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顔認識における空間周波数情報の役割
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RoleofSpatialFrequencylnfOrmationinFaceRecognition

Wereviewedthestudieswhichexamine｡，byusmgvarlousmethods，

howdiffbrentspatialfrequencycontentscontributetomcerecogmtion、

Pioneeringstudiessuggestedthatlowspatialfrequencycontentspro‐

videcriticalinfbrmationfbrrecognizingfnces（Ｈａｒｍon,1973;Ginsberg，

1980)．Laterstudies，however，generallysuggestedthatthereisno

specificrangeofspatialfrequencybeingabsolutelynecessaryfbrface

recognition，andthatamediumrangeofspatialfrequency（approxi‐

mately6-20cycles/fblcewidth）ｉｓｍoreimportantfbrfacerecognition．
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process1ng

顔の認識において、目鼻口など部品の空間配置や、部品の相互関係から創

発される全体的情報が重要な役割を果たすことが知られている（遠藤，1993)。

その証拠としてしばしば例示されるのが、ぼかした顔画像や、ブロック化

(quantization）した画像である（Fig.1）．ブロック化した画像は、原画像

をいくつかの矩形に分割し、各矩形領域をその領域の平均の明度に統一する

ことによって作成されている。これらの画像からは、目鼻口などの部分情報
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Iま正確に読みとれないにもかかわらず、顔の認識が可能なことが示されてい

るのである。

Fig.１Ｓａｍｐｌｅｓｏｆａｂｌｕｒｒｅｄｉｍａｇｅａｎｄａｃｏａｒselyquantizedimage．

ぼかした画像やブロック化した画像を用いた研究は、パターン認識に利用

される情報について空間周波数の観点から検討することを目的とした研究の

中に位置づけられる。視覚パターンに含まれる空間周波数成分のうち、低空

間周波数成分はパターンの全体的な,情報を伝え、高空間周波数成分は部分の

詳細な`情報を伝える。従って、全体的情報、部分情報をそれぞれ低・高空間

周波数成分と置き換えることができる。顔画像をぼかすことやブロック化す

ることは、顔画像から高空間周波数成分を取り除いていることになる。

ぼかしやブロック化の他にも、画像の空間周波数成分を操作する方法があ

る。例えば、フーリエ解析を用いて、顔画像に含まれる一定の低空間周波数

成分のみを残すローパス（低域通過）フィルター、高空間周波数成分のみを

残すハイパス（高域通過）フィルター、一定の範囲内の空間周波数成分のみ

を残すバンドパス（帯域通過）フィルターを通す方法があり、さらには、あ

る帯域の空間周波数成分のノイズを加える方法なども用いられてきた。

これらの方法を用いて顔の認識に必要な空間周波数成分を特定することを
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試みた研究が数多く行われてきたが、研究結果は必ずしも一貫していない

（レビューとして、Bruce，1988；Gold，Bennett，＆Sekuler，1999；永山，

2000)。そして、この非整合性の原因についてはいくつかの点が指摘されて

いる。例えば、永山（2000）は、画像処理の具体的方法やその記述の違い

(空間周波数記述の単位、フィルタリングを行う際のフィルターの形状や、

パンドパスフィルターの帯域幅等)、刺激提示時間や反応指標（正答率や、

反応時間等）の違い、課題の違い等をあげている。しかしながら、これまで

の研究では、実際にこれらの要因が一貫性のない結果を統一的に説明しうる

のかどうか検討したものや、そうした検討を可能にするために必要な情報を

提供しているレビューも見あたらない。そこで、本論は、顔の認識に重要な

空間周波数成分を特定することを試みた研究を、それぞれの研究で採用され

た実験手続きや結果を詳しく記述しながら概観する。その上で、研究結果の

不整合性の原因について、特に実験手続きや採用した課題の違いが研究結果

の不整合性をどの程度説明しうるのか検討することを試みる。

１．ぼかしによる研究

ぽかした顔画像の認識に関する先駆的研究はＨａｒｍoｎ（1973）によって行

われた。Ｈａｒｍonは、画像にぼかしを加える方法として移動平均法を用いた。

この方法では、顔画像の各ピクセルの明るさを一定の窓枠の平均の明るさに

変換することを行う。窓枠の大きさが大きくなるとそれだけぼかしの程度が

強くなり、高空間周波数成分が遮断される割合も大きくなる。Ｈａｒｍonは被

験者に14名の知人の顔写真を１枚ずつ提示し、２８人の知人の名前のリストか

ら提示された人物の名前を選択することを求めた。その結果、窓枠の幅が画

像の幅の約20％（画像の大きさ：256×256ピクセル、窓枠の大きさ：５１×５１

ピクセル）の条件では目鼻口の位置も明確に把握できないにもかかわらず、

正答率は約60％になることが明らかとなった。移動平均法によるぼかしでは、

正確にどの帯域の空間周波数成分が画像に含まれているのかを明らかにする
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ことはできないが、Ｈａｒｍonの示した結果は、顔認識における低空間周波数

成分の重要性を示唆している。

桐田・遠藤・阿部（1995）は、Ｈａｒｍoｎ（1973）と同様に移動平均法を用

いてぼかした画像を刺激として、ぼかしが既知顔の認識に及ぼす影響につい

て検討した。オリジナルの顔写真は16名の女性のものであった。そのうち半

数の顔写真は被験者にとって既知顔で、残りの半数は未知顔であった。それ

ぞれの顔写真（幅：約443ピクセル）を幅１，１９，３９，５９，７９ピクセル（それ

ぞれ顔幅の約０．２，４，９，１３，１８％）の正方形の窓枠で移動平均法によりぼか

した。被験者には各顔写真をぼかしの強い刺激（すなわち、７９ピクセルの窓

枠でぼかしたもの）から順に２secずつ提示し、それぞれについて既知性判

断と、提示された刺激が既知顔と判断された場合は人物同定（名前の報告）

を行うことを課した。その結果、窓枠79ピクセル（顔幅の18％）ではほとん

ど同定が不可能であった。窓枠59ピクセル（顔幅の13％）では既知性判断、

人物同定ともに25％以下、窓枠39ピクセル（顔幅の9％）では50％以下となっ

た。そして、窓枠19ピクセル（顔幅の4％）の条件でのみ既知性判断、人物

同定ともに75％以上の正答率となった。この結果は、Ｈａｒｍonが顔幅の約２０

％の窓枠でぼかした条件でも約60％の正答率が得られた結果と大きく異なる。

このような違いについて、桐田らは、Ｈａｒｍonの実験と異なり、既知顔とし

て提示される人物のリストを被験者に提示していなかったことや、顔写真を

撮影する段階で髪型の統制を行ったため、髪型を同定の手がかりとして用い

ることができなかったことが関係している可能性を示唆している。ただし、

Ｈａｒｍonの論文では、刺激提示時間の記述がないため、この点の違いが結果

に影響を及ぼしているかどうか検討することはできない。

２．ブロック化による研究

ブロック化による最初の研究も、Ｈａｒｍoｎ（1973）によって行われた。こ

れは予備的研究のために課題や実験手続き等の詳細な記述はないが、
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Ｈａｒｍonは、１６×16の正方形にブロック化した顔画像で顔の同定率が約50％

の閾値付近になったと報告している。l6xl6の正方形にブロック化すること

はおおよそ８cycles/facewidthl(c/ｆＷ)の低域通過フィルターと同等である

とされている（Costen,Parker,＆Ｃｒａｗ，1994；Parker＆Costen，1999)。

従って、この結果は顔の同定には８c/fW以上の空間周波数成分が関わること

を示唆している。

Bachmann（1991）は、顔画像を８段階にブロック化した画像（15p/ｆＷ２

～74ＭW）を作成して、顔認識に対するブロック化の影響を検討した。被験

者はあらかじめ６種類の未知顔とアルファベット１文字との対連合学習を十

分に行った。その上で、それらのブロック化した画像を同定することを求め

られた。提示時間は、１～100,secの範囲内であった。その結果、l8p/fＷ（９

c/fW）以上のブロック数に分割された画像ではほぼ同じ成績を示し、いずれ

の条件でも提示時間４，secの認識率が70％を超え、その後、提示時間が長

くなるに従い、少しずつ認識率が向上する傾向が認められた。しかし、１５

p/fＷ（7.5c/fW）の条件では、いずれの提示時間でも正答率が50％を超える

ことがなかった。この結果から、Bachmannは、顔認識はl5p/fＷ（7.5dfW）

から18ＭＷ（9c/fW）の空間周波数成分で十分可能であると主張している。

また、l5p/fＷ（7.5dfW）で正答率が50％を超えなかったという結果は、

Ｈａｒｍoｎ（1973）が示した16p/fＷ（8c/fW）でブロック化した顔画像が顔認

識の認識閾（50％の認識率）であったという結果とほぼ一致しているといえ

る。

Costen，Parker，＆Ｃｒａｗ（1994）は、正答率ばかりでなく反応時間も指

’顔認識に用いられる空間周波数を特定する研究においては、空間周波数を視角を
単位としてcycles/degree（c/d）という形式で表現するより、顔幅を単位としてcy‐
ｃles/fUcewidth（dfW）の形式で表現した方が適切であるといわれている（HayeS，
Morrone，＆Burr，1986；Riley＆CoBtalL1980)。そのため、本論でも後者の
単位を用いる。

望pixels/facewidthの略。１５p/ｆＷは、一辺の長さを顔幅の1/15とする正方形でブロッ
ク化することを意味している。数値が大きくなるとブロック数が増え、より高域の
空間周波数成分が含まれることになる。
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標にとりながら、Bachmann（1991）の実験を追試した。実験手続きは

Bachmannとほぼ同様で、６種類の未知顔について事前にアルファベットｌ

文字との対連合学習を行った後、ブロック化した顔画像の同定課題を行った。

提示時間は100,secで、ブロック化は１１，２１，４２p/ｆＷで行った。その結果、

正答率では、２１p/ｆＷからllp/ｆＷの間にのみ有意な差があり成績の低下がみら

れた。反応時間では、やはり２１p/ｆＷからIlp/ｆＷの１１１１に大きな差があり、ｌｌ

ｐ/fWで最も遅くなったが、２１p/ｆＷと42p/ｆＷの間にも有意な変化が認められた。

しかし、この実験（実験ｌ）では、最も成絞の悪いllp/ｆＷのブロック化の条

件でも正答率が88％とかなり高かった。そのため、顔刺激として典型的な顔

のみを用いて再度実験を行った（実験２)。ブロック化の条件は、６，１２，２３，

４２p/ｆＷであった。その結果、４２p/ｆＷと23p/1Ｗの条件までは正答率が70％以上

で変化がなかったが、l2p/ｆＷの条件で50％程度、６ｐ/ｆＷで約25％まで正答率

が低下した。これは、１２p/ｆＷから23p/ｆＷまでの`情報、すなわち、６c/ｆＷから

lL5c/ｆＷの`情報が顔認識にとって重要であることを示唆し、Bachmannとほ

ぼ同様の結果といえる。一方、反応時間では、やはり12p/ｆＷから23p/ｆＷの間

で急激な変化が認められたが、それ以降の23p/ｆＷと42p/ｆＷの条件間にも有意

差があった。従って、指標が異なると23p/ｆＷ以降の細かなブロック化でも顔

の同定に影響を及ぼすことが示された。

Costen,Parker，＆Ｃｒａｗ（1996）も、一連の実験の中でブロック化が顔

認識に及ぼす影響を検討している。採用した手続きはＣｏｓｔｅｎｅｔａｌ．（1994）

とほぼ同様であった。刺激は６つの典型的な顔で、事前にアルファベットｌ

文字との対連合学習を行った。ブロック化は、６，１２，２３，４５p/ｆＷの４段階

であった。被験者はlOOmsecの間提示された刺激を同定することを求められ

た。その結果、まず、正答率では最も成績のよい45p/ｆＷの条件でも65％程度

でその後徐々に低下していった。有意差は23p/ｆＷとl2p/ｆＷの間にのみ得られ

た。反応時間では45p/ｆＷの条件で他の条件よりも有意に早くなった。それ以

外の有意差は得られなかった。この結果は、全体的な傾向としてはほぼ
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Costenatal．（1994）と同様であるが、反応時間において高周波数成分の

影響が顕著になっている。

以上、ブロック化した画像を用いた研究では、Ｈａｒｍoｎ（1973）の研究以

来、ほぼ一貫した結果が得られ、６ｄｆＷから12c/ｆＷの間の空間周波数成分が

顔認識にとって重要であることが示唆されている。ただし、正答率ではなく

反応時間を指標とすると、より高城の空間周波数成分も顔認識に関わること

が示されている。

なお、ブロック化した画像は、次にふれるローパスフィルターと同様に高

周波成分をカットする画像処理の一つとして扱われている。しかしながら、

ブロック化画像に対する顔認識の成績は、それと同等の周波数をカットする

ローパスフィルターを通した画像に対する成績よりも悪い（Ｈａｒｍｏｎ＆

Julesz，1973；ＣｏｓｔｅｎｅｔａＬ，1994,1996)。この点に関しては、ブロック化

によってカットされる高域の周波数成分の影響に加え、ブロック化によって

新たに付与されるノイズやエッジの影響など他の要因も関与していることが

指摘されている（Ｈａｒｍｏｎ＆Julesz，1973；Bachmann＆Kahusk，1997)。

３．ローパス、ハイパスフィルターによる研究

ローパスフィルターを用いて顔認識を検討した先駆的な研究は、

Ginsburg（19783,1980）によって行われた。Ginsburgは、ローパスフイル

ターによって画像処理された顔刺激を被験者に提示し、１２の顔のリストから

蝿Ginsburg（1978）は、永山（2000）の中で引用されていたが、Unpublished
doctoralthesisのため入手できなかった。Ginsburg（1980）にGinsburg（1978）
と同一のローパスフィルターによる実験結果が報告されている。そこでは、

WOodhouse＆Cambell（tobepublished）の引用として記載されているが、以
下では、Gindburg（1978）の結果として扱う。なお、Ginsburg（1980）には、１
オクターブと２オクターブのパンドパスフィルターを通した顔画像の観察結果が報

告されている。そして、２オクターブのバンドパスで、中心周波数がl6cycles／
picturewidth（8c/ｆＷに相当）と32cycles/picturewidth（l6c/ｆＷに相当）の時に
最も人物同定がしやすいとしており、ローパスフィルターを通した結果と矛盾して

いる。そして、この結果をGinsburg（1978）の結果として報告している文献もあ
り（例えば、Kornowski＆Petersik，2003)、Ginsburg（1978）の引用には混乱
が認められる。
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選択することを課した。そして、４ｄｆＷのローパスフイルターを通した条件

でも正確に判断できることを示し、顔の認識が低空間周波数成分のみで十分

可能であると主張した。

Fiorentini，Maffei，＆Sandini（1983）は、５，８，１２c/ｆＷをカットオフ

周波数とする３段階のハイパス及び□－パスフィルターを通した顔画像を刺

激として顔の認識率を測定した。被験者には前もって名前との対連合学習を

した９種類の未知顔がlOOmsecだけ提示され、その同定が求められた。

FiorentinietaLは、被験者全体のエラー数をもとに結果を処理しているが、

他の研究との関連を明確にするために、ここでは認識率の結果を示す。５

dfWの条件ではローパスフィルターを通した画像よりハイパスフィルターを

通した画像の方が認識率は高くなった（ローパス：約55％、ハイパス：約８０

％)。これは、Ginsburg（1980）が示した顔認識が低周波数成分のみ（４

c/ｆＷ以下）で十分に行えるという結果とは異なる.さらに、ローパスフィル

ターを通した画像では５c/ｆＷの条件と８ｄｆＷの条件の間で、ハイパスフイル

ターを通した画像では８c/ｆＷと12c/ｆＷの条件間でそれぞれ認識率に大きな変

化が認められた（ローパス：約55％から約80％、ハイパス：約80％から70％)。

これは、５c/fWから12c/ｆＷの空間周波数成分が顔認識に関わることを示唆し

ているといえる。

Ｃｏｓｔｅｎａｔａｌ．（1994,1996）でも、先述したブロック化した画像と同時

にローパスフィルター、ハイパスフィルターで処理した画像を刺激として用

いて実験を行っている。課題、及び、提示時間等はブロック化による研究で

示したものと同じであった。まず、Ｃｏｓｔｅｎａｔａｌ．（1994）では、ローパス

フィルターで処理した画像のみを刺激とした。そして、正答率ではカットオ

フ周波数が５５c/ｆＷと10.5c/ｆＷの条件間（実験ｌ）、６c/ｆＷと11.5c/ｆＷの条件間

(実験２）に有意差が認められ、その間で正答率の大きな変化があった。た

だし、ブロック化した画像よりも全体に正答率が高く、典型な顔を用いた場

合でも（実験２）、６ｄｆＷのローパス条件で約65％、最も極端なローパス条
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件の4.5c/ｆＷでも60％以上の正答率であった。この結果は、低周波数成分で

も顔の認識はある程度可能であることを示してはいるが、Ginsburg（1980）

が主張するように低周波数成分のみで十分であるということを示していると

はいえない。反応時間の結果では、典型的な顔を刺激として使った実験２に

おいて、より高周波の領域でローパスフィルターを通した条件間、すなわち、

11.5c/ｆＷと22.5c/ｆＷの条件間にも有意差があり、ブロック化の場合と同じく、

より高い周波数領域でも認識に対する影響が認められた。

ＣｏｓｔｅｎｅｔａＬ（1996）は、ローパスに加え、ハイパスフイルターを通し

た画像も刺激として用いて実験を行った。設定した周波数カットの条件は、

4.5,6,11.5,22.5c/ｆＷの４条件だった。その結果、ローパスの条件は正答率、

反応時間共にＣｏｓｔｅｎｅｔａｌ．（1994）とほぼ同じになった。ハイパスの条件

では、正答率はどの条件でも50％以下と低かった。特に22.5c/ｆＷの条件では、

約25％と、その他の条件よりも有意に低くなった。一方、反応時間には有意

差がなかった。FiorentinietaL（1983）と比較すると、ローパス条件の結

果は一貫しているが、ハイパス条件の結果は、正答率の急激な低下が11.5

c/ｆＷから22.5c/ｆＷの間とやや高い周波数条件で認められたことと、4.5c/ｆＷの

カットオフ周波数の条件ではローパスの条件より成績がよくなっていない点

が異なった。後者の点については、ＣｏｓｔｅｎｅｔａＬは、FiorentinietaLの

場合、ハイパスフィルターをかけた画像の平均輝度を上げる操作をしている

ことが影響している可能性を指摘している。そのため、ＣｏｓｔｅｎｅｔａＬは、

平均輝度を上げた条件で再度検討を行っている。その結果、22.5c/fWでの正

答率低下が少なくなったものの、4.5c/ｆＷでの正答率は向上せず、Fiorentini

etaLと一貫した結果は得られなかった。Ｃｏｓｔｅｎｅｔａｌ．（1996）は、ブロッ

ク化、ローパスフイルターの条件で、６c/ｆＷと11.5C/ｆＷの間に正答率に急激

な変化があったことと、ハイパスフイルター条件で11.5c/ｆＷと22.5c/ｆＷの間

に急激な変化のあったことから、それぞれの中間の周波数である８ｄｆＷとl6

c/ｆＷの間の空間周波数成分が顔認識に利用されているのではないかと考察し
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ている。Fiorentinietal．（1983）の結果に対し、ＣｏｓｔｅｎａｔａＬと同様の

推論をすれば、６c/ｆＷと14c/ｆＷの間の情報が重要ということになる。従って、

Costenetal．（1996）の実験結果の方がやや高い空間周波数成分が顔認識

に利用されていることを示唆している。

Sergent（1986）は、顔写真をデジタル化した画像（以下、原画像）とそ

れに遮断周波数６c/ｆＷのローパスフィルターを通した顔画像を用いて、‘性別

判断、職業判断、人物同定の３種の顔認識課題における左右視野提示の効果

を比較した．用いた顔写真は、被験者が所属する心理学部の１６名のスタッフ

のもので、男女それぞれ半数、教授、または、教授以外のスタッフそれぞれ

半数が含まれていた。被験者は、割り当てられた課題に即して、左右いずれ

かの視野に100,sec間提示される刺激に対して反応することを求められた。

反応の指標には反応時間を用いた。その結果、まず、性別判断、職業判断、

人物同定の順で反応が早くなった。また、すべての課題で、原画像への反応

の方が、ローパスフィルターを通した画像より反応が早かった。左右視野提

示の影響は、原画像では人物同定と職業判断で右視野優位になったが、性別

判断では逆に左視野優位の傾向が認められた。しかし、ローパスフィルター

を通した画像ではいずれの課題でも左視野優位を示した。ローパスフィルター

によって、人物同定、職業判断課題に本来みられる右視野優位（左半球優位）

が消失し、逆に左視野優位（右半球優位）になったことは、ローパスフィル

ターによってカットされた６c/fW以上の周波数成分が人物同定、職業判断に

関わることを示唆している。一方、‘性別判断ではローパスフィルターを通し

た画像でも左右視野の優位性に変化がないことから、Sergentは６c/ｆＷ以下

の低空間周波数成分で判断可能であろうと考察している。ただし、性別判断

でも原画像への反応に比べ、ローパスフィルターを通した画像への反応の方

が遅い結果となっているので、低周波数成分のみが性別判断に関与している

と結論づけるのは問題であろう。以上、Sergentの結果は、顔認識過程に用

いられる空間周波数は被験者が行う課題に依存することを示唆しているが、
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人物同定過程では、６c/ｆＷ以上の空間周波数成分が重要であることを示して

いる。この最後に点に関しては、Ginsburg（1980）の研究とは矛盾するが、

その後の研究とは一貫しているといえる。

Peli，Lee，Trenpe，＆Buzney（1994）は、４cycles/faceheight（c/fh，

２c/ｆＷに相当）のローパスフイルターを通した顔画像と、中心周波数８c/ｆｈ

(４c/ｆＷに相当）で帯域幅１オクターブのパンドパスフィルターを通した顔

画像を合成した刺激を用いて、比較的低域の周波数成分が顔認識に及ぼす影

響を検討した。刺激に含まれる周波数成分は、パンドパスフィルターを通し

た画像のコントラストを０％、２５％、５０％、７５％、100％と５段階に設定す

ることで操作した。被験者の課題は、提示された刺激が有名人の顔か未知顔

かの既知性判断をすることであった。刺激提示時間は論文に記載されておら

ず、不明である。実験の結果、バンドパスフィルターを通した画像のコント

ラストが０％の場合と比較して、２５％以上の場合の方が既知性判断の成績が

有意によくなった．しかし、２５％以上のコントラストの条件間に有意な差は

認められなかった。この結果をもとにＰｅｌｉｅｔａ１．は、２c/ｆＷから４c/ｆＷ付

近の周波数成分の情報で顔認識が十分可能であると考察している。Ｐｅｌｉｅｔ

ａｌ、の研究は、視覚障害者に顔画像の低空間周波数成分を増幅して提示する

ことによって顔認識を向上させることができるかどうかを検討するために行

われたものであり、ここで紹介した実験結果は、健常者においても低空間周

波数成分を操作することによって顔認識の成績に影響を及ぼすことを確かめ

たものであった。そのため、ＰｅｌｉｅｔａＬの結果は、より高城の空間周波数

成分が顔認識に関与している可能性は否定するものではない。

ローパス・ハイパスフィルターを用いた研究をまとめると、まず、ローパ

スフイルターを用いた研究では、Ｈａｒｍoｎ（1973）とＰｅｌｉｅｔａＬ（1994）の

研究を除き、６c/fW以上の周波数成分が顔認識に重要であることが示されて

いる。一方、ハイパスフイルターを用いた研究では、１８c/ｆＷ付近以下の周波

数成分が顔認識に重要であることが示されている。ただし、ここでも反応時
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間を指標にするとより高城の周波数成分の関与が示唆されている。

４．バンドパスフィルターによる研究

Hayes,Morrone，＆Ｂｕｒｒ（1986）は、顔画像をパンドパスフィルターに

通し、それが顔認識に与える影響を検討した。用いたフィルターの通過帯域

はすべて1.5オクターブのもので、中心周波数は、３．２，６．４，１２．５，２５，５０c/ｆＷ

の５条件であった。被験者の課題は、あらかじめ提示されている４つの顔の

候補からテスト刺激の顔を選択することであった。テスト刺激の提示時間は

２secであった。その結果、正答率は中心周波数12,5c/ｆＷと25c/ｆＷの条件で約

80％と最もよくなった。そして、中心周波数が3.2c/ｆＷの条件では、ほとん

どチヤンスレベル（25％）まで成績が低下した。この結果から、Ｈａｙｅｓｅｔ

ａ１．は、２０dfW付近の情報が顔の認識に有用ではないかと考察している。

永山・吉田・利島（1995）は、帯域幅１オクターブのバンドパスフイルター

を中心周波数が6.2,12.4,24.8,49.7c/ｆＷの４段階で通した顔画像を用いて、

被験者に既知性判断を課している。顔刺激は既知顔、未知顔それぞれ８名ず

つであった。刺激提示時間は論文に記載されておらず不明である。まず、誤

答率では中心周波数6.2c/ｆＷの条件で平均約15％となり、その他の条件での

誤答率（10％以下）より有意に高くなった。反応時間では、中心周波数12.4,

24.8c/ｆＷの条件が6.2,49.7c/ｆＷの条件より有意に早い結果となった。これら

の結果は、顔の既知性判断はすべての周波数帯域である程度判断が可能なこ

とを示すが、特に12.4～24.8c/ｆＷの情報が重要であることを示唆している。

Niisimen（1999）は、３６６～29.4c/ｆＷを中心周波数とする２オクターブの

パンドパスフィルターを通した顔画像を用いて、顔認識に必要なコントラス

トの閾値（正答率レベルを084に設定）を測定した。被験者の課題は１sec

間提示された顔画像を20名の女性の顔写真から強制選択することであった。

その際、候補は常に提示されているので、マッチング課題であるといえるが、

事前にオリジナル画像での十分な練習を行っているので、同定課題に近い。
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結果は、中心周波数が６からl4c/ｆＷで最も低い認知閾となった。興味深いこ

とにこの範囲内の条件では、オリジナル画像での閾値よりも低くなった。こ

の点について、Niisanenは、顔認識に利用されない不要な情報がなくなっ

たために認知閾が低くなったと考察し、顔認識に利用される情報は狭い帯域

の空間周波数成分に限定されるのではないかとしている。

Gold，Bennett，＆Sekuler（1999）は、バンドパスフイルターを通した

顔画像に２次元ガウスノイズを付与した刺激を用いて顔認識に必要なコント

ラスト閾値（正答率レベルを0.67に設定）を測定した.被験者の課題は、４２７

，sec間提示された既知顔を10名のリストの中から選択することであった。

顔刺激は、髪型や輪郭を取り除いたもので、振幅スペクトルも統制されてい

た。採用したバンドパスフィルターは、帯域幅が１オクターブと２オクター

ブ、中心周波数は、それぞれ1.1～70.0c/fｈ（0.7～44.5c/ｆＷに相当)、1.5～49.5

c/fｈ（1.0～31.55c/ｆＷに相当）であった。帯域幅１オクターブの結果は、被

験者２名中いずれも認知閾が測定可能だったのは、中心周波数17.5c/fｈ（11.1

c/ｆＷに相当）のみであった。２名中１名は、8.8c/fｈ（5.6c/ｆＷに相当）でも認

知閾が測定できた。その他の条件では、設定したコントラスト内でチャンス

レベル以上の成績には達しなかった。帯域幅２オクターブでは、1.5c/ｆｈ

(1.0c/ｆＷに相当）以外の6.2～49.5c/fｈ（3-9～31.5c/ｆＷに相当）では認知閾が

測定可能であった。そして最も認知閾が低かったのは中心周波数6.2c/ｆｈ

(3.9dfWに相当）であった。

Parker＆Costen（1999）は、帯域幅１オクターブのバンドパスフイルター

を通した顔画像を用いて、顔認識に関与する空間周波数成分を検討した。彼

らの採用した課題はＣｏｓｔｅｎｅｔａｌ．（1994,1996）と同様に６名の未知顔の対

連合学習課題を行った後に、テスト期に提示された顔刺激の同定をすること

であった。ただし、今回の実験では、学習期とテスト期で観察角度の異なる

顔刺激を用いて、単なる画像の記憶課題になることを避けた（Hay＆

Young，1982)。中心周波数の条件は、2.46,5.22,11.1,23.6,50.15c/ｆＷの５
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条件であった。その結果、正答率では、すべての条件で70％以上となりいず

れの空間周波数成分でも認識可能であったが、中心周波数5.22,11.1,23.6

c/ｆＷの３条件が他の条件よりも有意によかった。反応時間の結果もほぼ同様

で、中心周波数5.22,11.1,23,6c/ｆＷの３条件が他の条件よりも有意に早かっ

た。ただし、反応時間では３条件間にも有意差があり、中心周波数5.22,

1L1c/ｆＷの条件の方が、23.6c/ｆＷより早い結果となった。従って、これらの

結果は、5.22～23.6c/ｆＷ付近の空間周波数成分が顔認識に重要であることを

示している。

以上、パンドパスフィルターを用いた研究は、それぞれの研究で用いた指

標が異なるので、まとめることは難しいが、ほとんどの研究で６～l5dfWの

帯域の重要性が示唆されていることと、通過させる帯域幅が広くなるとより

広い空間周波数帯域の関与が示される傾向が読みとれる。

５．マスキングによる研究

Tieger＆Ｇａｎｚ（1979）は、異なる空間周波数の２次元正弦波マスクを

かけた場合の顔の再認成績を比較し、最も顔の認識を妨害する周波数を特定

することを試みた。マスク刺激の周波数は５４，８２，１．１，２．２，３．９c/dの５条件

であった。被験者はマスク刺激のない状態で75の顔写真を２secずつ観察し

た上で、マスク刺激を加えた50のテスト刺激（ターゲットディストラクタ

それぞれ半数を含む）に対し、old-new判断を行った。その結果、2.2c/ｄ

(17.6c/ｆＷに相当'）の条件で最も再認成績が悪くなった。

Ntisimen（1999）も、一連の研究の中で、何種類かの周波数帯域のノイ

鰯Tieger＆Ｇａｎｚ（1979）は、ｃ/dのみで空間周波数を表示している。何人かの研究
者がTieger＆Ganzの用いた刺激の空間周波数をc/ｆＷに換算する試みを行ってい
るが、一貫した値になっていない。例えば、ＨａｙｅｓｅｔａＬ（1986）は、2.2c/dは、ｌ９
ｃ/ｆＷに相当するとしているが、Ｃｏｓｔｅｎｅｔａｌ．（1994)，ＧｏｌｄｅｔａＬ（1999）は、17.6

ｃ/ｆＷに相当するとしている。さらにNiisiinan（1998)，氷１１」（2000）は、l5c/ｆＷに

相当すると換算している。これらの違いは主に顔幅の測定方法に起因するものと考

えられる。ここでは、中間的値の17.6c/ｆＷに相当するものとしておく。
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ズを顔画像に付加し、それが顔認識に与える影響を調べている。ノイズの帯

域幅は４dfW、中心周波数は２～45c/ｆＷの10種類であった。採用した手続き

等は前節のバンドパスフイルターによる研究で説明したものと同一であった。

すなわち、被験者の課題は１sec間提示された刺激について2０（実験１）、ま

たは７（実験２）の顔写真の中から選択することであった。そして、顔画像

のコントラストエネルギーを変化させて正答率84％の認知閾を測定した。そ

の結果、閾値のピークは８～l3dfWの範囲になった。

これら２つの研究は、課題が異なるので単純に比較はできないが、一貫し

た結果は得られていない。

６．研究結果の非整合性を説明する要因の検討

以上、顔認識に関わる空間周波数成分を明らかにしようとした研究を概観

してきた。取り上げた研究の概要をTablelに示す。前述したように、それ

ぞれの研究結果は一貫してはいない。ここでは、これらの研究結果の非整合

性を説明しうる可能性のある原因としてしばしば取り上げられる測定の指標

や刺激提示時間の違いと採用した課題の違いについて考察するが、その前に、

これらの研究結果の比較を困難にする問題点について指摘する必要がある。

まず、永山（2000）も指摘するように、空間周波数を記述する単位が不統

一であることが指摘できる。脚注１に記載したように、視角を単位とした記

述より顔の大きさを単位とした記述の方が妥当であることが指摘されて以来

(Ｈａｙｅｓｅｔａ1.,1986)、顔幅を単位とした記述が多数を占めるようになって

いるが、最近では、顔の高さを単位とした記述もある。今回はそれらについ

ては筆者らが論文中の刺激をもとに顔幅を単位とした空間周波数に変換する

ことを試みたが、これは正確な変換とは言えない。やはり論文中に顔幅を単

位とした空間周波数の記述を書き加える必要があろう。

また、フーリエ解析にもとづく画像処理方法については、採用した遮断周

波数の条件やパンドパスフィルターの中心周波数の条件を含めて、研究者毎
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TnblelAsummaryofexperimentsthatexaminedhowdiffbrent

指標課題画像処理

既知顔の人物同定課題（?）正答率（?）ブロック化Ｈａｒｍoｎ（1973）

既知顔の人物同定課題正答率ぼかし（移動平均法）

同定（12から多肢選択）正答率GmsbergU980，1986〉低域通過

既知顔の人物同定課題正答率桐田・遠藤・阿部（]995）ぼかし（移動平均法〕

同定（６から多肢選択）正答率BBlchmann（1991）ブロック化

同定（６から多肢選択） 正答率

反応時間

Costenet8LL（1994）ブロック化

正答率

反応時間

低域通過 〃

同定（６から多肢選択）正答率

反応時間

ブロック化
〃

Costenetal．（1996）

正答率

反応時間

低域・高城通過 〃

同定（９から多肢選択）正答率Fio“ｎｔｉｍｅｔａｌ.（1983）低域・高城iii渦

既知顔同定，職業判断反応時間

性判断

低域通過（６dfW）SergentO986）

低域通過（４c/fh〕に中心周既知性判断

波数８dfh帯域通過（１オク

ターブ）を付与

オリジナルのＡ’

との比率

Ｐｅｌｉｅｔａｌ．（1994）

Ｈａｙｅｓｅｔａｌ．（1986）帯域通過（Ｌ5オクターブ）マッチング（４から選択）正答率

正答率

反応時間

永山・吉田・利島（1995）帯域通過（１オクターブ）既知性判断

帯域通過（２オクターブ）同定(20または7から多H】鑓#、認知閥の対比鰺。Misdnen（1999）

帯域ノイズ 〃 〃

帯域通過（ｌオクターブ）に有名人の人物同定（10から認知閥の対比…

２次元のガウスノイズを付与選択）

ＧｏｌｄｅｔＢｌＬ（1999）

帯域通過（２オクターブ）に〃

２次元のガウスノイズを付与

〃

Parker＆Costenq999）帯域通過（１オクターブ）同定（６から多肢選択）正答率

反応時間

Tieger＆GanzO979）正弦波格子マスク 再認記憶課題 。,

.CostenetaL（1996）の推論を適用
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spatialhPequencycontentscontributetoftlcerecogmtion．

提示時間 結果 顔認識に重要な周波数帯城

不明l6x16のブロック化（８c/ｆＷ以下）で認知閏 ＢＵｆＷ以上

不明顔画像の約20％の窓枠でのぼかしで約60％の正答率

不明４c/fwの低域通過で同定可能（正答率は不明） ４c/ｆＷ以下

2sec顔画像の約９％の窓枠でのぼかしで同定率50％以下

l-lOOml5p/fＷ（7.5dfW）で50％以下、１８p/fW以上は成綱変化なし 7.5-9ｄＩＷ

l00msecl2p/ｆＷと23p/ｆＷの間に有意な成績の変化（約50％-約70％）

l2p/ｆＷと42p/ｆＷの問に有意な変化
6-11.5ｄｆＷ

６－２１ｄｆＷ

6c/ｆＷとlL5dfWの間に有意な成績の変化（約65％-約75％〕
6ｄｆＷと21c/ｆＷの間に有意な変化

〃

6-11.5c/fＷ

６－２１ｄｆＷ

lOOmsecl2p/ｆＷと23p/ｆＷの間に有意な成綱の変化（約45％-約55％）
２３p/ｆＷと42p/ｆＷの間に有意な変化

６－lL5dfW

l1.5-21.1Ｗ

低域通過では、6-11.5c/ｆＷで．高城通過ではlL5-25c/ｆＷで有意な変化
高城通過では有意差なし、低域通過では、4.5-22.5c/ｆＷで有意な変化

〃
８－l6dfW

i1.5-22.5c/fＷ

lOOmsec5ufWで、低域通過より高城通過の方が成繍よい

低域通過では、５－８c/ｆＷで、高域通過では８－１２c/ｆＷで有意な変化
5-12c/fＷ（６－１４c/fW*）

100,sec原画では左視野優位、低域通過では、右視野優位
原画、低域通過ともに右視野優位

６c/ｆＷ以上

６dfW以下

不明帯域通過フィルター成分の含有率の変化に伴い成績が変化 ４－８ｄｆｈ（２－４c/fW）

ｌ６ｕｆＷの関与も認める

2sec中心周波数12.5,25c/fWで最もよい成繍（約80％〉 12.5-25ｄｆＷ

不明 中心周波数6.2の条件で他の条件よりも多い誤答率（15％〕
中心周波数12.4,24.8c/ｆＷの条件で他より有意に早い反応

6.2ｄｆＷ以上

124-24.8c/fＷ

100,sec中心周波数６－１４dfWで．最も低い認知閾 ６－１４c/fＷ

〃 中心周波数8-13c/fWで、最も低い認知I:側 ８－１３ｄｆＷ

427,sec２名中１名は中心周波数8.8-17.5dlhでチヤンスレペル以上の識別
他の１名は、中心周波数17.5c/fhのみでチヤンスレペル以上の識別

8.8-17.5c/ｆｈ

(5.6-11.IdfW）

中心周波数6.2-49dfhでチヤンスレペル以上の識別、6.2c/fhが最もよい6.2-49c/ｆｈ〃

（3.9-31.5c/1Ｗ）

中心周波数5.22-23.6c/fWで最もよい成績

中心周波数5.22,11.ＩＣ/1Ｗの条件で早い反応、23.6dfWが次に続く

不明 5.22-23.6c/fＷ

5.22-23.6c/fＷ

２sec17.6c/ｆＷで最も低い再認成績 17.6dfW付近

.､閾値レベル：正答率84％ …閾値レベル：正答率67％
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に異なる方法を用いているといってもよい状況にある。これは、視覚情報処

理の特性について空間周波数の観点から検討する際の望ましい方法について

研究者間で一致しないままに研究が進められていることを示している。この

状況では、それぞれの研究結果について厳密な比較検討を行うことが不可能

で、かなり大まかなものにならざるを得ない。

それでは次に、刺激提示時間や反応指標の違いから、今回概観した研究に

ついて検討を試みる。刺激提示時間や反応指標の違いが結果に影響を及ぼす

のは、低・高空間周波数成分の情報伝達に関わる神経節細胞が異なるためで

あると考えられている（Breitmeyer＆Ganz，1976)。低空間周波数成分は、

伝導速度の速い一過性のチャンネルによって、高空間周波数成分は伝導速度

の遅い持続性のチャンネルによって、それぞれ情報伝達が行われている。従っ

て、短い提示時間の場合や反応時間を測度とする場合、低空間周波数成分の

情報の処理が有利に行われることが予測される。

この観点から、ここで引用した研究を検討してみると、まず、正確な提示

時間の記載がない文献がいくつかある。そのため、すべての研究結果につい

て刺激提示時間の観点から検討することができない。提示時間の記載のある

ものでは、Ｃｏｓｔｅｎｅｔａｌ．（19941996）をはじめとして、lOOmsecの短時間

提示を採用しているものが多い。そして、そのほとんどは顔認識に関わる周

波数帯域としてl0dfW以下の帯域を含めている。一方、ＨａｙｅｓｅｔａＬ（1983）

やTieger＆Ｇａｎｚ（1979）など、２sec提示を採用しているものがいくつか

あるが、それらはいずれもlOc/fW以上のやや高城の空間周波数成分の関与を

示唆している。従って、短時間提示の場合は低空間周波数成分が優位となり、

提示時間が長くなるとより高城の空間周波数成分が優位になる傾向が読みと

れ、低・高周波数成分を伝達する神経節細胞の違いで結果を説明できる可能

性がある。

反応時間については、確かに正答率を指標とした場合と異なる様相が認め

られるが、反応時間を指標とすることによって低空間周波数成分の関与が優
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位になるということはなく、どちらかというと関与する帯域幅が広がる傾向

が認められる（CostenetaL，1994,1996；永山ら，1995)。従って、反応時

間と正答率を指標にとった場合の結果の違いは、単純に低・高周波数成分を

伝達する神経節細胞の違いで説明できない。むしろ、反応時間は、正答率よ

り空間周波数成分の操作に対する感度がよく、より広い帯域幅の空間周波数

成分の関与を明らかにしていると言えるかも知れない。

最後の課題の違いについては、前述したように、Sergent（1986）が、顔

認識過程でも性別判断は低空間周波数成分のみで十分可能だが、人物同定や

意味判断には６c/fW以上の空間周波数成分が関わることを示している。しか

しながら、ここで取り上げた研究は、顔認識過程の中でも主に人物同定過程

に関わる空間周波数成分を特定することを目的としているものなので、この

Sergent（1986）の主張で結果の非一貫性を説明することはできない。

空間周波数成分の課題依存性について、しばしば主張されるのが、マッチ

ング課題と人物同定課題の違いである。Sergent（1986）は、マッチング課

題の場合は低空間周波数成分で十分可能だが、人物同定課題にはより高域の

空間周波数が関与するとして、Ｈａｒｍoｎ（1973）のぼかしの研究結果と

Fiorentinietal．（1983）の結果の違いを説明している。しかし、Wenger

＆Townsend（2000）は、課題と空間周波数の関係について相反する主張

をしている。すなわち、彼らは、マッチング課題には高城空間周波数が関与

し、再認記憶課題には、低域空間周波数が関与すると主張している。実際に

Ｈａｙｅｓｅｔａｌ．（1986）のようにマッチング課題を採用した実験において、比

較的高域の空間周波数成分の関与を示した研究もある。また、Parker，

Lishman，＆Hughes（1996）も、継時提示した顔のマッチング課題では、

５c/ｆＷ以下の情報よりも320/ｆＷ以上の情報の方がより有効な手がかりとなる

ことを示している。従って、いずれの主張でも課題依存によってすべての結

果を一貫して説明できるわけではない。
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７．結論

顔認識に関与する空間周波数成分を特定しようと試みた研究について概観

し、それらの結果の不整合性の原因について検討してきた。そして、刺激提

示時間や測定指標の違いは結果に一定の影響を与えてはいるが、被験者の課

題の違いは結果に一貫性のある影響を与えているとはいえないことを考察し

てきた。

ここまでは、研究結果の異なる側面に注目してきたが、前述のように研究

結果の差異を詳細に検討できない現状を考慮すると、Parker＆Costen

(1999）やKornowski＆Petersik（2003）のように、結果の非整合性より

も、大まかな一貫した傾向に注目することに役があると思われる。その一貫

した全体的傾向としては、次の２点が指摘できよう。１つは、Ｈａｒｍｏｎ

(1973）やGinsburg（1978,1980）のような比較的初期の研究を除いては、

低空間周波数成分のみが顔認識に関与しているという結果は示されていない

ことである。２つ目は、概ね６c/ｆＷから、２０c/ｆＷの範囲内の空間周波数成分

を顔認識に重要な情報としていることである。

最初の点については、Parker＆Costen（1999）はさらに論を進めて、

我々は低空間周波数成分からも高空間周波数成分からも顔の認識が可能で、

顔の認識に必要不可欠な特定の帯域の空間周波数成分があるわけではないと

主張している。確かに今回概観した研究を見ても、例えばＧｏｌｄｅｔａＬ

(1999）のように困難な認識課題を採用しない限り、空間周波数成分を操作

したどのような条件でも課題達成が困難になるということはまれであった。

さらに最近のＬｉｕｅｔａｌ．（2000）やKornowski＆Petersik（2003）の研究

では、顔の記憶課題において学習期とテスト期に提示される顔画像の空間周

波数成分が完全に重複していなくてもチャンスレベル以上の記憶成績が認め

られることと、学習期とテスト期の空間周波数成分の重複の程度が記憶成績

に影響することを示し、Parker＆Costenの主張を裏付けている。２つ目

の点については、Parker＆Costen（1999）とKornowski＆Petersik
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(2003）は、おおよその空間周波数成分と断りながら、それぞれ８－１６c/ｆＷの

領域と、８－l7dfW付近の領域を顔の認識にとって比較的重要な帯域として

いる。我々の主張はそれより多少広いが、この差は特に重要ではなく、比較

的中城の空間周波数成分の情報が顔認識にとって重要であるとする点で一致

している。

顔認識にとって低空間周波数成分よりもむしろ中城の空間周波数成分が重

要であると考えた場合、本論の最初にあげた全体的情報は低空間周波数成分

に、部分』情報は高空間周波数成分に置き換えるといった単純な図式で、空間

周波数の観点からの研究と顔認識に対する全体的情報の重要性を示した研究

とを対応させることができないことになる。そして、この中域の空間周波数

成分の情報と顔認識に関わる全体的情報とどのように関係しているかを明ら

かにすることが今後の課題として残る（松嵜・佐藤，2000)。

最後に、顔認識に用いられる情報を空間周波数の観点から研究することに

関して何人かの研究者から疑問視されていることも指摘しておく必要があろ

う。Bruce（1988）は顔の認識が著しく損なわれる倒立提示の操作と空間周

波数の操作は独立に行えることから、顔認識過程の特性は空間周波数には反

映されないのではないかと指摘している。実際に倒立効果と空間周波数の操

作の効果は独立であることが示されている（永山ら，1995)。これと関連し

て、ＮｅｗｃｏｍｂｅｔａＬ（1989）は、また、顔認識の障害と空間周波数のコン

トラスト感受性の障害に２重解離が認められることを示している。Young

＆Bruce（1991）は、この知見を根拠の一つとして、顔認識の高次の表象

には広域の空間周波数成分から抽出した情報が含まれていると主張している。
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