しています。具体的には、領域内の色
の分布を算出し、特徴量として用いています。
また、前章で述べたように、人物検索の際に用いられる服
の特徴は上下半身とで区別する場合が多く、それぞれ個別に
指定して検索できる必要があります。また、向きによって服
の見え方が変わります。そこで、服装の特徴抽出においては、
(1)上下半身の服装の自動分離
(2)人間の向きの自動判定
を行った上で服の特徴量を抽出します。以下では、それぞれ
の処理について述べます。
上下半身の服装の自動分離では、 図図7 に示すように、まず、
服装の画素値を鉛直方向の軸に射影した関数を算出します。
次に、求めた関数の値が大きく変化する位置を検出し、上下
半身の境界を求めます。この際、ワンピースなど、上下半身
の服がもともと不可分な場合には、境界は求まりませんが、
服装の特徴は上下半身で変化せず、分割位置に依存しないた
め、この場合は中心で分割します。
また、人物位置による見え方の違いを事前知識として利用
します。監視カメラから床面が見える位置に存在する人物は
全身が映りますが、机などの障害物で下半身が隠れる位置に
いる人物の場合は、上半身のみが映ることになります。上下
半身分離では、人物領域の底部の位置を推定し、推定結果に
基づいて上述の見え方の違いを処理に反映させています。

人物の向き（正面性）推定には、顔の向き、人物の動き、
服の対称性の3つの情報を用います。顔の向きは、顔検出時に
推定します。人物の動きは、フレーム間で人物領域の動きベ
クトルを算出し、その向きから判定します。服の対称性につ
いては、図7に示すように、服の画素値の水平方向変化を各高
さに対して調べ、中心軸に対して対称となっている度合いを
算出します。正面や背面から人物を見た場合、服は水平方向
に対称性を有する場合が多いため、この度合いを数値化して
向き判定に用いています。これらの3つの情報を統合し、方向
（正面、背面、それ以外）を判定しています。
以上、服装の特徴抽出について述べましたが、検索を実行
する際には、抽出時の状態を考慮して服特徴量の照合を行い
ます。基本的には、上下半身ごと、方向ごとに服特徴量を照
合します。例えば、正面方向で上下半身の服特徴量がともに
得られた場合には、上下半身の正面のクエリ特徴量と照合を
行い、検索スコアを算出します。一方、上半身の特徴量しか
得られていない場合には、上半身の特徴量のみで照合を行い
ます。また、特徴量抽出時に方向を判別できなかった場合に
は、正面・非正面の両方のクエリ特徴量と照合を行い、スコ
アの高いほうを選択するようにします。あるいは、上下半身
が分離できない場合は、上下半身の特徴量を合成して1つの特
徴量にしてから照合を行います。このようにすることで、服
の特徴量の抽出状態に応じた柔軟かつ高精度な照合を実現し
ています。

3.3 顔の特徴抽出と照合

顔による人物検索においては、顔画像をクエリとして入力
し、顔の特徴量が合致する人物を検索します。このために、
入力される映像に対して顔検出を実行し、検出された顔領域
から顔特徴量を抽出します。この顔特徴量は前述の服装の特
徴量と対応付けてから保存します。これにより、服と顔を用
いた人物検索を可能としています。
顔特徴量の照合においては、
(1)顔向きや光の当たり方の違いを考慮した顔特徴量照合
(2)顔の部分領域を用いた照合
を実行します。（1）は、さまざまな向きや照明の顔特徴量を
擬似的に生成し、照合に用います。（2）は、顔全体ではなく、
顔の一部に対して重みをつけて照合を行います。これらに
よって、精度の高い顔照合を実現しています。
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4. 適用例

4.1 ナンバープレート認識

メタデータ解析技術の中でも個体特定を最も確実に行える
ナンバープレート認識技術の活用事例について紹介します。
2006年に駐車禁止区域への違法駐車の取り締まり業務の民
間委託化が開始されました。これと同時期に、車両登録番号
の入力を効率化する用途で、取り締まり業務を行う携帯端末
にナンバープレート認識が多くの地域において導入されてい

ます。取り締まりの際に違法駐車車両がカメラ撮影されます
が、その際にナンバーが読み取られ確認標章（違反ステッ
カー）上に印字、センターに通知されます（ 図図8 、 図9 ）。
ゲート監視向けにもナンバープレート認識技術を提供して
います。背景シーン、照明条件、認識対象との位置関係にも
頑強な方式を開発しています。実車走行環境で車両移動速度
100km/h以上での高い認識精度を実現しています（ 図10 ）。
本技術は、香港－中国国境の入管・税関ゲートにおいても
導入されています（ 写真 ）。車両のナンバーを読み取り、入
国管理と税関の通関処理を簡略化する用途で利用されていま

図8   違法駐車取り締まりイメージ

図9   放置駐車取締端末 図10   ゲート監視向けナンバー読取技術
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写真   香港通関支援システム（左：導入されている4国境
ゲートのうちの1つ落馬洲、右：通関処理を行うゲート）

す。2010年度初めよりレーンを限定した部分運用が開始され
ており、2011年度には全レーンで本運用が開始されます。固
定カメラによるゲートの車両通行モニタリング用途であれ
ば、98.5%を超える認識精度が実現できています。
今後、これらの実績を足掛かりに、車載カメラを含め、そ
の他のメタデータ解析技術を統合した、さまざまな撮影環境
に適用可能な映像監視・保安ソリューションを提供していく
ことを目指しています。

4.2 ゲート監視・交通流モニタリング

高速道路への歩行者の誤侵入、車両の逆走、不適合な車種
区分の車両の走行などが問題となっています。ETC装着率の
増加に伴いETC不正通行は増加傾向にあり、不正通行監視の
需要が高まっています。車種偽装、強行突破、速度超過、共
連れなどの不正な通行方法による通行料金の不払い件数は膨
大な数に上ります。更に、2006年から導入され始めたETC専
用の無人のインターチェンジであるスマートインターチェン
ジの増加により、誤侵入の検知を自動化するという要望もあ
ります。スマートインターチェンジは無人のゲートが郊外の
国道の側道などに直接面して設置されていることが多いこと
もあり、誤った通行、意図的な不正通行の監視に対する告知
が必要不可欠になると考えられています。
一般の国道や高速道路において、交通違反や危険行為を自
動的に検知、警告及び取り締まりを実施して、それらに起因
する事故を未然に防ぐための方策が国内外で検討されていま
す。この他にも、各種公共施設、店舗、企業の駐車場への車
両の入退状況をモニタリングして、対テロ対策、不正監視か
ら、キャッシュレス課金決済、勤怠管理、VIP/ブラックリス
ト照合、顧客統計情報収集などまで多様な利用が考えられて

図11   異常走行検知システム

います（ 図11 ）。

4.3 不審者照合

交通ターミナルや集客施設を中心に監視カメラの設置は特
殊なことではなくなろうとしています。また、国際的なイベ
ントを開催する都市を中心に街中に監視カメラが増設され、
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今後膨大な監視カメラ映像が蓄積されていくことになります。
事件事故が発生した場合、従来はオペレータによる目視を
前提とした記録映像の再生・確認が行われてきました。その
ため、膨大な人的リソースと時間が必要となり、かつ情報の
抽出においてもオペレータの知見や判断に依存したものと
なっていました。
弊社は人を特徴づける属性として、顔特徴と服装、年齢・
性別に注目し、目撃者のあいまいな記憶から該当すると思わ
れる人物が記録された映像シーンを自動抽出するシステムの
開発に取り組んでいます。従来技術では静止画像を対象とし、
あらかじめ設定された色やシーンが類似しているものを検索
する用途に限定されていました。また、検索対象が映像デー
タの場合は、コンテンツの管理者があらかじめ映像を特徴づ
けるキーワードを登録することが一般的でした。
本システムは、監視カメラ映像を意味解析し、オペレータ
が自然な言葉で服や顔の特徴を入力すると、蓄積された監視
カメラ映像から特定人物が撮影された映像シーンを自動抽
出・再生することが可能となります。例えば目撃情報や顔写

図12   人物検索システムイメージ

真による犯罪捜査、迷子になった子供の捜索、施設利用者の
足取り調査など、幅広い用途で利用できます（ 図12 ）。

5. 今後に向けて

ナンバープレート、車種・車体色や、顔特徴・服装といっ
た車両や人物の属性情報に注目したメタデータ解析技術の実
用化に向けた取り組みと、その適用例を紹介しました。
車両や人物が撮影された膨大な映像アーカイブに対して、
これらメタデータ解析技術を適用することで、警備・保安業
務の飛躍的な効率化が期待されます。今後は、フィールドに
これら先進技術の導入を進めることで実用化を加速し、安
全・安心な社会作りに貢献していきます。
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