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新方式の顔認証照合製品NeoFaceの原理と応用
Principle and Application of New Face Authentication Software Development Kit“NeoFace”.
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要　旨

米国同時多発テロ事件を契機に，セキュリティの不備を

見直し，より堅牢なシステムを整備する気運が世界的に高

まってきた結果，特に生体認証技術（バイオメトリクス）

が関心を集めています。

生体による認証は，なりすましや偽造が困難なことから，

テロ対策など，より確実なセキュリティを必要とする場面

での本人確認の手段として最近注目を集めています。生体

認証の手段としては身体の様々な部位やDNAが使用され

ています。そのなかで顔認識は本人に意識させずに簡単に

実施できる方法としてその応用が注目されています。

そのような状況のなか，NECは新たに開発した顔検出・

顔照合エンジンを利用してマッチング精度を向上させた新

製品「NeoFace」を発表しました。

本稿では，「NeoFace」について，採用されている技術と

その応用ソリューションに焦点を当てて，紹介します。

Authentication by face is one of the best easily done

biometrics methods. 

“NeoFace”is a face authenticat ion software

development kit based on NEC’s newly developed

original methods;“Multiple-Matching Face Detection”,

“Perturbation Subspace”, and“Adaptive Regional Blend

Matching”. 

The new methods focus on the mutual location of eyes,

nose, and mouth in a face. It enables the fastest identifi-

cation of the face, even in the sideways, disguise, dark. It

is good for use in various check gates (for international

wanted criminals etc.) , plain check-in gates (for autho-

rized passengers) in airports, amusement parks (for lost

children), hotels (for VIP customers), police agencies (for

wanted criminals), or passport with biometric identifica-

tion.
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1． まえがき

2001年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件を契機

に，政府，企業などのセキュリティ対策に対する関心や要

望が非常に高まりました。その結果，生体認証が究極のセ

キュリティ技術として注目を浴びています。

従来行われてきた，IDとパスワードに代表される一般的

な認証では，紛失や盗難の危険性があり，そのためにパス

ワードを複雑にすると，今度は思い出せなくなるなどの欠

点があります。これを克服するために個人認証技術として

ICカードが採用されていますが，この場合も盗難や貸借な

どが行われた場合には問題があります。

生体認証（バイオメトリクス）は，パスワードのように

記憶する必要がない上，盗難や偽造も困難というメリット

があるため，アクセス制御やネットワーク・セキュリティ

などの強化策として，政府および法律関連，財務，ヘルス

ケア，消費者向けデバイス・アプリケーションなど，様々

な分野に応用されていくことが期待されています。

米国では「国境警備強化・ビザ入国改正法」の制定によ

り，2004年10月26日以降は，米国にビザなしで入国する

場合には，生体情報の入ったパスポートが必要としていま

す。米国の本土防衛分野（homeland security）だけをとっ

ても，膨大な予算支出が予定されており，そのなかで生体

認証技術に対応したインフラを迅速に開発することを促し

ており，なかでも心理的な抵抗が少なく，導入の容易な顔

認識技術に注目が集まっています。

このような情況のなか，NECが今回開発した顔認識製品

「NeoFace」は，「顔画像検出エンジン」と「顔画像照合エ

ンジン」を組み合わせた新しい顔認識技術を採用し，従来

製品よりも，高いマッチング精度を実現しています。

マッチングに要する速度も，Pentium3/800MHzのCPU

（Central Processing Unit）を搭載したパソコンで，画像1枚

当たり1ms画像を照合し，1秒間に最大8回の検出を行うこ

とができます。

第2章に詳しく技術的特徴などを解説します1）。

〈戦略商品〉
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2．顔認識技術の特徴

顔認証技術の最大の特徴として，ユーザの心理的抵抗感

が少なく，導入が容易であることが挙げられます。また遠

隔操作も可能で，情報の採取をユーザに意識させることな

く認証できるなど，心理的負担を軽くすることが可能です。

その反面，顔認証技術は，ユーザの意識しない場所で実

行されるケースが多くを占めるため，プライバシー問題な

どに，より注意を払う必要があります。さらに変装，表情

や環境の変化が精度に影響を与え，他の認証技術に比べる

と誤認率が高いことから，適切な応用先やシステムの運用

方法を十分検討し，必要に応じて他の認識技術と組み合わ

せるなどの対応が必要となります。

「NeoFace」は，他製品と比較して，顔認証としてはも

っとも高いクラスのマッチング精度を実現しています。た

だし顔認証技術の性質上，本人拒否率（本人であるのにそ

うでないと判断する率）および，他人許容率（他人である

のに本人と判断する率）はともに1.0％程度となりますの

で，この程度の精度が求められる用途，特に「疑わしい人

はすべて数え上げる」というような用途に向いています。

また指紋認証などと組み合わせて確実な認証を行う用途に

も適しています。

3．顔認識技術の詳細

「NeoFace」では，「顔画像検出技術」と「顔画像照合技

術」を組み合わせて使用しています。これらの技術はNEC

が独自に開発したものであり，従来の顔認証技術の弱点を

克服するために，顔の向き変化や照明変動というような環

境条件の変化に対して影響を受けにくい照合性能を実現し，

高速/高精度な顔検出性能を実現しています。

3.1 顔画像検出技術

「顔画像検出技術」は，対象画像が「顔」であるかどうか

を検出するものです。この技術では画像全体から目に似た

領域をすべて抽出し，そのなかの2つを両目と仮定してそ

の周辺が顔かどうかを判定する「多重照合顔検出法」を採

用しています（図1）。

多重照合顔検出法を用いることにより，表情が異なる顔

や正面を向いていない顔の画像でも認識を可能とし，取り

込んだ画像に複数の顔が含まれていても検出処理時間が変

動しないなど，従来は不可能であった高速かつ高精度な顔

検出性能を実現しています。

3.2 顔画像照合技術

顔として検出した後に登録してある顔と照合して本人か

どうかを判断する「顔画像照合技術」としては，環境条件

の変動と変装や表情変化による影響を軽減するために，「摂

動空間法」と「適応的領域混合マッチング法」という2方

法が採用されています。

「摂動空間法」とは，顔の向きや照明状況などの環境変化

を予測し，事前にデータベースに登録しておくことで，環

境条件の変化にも対応した照合性能の向上を実現する技術

です。一枚の登録画像から予測可能な環境変動が加わった

状態の画像を推定して，登録画像と一緒にデータベースへ

登録することにより，環境条件の変動による影響を軽減し

ます（図2）。

「適応的領域混合マッチング法」は，顔画像領域を細かい

部分領域に分割して，部分領域ごとに照合を行いながら，

類似度が高い部分領域に注目して照合を行う技術です。こ

れにより，顔の一部分が隠れている場合や，サングラスを

かけている状態でも，見えている顔の部分で照合すること

ができます。

４．提供形態

「NeoFace」は顔認識技術を活用した各種システムを短

期間かつ効率的に構築するために，ソフトウェア開発キッ

ト（Software Development Kit : SDK）として提供されてい

ます。したがって顔認識技術を既存の監視システムやネッ

トワークシステムなどに容易に組み込むことができます。

開発ツールの導入支援サービスや，システム開発環境，

開発したシステムの実行環境などが提供されますので，顔

図1 多重照合顔検出法
Fig.1 Multiple-matching face detection method.

図2 摂動空間法
Fig2 Perturbation subspace method.
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ることができます。

（6）監視システム

空港・駅・ショッピングセンター・コンビニエンススト

ア・金融機関などの警備システムと連携し，入出門や搭乗

時の本人確認に利用可能です。また身分証明書などに添付

の顔写真と本人の顔を照合確認したり，不特定多数の人間

に対してブラックリスト（手配写真など）との照合を行う

こともできます。こういうシステムを使用しているとアナ

ウンスすることによる防犯効果も合わせて期待できます。

（７）パスポート

米国の意向を受けて日本を含む各国は，パスポートに生

体情報を導入する準備を進めています。具体的な方法につ

いては国際民間航空機関（ICAO）やＧ8（主要8カ国）で

協議が進められてきました。パスポートに登録する生体情

報としては現在顔情報も有力な候補となっています。

生体認証情報を集積回路（IC）チップなどに記録したパ

スポートを作成し，出入国の際に機械に読み取らせる方法

が採られることになりそうです。顔情報が採用された場合

には各国においてパスポート発行，入出国審査の過程で顔

認証システムの導入が必要になります。

6．今後の発展

現在の「NeoFace」は比較的簡単に実施できる二次元の

顔画像を使用しています。顔照合の精度を極限までに高め

る1つの方法としては三次元顔画像（3Ｄ）の利用がありま

す。

NECでは，三次元顔画像の利用についても研究を進めて

おり，二次元顔画像による照合の弱点である顔向き変動お

よび環境変化による精度低下を少なく抑える技術の開発を

行っています2）。三次元顔画像技術は，主として防犯カメ

ラのような正面顔画像が撮影できない状況でのニーズが考

えられます。

三次元顔画像による照合の実用化にはまだ時間がかかる

見込みですが，今後「NeoFace」精度向上にも成果をフィ

ードバックしながらさらに新しいアプリケーションを開発

し，より使いやすいシステムやサービスを提供したいと考

えています。

参考文献

1） 「顔検出，顔照合エンジンの開発」

NEC技報，vol.56，No.3，pp.15～18，2003-3.

2） 「任意姿勢に対応した標準測地重みを用いた顔照合」

信学技報　PRML2003-105，2003-9.

照合を活用した各種システムを短期間に効率的に構築する

ことができます。

5．ソリューションの例

顔認識技術は，印象に左右されやすい人間よりも分け隔

てなく顔を認識できるというメリットがあります。また，

スコア順に似た人をデータベースから取り出すといった運

用方法で，様々なソリューションに適応が可能です。

「NeoFace」を活用したソリューションとして，「企業内

システムの認証」や「各種施設の入出管理」のほか，パス

ポートや検定試験などの受験票の本人確認で利用する，あ

るいは，ホテルや飲食店などでお客を特定し接客サービス

向上につなげる，といった事例が想定されます。

（1）ログイン認証

IDやパスワードを入力する代わりに，カメラに顔を向け

てシステムへのログインやアプリケーションの起動，デー

タへのアクセスなどのための認証を行う方式です。

IDおよびパスワードを記憶する必要がないため，簡単な

操作で認証を行うことができ，この場合に従来のID，パス

ワードと組み合わせることにより，さらにセキュアなシス

テムが構築可能です。

（2）離席対策システム

定期的に顔認証を行ってログインした本人が作業してい

ることを確認し，認証に失敗したら不正使用であると認識

してアラームを出す方式です。パソコンに接続されたカメ

ラを通して入力された顔の画像を元にユーザを自動認識し

て，マシンへのアクセス許可を与えることができます。

（3）各種施設の入出管理

機密データを取り扱うオフィスや医療関連施設などのゲ

ートシステムと連携して，顔照合による入出管理を行いま

す。入退場に必要な「鍵」が顔であるため，紛失，盗難，

複製などのリスクを低減できるとともに，入退場履歴が顔

画像と合わせて管理できるため防犯効果を高めることがで

きます。

（4）上顧客認識システム

ホテルや飲食店などにおいて，顧客の顔を確認した上で，

これまでのサービス利用実績をふまえた接客を行うなど，

顧客満足度の高いサービス提供を支援します。

お得意様の顔と嗜好を登録しておき，御来店されたお客

様の顔を入り口で撮影し，顔照合することで顧客データを

検索し，サービスに活用することができます。

（5）迷子対応システム

アミューズメント施設やショッピングセンターなどにお

いて，入場時に子供の顔を登録することで，迷子になった

際の迅速な対応を実現することができます。「NeoFace」で

は泣き顔でも十分本人と認識することができます。特にア

ミューズメント施設では，あらかじめ登録された保護者の

携帯電話に連絡することで迷子案内の館内放送が不要とな

り，また迷子の引き取りを装った誘拐などを未然に防止す
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