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安全・安心を実現する世界一の顔認証技術
今岡 仁

1.	はじめに

今日、犯罪の増加や社会の情報化に伴い、出入国管理
や犯罪者検索などの国家レベルのセキュリティから、コン
ピュータやシステムへのログインなど個人レベルのセキュリ
ティまで、機械を介して本人認証を行う場面がますます増え
てきています。

生体認証では、身体的特徴や行動的特徴などの、その人
物固有の情報を用いて、個人を識別します。そのため、生体
認証には、暗証番号やICカードにはない、忘れることがな
いという利点があります。利用される生体特徴として、顔や
指紋、虹彩などさまざまな特徴がありますが、顔認証特有

の利点として、図1に示すように、非接触の認証が可能、専
用機器が不要、照合結果を人間が確認することができるこ
とが挙げられます。

NEC 情報・メディアプロセッシング研究所では、顔認証
技術の研究開発に取り組んでおり、安全・安心を実現する
ための最重要課題である「高い認証精度」を実現すべく、こ
れまで約25年にわたり研究開発を推進してきました（図2）。
その成果は、出入国管理など、高い精度が要求される場面
に、既に世界20カ国以上に展開されています。

社会の情報化やネットワークサービスの普及に伴い、生体認証技術に関する必要性は年々高まっています。顔認証は、
カメラを見るといった自然な認証動作で認証可能であり、ユーザー負担が少ない認証技術です。NEC 情報・メディア
プロセッシング研究所では、2009年より米国国立標準技術研究所（NIST）の顔認証技術評価プログラムに参加し、認
証精度や検索速度において2009年、2010年、2013年の3回連続のトップ評価を獲得しました。本稿では、世界トップ
性能を獲得したNECの顔認証技術を説明し、2013年に実施されたNIST評価プログラムにおける結果を紹介します。
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約 25 年にわたり研究開発を推進

顔認証製品「NeoFace」製品化

米国NIST※1 ベンチマークMBGC※2 1位評価

米国NIST ベンチマークMBE※3 1位評価

米国NIST ベンチマーク FRVT※4 結果公表
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照合結果の顔画像を人間が確認することができる
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本稿では、第2章においてNECが提案している顔検出・
特徴点抽出・顔照合手法について説明し、第3章において
米国国立標準技術研究所（NIST）で実施された技術評価
プログラム ｢Face Recognition Vendor Test｣ における評
価結果について述べます。第4章においてはデモシステムを
紹介し、第5章において本稿をまとめます。

2.	顔認証技術の紹介

図3に顔認証における処理の流れを示します1）。まず、画
像中から顔を見つけます。次に、顔の中から目や鼻、口端な
どの特徴的な点を見つけます。最後に、顔画像を比較して、
類似度を算出します。ある閾値を決めて、類似度が高い場
合には本人と判定し、低い場合は他人と判定します。

次に、それぞれの技術について特長を説明します（図4）。
（1）顔検出技術

顔検出技術については、画像の端から順に矩形領域を
探索することにより、顔と合致する矩形領域を抽出しま
す。矩形領域が顔か非顔を識別するために、弊社独自
のパタン認識手法である最少分類誤りに基づく一般化
学習ベクトル量子化法を用いて、高速で高精度な顔検
出機能を実現します。

（2）特徴点検出技術

特徴点検出技術については、顔矩形領域から瞳中心、

鼻翼、口端などの特徴点の位置を探索します。特徴点
周辺輝度パタンを用いて最適な位置を探索しつつ、顔
形状モデルにより特徴点配置に制約を加えることで、
精密に特徴点位置を求めることができます。

（3）顔照合技術

顔照合技術については、得られた特徴点位置を用いて
顔位置を正規化し、登録画像と照合画像の2枚の顔画
像を比較することにより、本人か否かを判定します。顔
の中から目鼻の凹凸や傾きなどのさまざまな特徴を抽
出した後、これら特徴の中から、多元特徴識別法によ
り個人を識別するために最適な特徴を選択します。こ

図4　NECの顔認証技術を支える3つのコアテクノロジー

図3　顔認証における処理の流れ

（2）特徴点検出技術（1）顔検出技術

（3）顔照合技術
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れにより、経年変化の影響を受けにくくなるなど、さま
ざまな変動に頑強な個人識別が実現できます。

3.	米国国立標準技術研究所による性能評価結果

本章では米国国立標準技術研究所（NIST）による顔認
証技術の性能評価結果を紹介します 2）。NISTによる性能
評価プログラムは、1993年より実施されており、入国管理シ
ステムの入札条件にもなる世界的に権威あるベンチマークテ
ストです（図5）。過去10回以上にわたりベンチマークテス
トやチャレンジプログラムを実施されており、世界各国の有
力ベンダ・大学が参加しています。ベンチマークテストでは、
各参加組織がプログラムを送付し、NISTが評価を実施す
ることにより、完全ブラインドテストになっており、評価結果
に対する信頼性が非常に高いものです。弊社は2009年よ
り参加し、参加した全てのテスト（2009年、2010年、2013
年）でトップ評価を獲得しています。

2013年に開催された最新のベンチマークテストについて、
結果を紹介します。ベンチマークテストはFace Recognition 
Vendor Test（FRVT）2013と呼ばれており、米連邦捜査局

（FBI）や米国国土安全保障省（DHS）がスポンサーになっ
ており、世界各国から有力ベンダや大学が16組織参加して
います。2010年8月から評価が開始され、最終的に報告書
が発表されたのが2014年5月です。アプリケーションとして、
出入国管理や鑑識用途を想定しています。

図6に、FRVT2013における評価結果を示します。16万
名の本人検索の結果です。横軸は検索速度で、1秒当たりの
検索人数です。縦軸が検索精度で、検索エラー率です。検
索エラー率は、16万名登録したときの1位に本人が正しく照
合される確率をrとした場合に、そのエラー率1-rと定義され

図5　NISTによる顔認証評価プログラム

図6　FRVT2013における評価結果

図7　NECの顔認証技術の特長

ます。図6に示すように、弊社は検索速度と検索精度の両面
で、2位の約2倍の差をつけてトップを獲得しました。1位照
合率は97％で、検索速度は1秒当たり302万名です。NIST
による報告書 2）では、「NECのアルゴリズムは2010年に引き
続き、最高精度」「NECは全てのデータベースで最も低い検
索エラー率」「NECは最も接近している競合相手に比べ、半
分以下の検索エラー率」という評価を受けました。

図7に弊社の顔認証技術の特長について示します。図5
で説明しました認証性能や速度だけでなく、パスポート写真
の本人確認に必要な顔の経年変化への対応や、グローバル
に事業展開するために必要な多人種への対応や、重要施設
への入退場監視などに必要な斜めや上からの顔画像への対
応などを含めて、多くの項目でトップ評価を獲得しています。

4.	デモシステムの紹介

2013年にNISTでトップを獲得したアルゴリズムの検証
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図8　大規模顔画像検索デモシステム

図9　顔認証技術の幅広い用途

のため、最新アルゴリズムをノートPCに実装し、検索速度
を検証しました（図8）。使用したマシンはNEC製ノート
PCでIntel Core i7 2.7GHzのCPUで8スレッドを使って並
列処理を実装したところ、1秒当たり3,300万件の検索が可
能になりました。この速度は、約3秒で1億人の検索が可能
であることを意味し、今後、国家レベルの大規模人数検索
にも大きく可能性が開けたことになります。

5.	むすび

本稿では技術面を中心として、弊社の顔認証技術につい
て説明してきました。国家インフラ・セキュリティから、機
器組み込みサービスまで、顔認証技術はさまざまな場面で
利用されつつあります（図9）。情報・メディアプロセッシン
グ研究所では、高い認証性能をキーテクノロジーとして、（1）
より大規模・ミッションクリティカルな状況に耐える技術へ
の飛躍、（2）さまざまな場面で適用可能な高い技術を実現

することを目標として、セーフティ事業のコアテクノロジーと
してソリューション展開を加速するためのコア技術開発に取
り組んでいきます。

* Intel Coreは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における
Intel Corporationの商標です。 
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検索精度・検索速度を検証
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検索速度：約3,300万件/秒

3秒で約1億人の検索※が可能
※約250GBのメモリを搭載する必要あり

今回第一位評価を獲得した最新のアルゴリズムをノートPCに実装

重要施設監視

入退場管理 スマートデバイス
ログオン認証

会員管理
（顔パス入場）

出退勤管理

ロボット ロッカー

似顔検索
出入国管理

TARO SUZUKITARO SUZUKI 08/07TARO SUZUKITARO SUZUKI 08/07

携帯電話

インフォメーション 思い出写真検索

PCセキュリティ

国家インフラ・エリアセキュリティ 流通・サービス

エンタープライズ 機器組込み

国民ID

効率・公平な暮らし

安全・安心を実現する世界一の顔認証技術

NEC技報／Vol.67 No.1／社会の安全・安心を支えるパブリックソリューション特集　　51



社会の安全・安心を支えるパブリックソリューション特集によせて
NECが目指すパブリックソリューションの全体像
NECのパブリックセーフティへの取り組み

◇ 特集論文
効率・公平な暮らし
マイナンバー制度で実現される新しいサービス
ワールドカップを支えた「NECのスタジアム・ソリューション」
魅力あふれるフライトインフォメーションシステムの実現
駅の新サービス実現を加速するSDNソリューション
マルチデバイス対応テレビ電話通訳の通訳クラウドサービス
カラーユニバーサルデザインを採用した使いやすいスマートフォン向けネットバンキングサービス
安全・安心を実現する世界一の顔認証技術
顔認証製品と社会ソリューションでの活用

安全・安心な暮らし
ICTを活用したヘルスケアへの取り組み
組織間の安全な情報共有を実現する「MAG1C」の情報ガバナンスソリューション

「MAG1C」における大規模メディア解析及び共有デジタルサイネージ機能
シンガポールにおけるより安全な都市「セーファー・シティ」の構築
アルゼンチン ティグレ市の未来を守るビデオ解析ソリューション
群衆行動解析技術を用いた混雑推定システム
音声・音響分析技術とパブリックソリューションへの応用
昼夜を問わず24 時間監視を実現する高感度カメラ
人命救助を支援するイメージソリューション
Emergency Mobile Radio Network based on Software-Defined Radio

重要インフラの安全・安心
新幹線の安全・安定輸送を支える情報制御監視システム
水資源の有効利用をICT で実現するスマートウォーターマネジメント技術の研究開発
センサとICTを融合させた漏水監視サービス
沿海域の重要施設へ接近する不審対象を監視する港湾監視システム
インバリアント解析技術(SIAT)を用いたプラント故障予兆監視システム
赤外線カメラの画像処理技術と応用例
高度化するサイバー攻撃への取り組み「サイバーセキュリティ・ファクトリー」

社会の安全・安心を支える先端技術
国家基盤を支える指紋認証の高速高精度化技術
次世代放送を支える超高精細映像圧縮技術とリアルタイム4K映像圧縮装置

◇ NEC Information
NEWS
NEC「衛星インテグレーションセンター」の稼働を開始
陸上自衛隊の活動を支える「浄水セット・逆浸透2 型」の開発

Vol.67 No.1
（2014年11月）

NEC技報の論文をご覧いただきありがとうございます。
ご興味がありましたら、関連する他の論文もご一読ください。

NEC技報（日本語） NEC Technical Journal（英語）

NEC技報WEBサイトはこちら

特集TOP

Vol.67 No.1　社会の安全・安心を支えるパブリックソリューション特集

NEC技報のご案内

http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140101.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140102.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140103.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140104.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140105.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140106.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140107.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140108.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140109.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140110.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140111.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140112.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140113.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140114.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140115.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140116.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140117.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140118.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140119.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140120.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140121.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140122.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140123.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140124.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140125.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140126.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140127.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140128.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140129.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140130.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140131.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/pdf/140132.pdf?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/index.html?fromPDF_J6701
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/index.html?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/g1401pa.html?fromPDF_J6701
http://jpn.nec.com/techrep/journal/g14/n01/g1401pa.html?fromPDF_J6701

