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2次元ワープを用いた顔画像処理
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Abstract

Two-dimensional warping, or elastic image matching is a deformation-tolerant image matching technique
and has been applied to various problems in pattern recognition, computer vision, and image processing
areas. In this paper, a two-dimensional warping algorithm for face images is investigated. The algorithm
is developed using dynamic programming and therefore can provide globally optimal matching between a
pair of face images. Several complexity reduction techniques for practical use are also investigated.
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1 まえがき

画像の2次元ワープ法 (弾性マッチング法，弾性テンプ
レート法) [2, 3, 6, 8] は，画像パターン認識問題の基本
的な道具の１つである．その実体は2画像間の非線形2次
元-2次元写像 (2次元ワープ)の最適化アルゴリズムであ
り，直感的には一方の画像をゴム膜的に変形させてもう

一方の画像との最大一致を図る方法として説明される．2
次元ワープによる画素対応の下での2画像の類似度 (もし
くは相違度)は，理想的には変形不変量となるので，それ
を識別関数値として利用することで非線形変形に対して

頑強な認識系を実現できる．一方，2次元ワープ法には構
造解析手法としての側面もある．すなわち，一方の画像

をモデル，もう一方の画像を構造未知の入力画像として

考えれば，2次元ワープによる画素対応関係を介して入力
画像の構造を把握できる．

2次元ワープ法のこれらの特徴は，顔画像処理において
好都合である．まず非線形変形に対する頑強性は，表情
変化や向き変化といった複雑な変形が発生する顔画像に

適している．実際，顔認識手法のもう１つの主流である
固有顔法よりも高い認識精度を発揮しうることが報告さ

れている [15]．次に構造解析手法であることは，入力顔
画像中の造作 (目，鼻，口など)の位置関係や変形状況の
同定に有効である．この原理を利用した顔画像解析手法

は既に 1970年代にFischlerら [1]により提案されており，
最近でも表情認識に応用されている [5]．

2次元ワープ法を顔画像のマッチングに利用する際の

第一の検討課題は，2次元ワープ最適化問題の定式化で
ある．具体的には，ワープの制御点，制御点間の位置関

係制約，画素特徴量，および類似度/相違度を評価する目
的関数などの設定が検討事項となる．ここで制御点とは，
その対応位置が最適化変数となる画素のことである．従

来法の多くは，Dynamic Link Architecture [4]に代表さ
れるように，一方の顔画像上から目尻や眼球中心など幾
つかの特徴点を選定しておき，それらを制御点としてい

た．すなわち，すべての画素ではなく，選ばれた幾つか

の画素 (およびその近傍)の特徴のみを利用して，いわば
粗な点群と点群のマッチングを行うものであった．

第二の検討課題は，こうして定式化された最適化問題
の解を探索するアルゴリズムの開発である．従来，顔画

像マッチングで用いられていたアルゴリズムの多くは局

所的かつ逐次的な探索処理を採用していた．例えば，各
制御点毎に独立にその対応先を反復更新していた．こう

した局所最適解を求めるアルゴリズムは，2次元的な最適
マッチング問題の計算量的困難性もしくは複雑さを回避
したいという消極的な理由で採用されたものであり，理

想的には大局的最適解を与えるものが望ましい．

本稿では2次元ワープ法として，単調連続2次元ワープ
法 [10, 11]を出発点として採用する．この手法は，(i)画
像のすべての画素を制御点とすることで，完全に面的な
マッチングを実現, (ii)動的計画法 (DP)に基づくアルゴ
リズムにより大局的最適ワープを求めることが可能, と
いう従来の顔画像マッチング法には無かった特徴を有す
る．前者については，特徴点を予め検出する必要がなく
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なる，画像中のすべての画素特徴を利用できる，位相保

存性が自然にワープモデルに組み込める，という利点が
生ずる． 後者については，理論的興味だけではなく，得

られるワープの精度を向上できるという点で実用的にも

大きな意味がある．しかし，大局的最適ワープを求める
場合は，計算量的な困難性に直面する．実際，少くとも

64× 64 ∼ 100× 100程度のサイズが必要な顔画像につい
て，それらの間に最適な単調連続2次元ワープを求める
のは，事実上不可能となる．そこで本稿では，この単調

連続2次元ワープ法を出発点とし，それにワープの区分
線形化を適用することで計算量の低減を図る．さらにそ

の際に起る変形追従能力 (ワープの自由度)の低下を回避
するために，幾つかの工夫を提案・導入する．以上をま
とめると，顔の面的な弾性マッチング問題に対し，実行

可能な程度の計算量と十分な自由度を持つワープ法を実

現することが本稿の目的である．

顔画像マッチングにおいては，精度向上のために画素特
徴量の工夫や顔独特の事前知識の活用が為されるのが一

般である．特徴量として代表的なものはZernike Moment
[7, 9]と Gabor jet [4, 14]である．一方，顔画像特有の事
前知識としては，各造作毎の局所的な特徴および相互位

置制約がある．前述のように本稿では，100× 100程度の
顔画像について計算時間および自由度の点で実用的に動
作するワープ法の実装を第一目的とする． 従って，これ

ら精度向上のための工夫については次ステップの課題と
して考えることとする．

2 単調連続2次元ワープ法

本節では，本稿で提案する顔画像マッチングの基本と

なる単調連続2次元ワープ法 [10]について，その定式化と
アルゴリズムについて述べる．また，その計算量が画像
サイズについて指数オーダーで増加し，そのままでは顔

画像マッチングに用いることが困難なことを指摘する．

2.1 定式化

マッチングの対象とする2画像パターンをそれぞれ
A = {ai,j | i, j = 1, 2, . . ., N}，B = {bx,y |
x, y = 1, 2, . . . , N}と表記する．ここでai,j , bx,yはそ
れぞれAとBの画素 (i, j), (x, y)における特徴ベクト
ルである． このときAからBへの 2次元-2次元写像，
すなわち2次元ワープは，2N2次元の整数値ベクトル
F = ((x1,1, y1,1), . . . , (xi,j , yi,j), . . . , (xN,N , yN,N ))とし
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図 1: 単調連続性条件．
Fig. 1 Monotonicity and continuity constraints.

/* Initialization */
1 for all f1 ∈ Ω1 do g1(f1) = d(f1)

/* DP-recursion */
2 for i := 2 to N do
3 for all f i ∈ Ωi do
4 gi(f i) = di(f i) + min

fi−1∈Φ(fi)
gi−1(f i−1)

/* Termination */
5 D(A, B) = min

fN∈ΩN

gN (fN )

図 2: DPアルゴリズム.
Fig. 2 DP algorithm.

て表現できる．ここで (xi,j , yi,j)は画素 (i, j)のワープ関
数F による像を表している．

2次元ワープ法の目的は，変数ベクトルF を制御して，

BF = {bxi,j ,yi,j | i, j = 1, 2, . . . , N}をAに最も近づける
ことである．これは目的関数

JA,B(F ) =
N∑

i=1

N∑

j=1

δi,j(xi,j , yi,j) (1)

の最小化問題として定式化できる．ここで δi,j(x, y)は 2
つの画素特徴ベクトルai,j , bx,yの間の距離を与える関数
である．以下，特に断りの無い限り，その距離としてL1

距離を用いる．

目的関数 (1)の最小値をD(A, B)とする．すなわち，

D(A, B) = JA,B(F opt) = min
F

JA,B(F ). (2)

ここでF optは (1)を最小化するワープ関数F である．最
小値D(A, B)はワープにより歪みを除去したあとの2画
像間A, B間の距離である．またAとBFoptとの単純重ね
合わせ距離として見ることもできる．

極端でない変形の多くは，パターンの位相を保存した

変形である．そこで，補償可能な変形を位相保存性を満

たすものに限定する．具体的には目的関数 (1) の最小化
においてワープ関数に図1(c)の単調連続性制約 [10]を課
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する．この制約条件はすべての 4隣接画素間のワープに
課されるもので，上下左右関係の保存制約 (単調性，同図
(a))および近傍関係の保存制約 (連続性，同図 (b))を合成
したものである．なお本稿では，Aの周囲4辺上の画素は
Bの対応する辺上に写像されるという境界条件も併せて
課する．以下ではこの単調連続性制約下での2次元ワー
プ法を単調連続2次元ワープと呼ぶ．
変位がある範囲内であることが既知の場合，以下の最

大許容変位制約も有効である．

|i − xi,j | ≤ w, |j − yi,j | ≤ w (3)

ここでwは許容最大変位を表す正定数である．

2.2 動的計画法による解法

本節では前節までに定式化された単調連続2次元ワープ
の最適化アルゴリズムについて述べる．まず，画像Aを
各行 (もしくは列)毎に分解し，それに応じてワープF も

分解する．ベクトルf iをAの第 i行のワープ ((xi,1, yi,1),
. . . , (xi,j , yi,j), . . . , (xi,N , yi,N ))とする．この部分ワープ
の系列f1, . . . , f i, . . . , fNによりワープF が定まる．

単調連続性条件は，4隣接画素間の制約であるから，部
分ワープf iそのものに対する制約 (行内制約)と，f iと
f i−1の関係に対する制約 (行間制約)に分解できる．部分
ワープf iのうち行内制約を満たすものの集合をΩiと表

す．一方，あるf iについて，行間条件を満たすものの集
合をf i−1の集合をΦ(f i)と表す．なお最大許容変位制約
(3)は行内制約に含まれる．
こうしたワープ関数と制約条件の分解の結果，単調連

続2次元ワープ決定問題は，f i ∈ Ωiかつf i−1 ∈ Φ(f i)
の系列f1, . . . , f i, . . . , f Nの最適化問題として考えるこ

とができる．その解は図2の動的計画 (DP)アルゴリズム
により効率的に求めることができる．同図ステップ4が
DP漸化式である．また，di(f i) =

∑N
j=1 δi,j(xi,j , yi,j)で

ある．なお，構造解析処理や画像BFoptのために具体的
に最適ワープF optが必要となる場合は，各DP漸化式計
算時に最小値を与えたf i−1をテーブルに記憶しておき，

上記のアルゴリズム終了後にそのテーブル上でバックト
ラック処理を行う．

2.3 計算量

可能な部分ワープの集合のサイズ |Ωi|はNに対して指

数オーダーになるため，図2のDPアルゴリズムの計算量
も指数オーダーとなる．このため，現在の計算機能力で

1
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1
N1

N

1
N

x

y

i

j

pivots (given)

A= { ai,j } B= { bx,y}

...
...

図 3: 区分線形2次元ワープ (K = 3)．
Fig. 3 Piecewise linear 2D warping (K = 3).

A B
mapping by row-
wise adjustment

図 4: 行単位補正処理．
Fig. 4 Row-wise adjustment.

はN = 8 ∼ 10程度が限界であり，N = 64程度以上のサ
イズを要する顔画像を対象とするのは不可能である．

計算量低減のために，これまでにもアルゴリズムの再
構成 [11]，ビームサーチの導入 [10, 11]が検討されている．
アルゴリズムの再構成とは，ワープの分解形式を変える

ことで，図2のDPアルゴリズムと同じ最適解を与えなが
らも計算量が少なくて済むDPアルゴリズムを構成する
方法である．しかし，問題の本質的な困難性から，Nに

関する多項式アルゴリズムは得られていない．もう一方
のビームサーチとは，DP計算の各段階において，|Ωi|個
の部分ワープf iのうちで最適解が得られる可能性の高い

ものだけを累積コスト値 gi(f i)を基準に選出し，それ以
外は以後の探索から除外するものである．選出基準を厳

しくすれば，相当の計算量低減効果が見込めるが，同時

に探索途中で最適ワープを構成するf iが除外される可能
性も高くなり，結果として最適解より大きく逸脱した局

所解が求まり易くなる．顔画像のようにN ≥ 64となる
と，元の探索幅 |Ωi|は非常に大きくなり，実用上は選出
基準を相当厳しくしなければならない．よって，局所解

の危険性を考えると，ビームサーチ単独での効率化には
限界があると言える．
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図 5: 粗密探索によるマッチングの結果．見易さのため，垂直方向についてはワープメッシュを粗く描画した．
Fig. 5 Results of face image matching by coase-to-fine piecewise linear 2D warping.

3 区分線形化による計算量の低減

3.1 2次元ワープの区分線形化 [12]

本節では，ワープの区分線形化について述べる．その基

本となる考え方は，制御変数 (xi,j , yi,j)を持つ画素 (i, j)
を少数に限定し，他の画素についてはその対応先を補間
により決定することにある．こうして制御変数を全ての

行で一様に減らすことで，計算量を指数的に減らすこと

ができ，大域的最適解を得ることが可能となる．

図3に区分線形化された2次元ワープを示す．画像A

の各行には，ピボットと呼ばれる制御点を両端を含めて

K個設定し，そのB上での像を制御変数としてワープの

最適化を行う．ピボット以外の画素の像は，ピボットの
像の線形補間により定める． 各行の制御変数数はO(K)
であるので，時間計算量はKに関する指数オーダーで

あり，Nについては多項式オーダーとなる．具体的には
O((9K + N )NW2K)となる．よってKが小さければN

が大きくても十分実行可能となる．

区分線形化によって，ワープの自由度は水平方向にお
いて大きく低下する．顔はある程度の構造を保ったまま変

形するので，この自由度低下の影響は劇的なものではな
いが，それでもK ≤ 5程度では不自然な変形としてBF

に表出する場合がある．そこで以下では，計算量を現実

的な範囲に抑えたまま自由度の低下に対処するための，2
つの手法について述べる．

3.2 粗密探索

本節では粗密探索 (階層的探索)を用いて段階的にワー
プを求めることで，計算量の増加を抑えることを考える．

粗密探索には，何の密度を変化させるかにより様々な実

現形態がある [6]．ここでは，ワープ関数の密度を変化さ
せる方法を採用する．

具体的には，ピボット数をK1, . . . , Kt, . . . , KTと増加

させながら区分線形2次元ワープを繰り返し適用するこ
とを考える．第 t段のワープをxt

i,j , y
t
i,jのように表すと，

反復過程においては次のような制約を課する．

|xt
i,j − xt−1

i,j | ≤ wt, |yt
i,j − yt−1

i,j | ≤ wt (4)

ここで整合窓幅wtは tに従って徐々に小さくするものとす
る．全T回の反復により，最大許容変位はwtot =

∑T
t=1 wt
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図 6: 行単位補正処理の効果．
Fig. 6 Effect of row-wise adjustment.

となる．区分線形2次元ワープの計算量から明らかなよ
うに，粗密探索法による計算量は，ピボット数をKT，最

大許容変位量をwtotとして一度に区分線形2次元ワープ
を行う場合の計算量に比べて，大幅に少くて済む．

3.3 行単位補正処理

計算量を大きく増加させること無くワープの自由度を

高めるもう１つの方法として，各行独立にワープ関数F

を事後補正することを考える．具体的には，まず区分線

形2次元ワープを行い，そうして得られた第 i行のワープ

結果を中心として，今度は線形補間無しで第 i行のワープ
を再び最適化する (図4)．自由度の高いワープを事後処理
として施すという考え方は粗密探索と同じであるが，行

単位補正ではワープのモデルそのものも変える点に違い
がある．行単位補正処理にもDPが使え，全N行分の再

最適化処理を行っても，区分線形2次元ワープに比べて
十分少い計算量で済む．

行単位補正は効果的であるが，あまり大きな補正を許
すと，隣接行のワープ間に交差が発生するという問題が

ある．この交差は顔パターンの構造を部分的に破壊して

いることになるので，それを避けるためにも，この行単
位補正単独で利用するよりも，あくまで区分線形2次元
ワープ結果の詳細な補正という形で利用すべきと言える．

4 実験

本節では，前節で述べた区分線形2次元ワープを基本と
した粗密探索および行単位補正を，実際に顔画像マッチ

ングに用いた結果について述べる．実験で用いた顔画像
は，Bern大学によって提供されたデータベース [16]中の
もので，切出しと縮小処理によってN = 128とした．い
ずれも，顔中心と画像中心はおよそ一致している．なお，

以下の実験結果の図中では濃淡画像のみを示すが，ワー

プ最適化時にはこの濃淡画像を処理して得たエッジ画像
も併用した．すなわち，画素特徴ai,j , bx,yは濃淡特徴と

エッジ特徴よりなる多次元ベクトルとした．

4.1 粗密探索の効果

図5に，区分線形2次元ワープを用いた粗密探索による
マッチングの4つの結果を示す．反復回数は3回で，そ
れぞれピボット数Ktを3, 5, 7，窓幅wtを10, 3, 2と変化
させた．画像A上でのピボットの位置はワープの精度を

左右する重要な要素であるが [13]，本実験では単純にす
べての行 iにおいて同じとした． その結果，同図の各結

果の最上段に示したように，ピボットは画像A上で (両
端を含め)K本の垂線を為す．ただし，ピボットは顔中心
(t = 1, 2, 3)，輪郭付近 (t = 2, 3)および眼球中心 (t = 3)
にあるようにした．本実験では，このピボットの大まか

な設定に関してのみ，対象顔パターンに関する事前知識
を利用した．

実験では，各反復において，ピボット数をKtとして区

分線形2 次元ワープを求める際に，ビームサーチを利用
し，計算時間の更なる高速化を図った．その結果，全実行

時間はPC上で約90秒であった．なお，ビームサーチを
用いることを許せば，粗密探索を用いるまでもなく，同程
度の計算時間で同様の自由度を持つ区分線形 2次元ワー
プ (K = KT = 7, w = wtot = 15)を1回で実行すること
もできる．しかしその場合，探索空間の絞り込みは粗密
探索の場合に比べて109倍程度も厳しくする必要があり，

従って局所解に落ち込む可能性は増加する．

図5の結果から，粗密探索の反復により，最終的には良
好な結果 (すなわちA ∼ BF)が得られていることがわか
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る．造作の位置に着目すると，造作の相互位置や造作毎

の形状といった事前知識を用いなかったにも関わらず，同
一人物でも異なる人物でも，ほぼ同位置に整合できてい

ることがわかる．このことは各結果中段に示したワープ

関数からもわかる．ただし「見え」については一部に不
自然な感じも残った．これは (i) 顔画像の場合，画像的に
は数画素程度の違いであっても「見え」においては非常
に大きな違いとして感じられてしまうことと，(ii) 1つの
顔画像だけから異なる表情・角度や別人物の顔画像を合

成することの困難さ，が原因と考えられる．

4.2 行単位補正の効果

図6に行単位補正の結果を示す．本実験では，K = 3
(ピボットは各行両端と中央に配置)という，非常に自由
度の低い区分線形2次元ワープを採用した．よって，区分
線形2次元ワープ単独の結果 (同図各行中央)には，A(右
端)とのやや大きな差異が見られる．それに対し行単位補
正を行った結果 (右から2番目)は，Aに十分近づいてお

り，その効果を示している．なお，補正に要した時間は
PCで約2秒程度であった．
同図に，区分線形2次元ワープを介さずに行単位補正

法のみを用いて直接2次元ワープを行った結果も示した
(左から2番目)．十分な結果が得られているものもある
が，最下段の結果を見ると，鼻と口の間の部分が不自然

に歪んでいるのがわかる．これは，3.3でも指摘した隣接
行のワープ間の交差によるものであり，各行独立な最適

化に基づく行単位補正を単独で用いることの限界を示し

ている．

5 むすび

動的計画法 (DP)に基づき，画像上の全画素について対
応関係を最適化する2次元ワープ (弾性マッチング)アル
ゴリズムについて，その顔画像処理における利用を検討

した．具体的には，出発点となる単調連続性2次元ワープ
法について述べ，その計算量が膨大となる点に触れ，解
決策として区分線形化による効率化について述べた．さ

らに粗密探索および行単位補正処理によるワープ自由度

の補強について述べた．実験の結果，現実的な時間で，高
精度なマッチング結果が得られるとの見通しを得た．
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