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あらまし ROC 曲線は，1 対 1 認証や特定物体検出等の 2 クラス識別問題において，照合度に対する受入れ
しきい値を変化させたときの偽陽性率と偽陰性率のトレードオフを示す曲線である．本論文では，観測品質や状
況変化の度合に関連した信頼度付きの照合度に対して，受入れ（検出）しきい値を信頼度に応じて適応的に制御
する手法を提案する．ROC 曲線全体の最適化の観点に基づくと，照合度と信頼度の二次元空間におけるしきい
値曲線群が，偽陽性率と偽陰性率の和であるベイズ誤り率に対する受入れ率による微分値で定義される誤りこう
配の等値線と一致することを示す．シミュレーションデータ及び実データを用いた実験により，提案手法を用い
ることで，従来の固定しきい値制御と比較して性能が向上すること，また，従来の z 標準化と比較してより少な
い計算量で同等程度の性能を実現可能であることを確認した．

キーワード ROC 曲線，受入れしきい値，信頼度，誤りこう配

1. ま え が き

2クラス識別問題は，特定物体検出や 1対 1認証等

のパターン認識において広く扱われる基本的な問題で

ある．例えば，顔検出においては顔・非顔の 2クラス

の識別に基づく手法が近年盛んに研究されており [1]，

人物検出においても同様に人物・非人物の 2クラス識

別による手法が主流となっている [2]．また，生体情報

による 1対 1認証（例えば，指紋認証によるアクセス

コントロールシステム）においては，登録時と入力時

の生体情報が同一人物かどうか，すなわち，本人か他

人かの 2クラス識別を行っていることになる．いずれ

の場合においても，顔らしさや人らしさの（認証）ス

コア，また登録時と入力時の特徴間距離，といったよ

うな何らかの評価尺度が計算され，その評価尺度とあ

らかじめ定めた受入れしきい値との大小によって，顔・

人物・本人として受け入れる（正例とみなす）か拒否

する（負例とみなす）かを判断することとなる．

これらの 2 クラス識別問題における性能は，通常，
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二つの誤り率によって評価される．一つは，入力が負例

であるにもかかわらず正例として受け入れてしまう偽

陽性率（第一種過誤，False Acceptance Rate：FAR，

ともいう）であり，もう一つは，反対に，入力が正例

であるにもかかわらず負例として拒否してしまう偽陰

性率（第二種過誤，False Rejection Rate：FRR）で

ある．例えば，アクセスコントロールシステムにおい

ては，他人受入れ誤り率が偽陽性率にあたり，本人拒

否誤り率が偽陰性率にあたる．偽陽性率と偽陰性率は

当然のことながら受入れしきい値に依存しており，受

入れしきい値を厳しくすると偽陽性率が下がる一方で

偽陰性率が上がり，反対に受入れしきい値を緩めると

偽陽性率が上がり偽陰性率が下がる．このような擬陽

性と偽陽性のトレードオフの関係を示したものが，受

信者操作特性 (ROC)曲線 [3]であり，2クラス識別問

題の性能評価に標準的に用いられている．

一方，識別性能は，観測の品質や登録時と入力時の

状況変化の度合によって大きく影響されることが知ら

れている．観測の品質に関わるものとしては，顔検出

や人物検出における画像解像度，音声による話者特定

における SN比 [4]，指紋認証におけるセンサの違い [5]

が挙げられる．また，登録時と入力時の状況変化とし

ては，顔認証における照明変化 [6]，歩容認証における
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方向変化 [7]，歩行速度の違い [8]，服装変化 [9]等が考

えられる．同じ状況であれば識別可能であった正例と

負例に対しても，観測の品質が悪化することや，状況

変化が大きくなることで，識別が困難になる．

特に生体認証の分野では，これら観測の品質や状

況変化の度合を信頼度 (Quality measure)と呼び，信

頼度に関する研究が盛んに行われている [4], [5], [10]～

[25]．また，信頼度の利用例としては，複数サンプル・

特徴・識別器によって得られる複数の認証スコアを効

果的に統合する手法 [17], [26]や認証スコアを正規化す

る手法 [22]，異なるモードの生体認証のスコアを統合

する手法 [18], [27]が挙げられる．

加えて，認証スコアと信頼度の間にある関連性に着

目した研究として，Kryszczukらは [16]は，Evidence

spaceと呼ばれる認証スコアと信頼度からなる空間に

おいて最適な識別面を求めることで識別性能を改善す

る手法を提案している．しかし，手法 [16]においては，

Evidence space における一つの識別面が与えられる

のみであることから，ROC 曲線全体ではなく ROC

曲線上の一点で表現される一組の偽陰性率と偽陽性率

が与えられることになる．

これらの考察に着目して，本論文では，状況変化の

度合いを示す信頼度に基づいて，受入れしきい値を適

応的に制御することで，ROC 曲線全体を最適化する

手法を提案する．これにより，ROC 曲線上の全点に

おいて，許容偽陰性率が規定されたもとでの偽陽性率，

または，許容偽陽性率が規定されたもとでの偽陰性率

を最小化する．本研究では，主にアクセスコントロー

ルシステムにおける 1対 1認証を例に取り上げて説明

を行うが，提案手法自体は特定物体検出等を含む一般

の 2クラス識別問題に適用できる点に注意されたい．

本論文の構成を以下に示す，2.で関連研究について

述べ，3.で信頼度に基づく適応的なしきい値制御手法

について述べる．4.でシミュレーションデータ及び実

データを用いた実験について述べ，5. で考察を行う．

最後に 6.で結論と今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

各種応用における信頼度：生体認証の分野では信頼

度に関する研究が数多くなされており，信頼度に基づ

く性能予測等への応用がなされている．指紋認証の研

究分野では，Grotherら [12]が，サンプルの品質に基

づく信頼度を提案しており，Fernandez ら [5] が，指

紋の取り込み装置の違いによる観測品質に着目した

信頼度を提案している．また，音声による話者認識の

分野では，従来の音声信号の SN比に基づく信頼度に

加えて，ユニバーサル背景モデルゆう度 (UBML) と

呼ばれる信頼度が導入され，性能予測に用いられて

いる [4]．また，虹彩認証の分野では，従来より虹彩

の隠蔽やぶれに基づく信頼度が用いられてきており，

Krichenら [13]は，混合ガウス分布モデルを用いて隠

蔽やぶれを安定に検出することで，確率的な枠組みで

信頼度を算出する手法を提案している．筆跡鑑定の分

野では，Muller ら [14] がストローク数，書き速度の

平均，曲率の絶対値の平均を信頼度として，性能との

相関を調査している．

信頼度による認証性能向上：信頼度と認証スコアの

間にある相関性を利用して，システム全体としての認

証性能を向上させる研究も行われている．Weinら [11]

は，指紋認証において信頼度として画像品質を用い，

信頼度に応じたしきい値を用いることで検出率を向上

させる手法を提案している．Kryszczukら [6]は，顔

認識において登録時と入力時の照明の不整合度合を

自動的に推定して信頼度として用いることで，誤認識

を低減させる手法を提案している．また，顔認識にお

いて，認証スコアと信頼度の相関性に基づいて認証性

能を向上させる Q-Stack と呼ばれる手法 [16] や，局

所性保存投影 (LPP) を用いた複数信頼度による認証

手法 [24]も提案されている．更に，Kryszczukら [10]

は，認証スコア等によって算出される信頼度に基づい

て，信頼性の低いサンプルを棄却する手法を提案して

いる．

認証スコアの正規化：正規化後の認証スコアに対し

て一定のしきい値で判定することと，正規化前の認

証スコアに対して適応的なしきい値で判定すること

は，原理的に等価であることから，認証スコアの正規

化の研究も深く関連しているといえる．Auckenthaler

ら [28]は，負例の分布に基づく正規化を提案しており，

Pohら [29]は，正例と負例に対する相関比に基づく被

験者ごとの正規化を提案している．他にも，他人受入

れ誤りと本人拒否誤りの等誤り率 (EER：Equal Error

Rate)に基づく被験者ごとの正規化手法 [30]，ベイズ

則に基づく正規化手法 [31]，被験者ごとの正例サンプ

ル数の不足を補うために，被験者をグループ化して，

グループごとに正規化を行う手法 [32]等，数多くの手

法が提案されている．また，信頼度に依存した認証ス

コアの正規化手法 [22]も提案されている．

認証スコアの統合：認証スコアと信頼度を組み合わ
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せることで認証性能を向上させる研究に対して，異な

る特徴，異なる識別器，異なるモダリティーから得ら

れる複数の認証スコアを統合する研究も行われている．

特に，生体認証の分野では，マルチモーダルバイオメ

トリックスに関する研究 [27] が盛んに行われており，

認証スコアの統合の際には信頼度が用いられることも

多い．

特徴レベルの統合例としては，指紋認証の Level1,

2, 3特徴を信頼度により統合する手法 [15]，音声認識

における静的・動的パラメータの統合 [26]等が挙げら

れる．また，識別器の出力（スコア）レベルの統合例

としては，顔認証の分野における複数識別器の信頼度

に基づく統合手法 [17], [20]が挙げられる．

また，マルチモーダルバイオメトリックスの組合せ

の例としては，指紋と顔 [23]，指紋と声紋 [19]，顔と

声紋 [18], [33]，指紋と虹彩 [21]と，様々なものがあり，

各モダリティーの認証スコアを信頼度によって統合す

ることで，単独のモダリティーと比べて高い認証性能

を達成している．

3. 適応的受入れしきい値制御

3. 1 ROC曲線

本節では，提案手法の定式化の事前準備として，

ROC 曲線の導入を行う．1 対 1 認証においては，登

録と入力の特徴間で距離（相違度）・類似度といったよ

うな何らかの評価尺度が計算される．本論文では評価

尺度として距離を取り上げるが，類似度を評価尺度と

する場合にも符号を逆転させることで同様に扱うこと

ができる．距離を評価尺度とすると，当然のことでは

あるが，同一クラス同士の例（正例と呼ぶ）に対して

は距離が小さくなり，異なるクラス同士の例（負例と

呼ぶ）に対しては距離が大きくなることが望ましい．

例として，図 1 (a)に示すように，正例と負例に対

(a) PDF (b) ROC 曲線

図 1 正例と負例の距離 PDF の例と ROC 曲線
Fig. 1 PDF of distances for positive and negative

samples and ROC curve.

する距離の確率密度関数 (Probability Distribution

Function：PDF)と，受入れしきい値 T が与えられた

とする．この場合，面積AFRが本人拒否誤り率 (False

Rejection Rate：FRR) を，面積 AFA が他人受入誤

り率 (False Acceptance Rate：FAR)に対応する．こ

こで，もし，受入れしきい値をより厳しい値 TT (< T )

へと変化させた場合には，FRR が大きくなる一方，

FAR が小さくなる．反対に，受入れしきい値をより

緩い値 TL(> T )に変化させた場合には，FRRが小さ

くなる一方，FAR が大きくなる．極端な場合でいう

と，受入れしきい値を極限まで厳しくして−∞に設定
すると，全てのサンプルが拒否されるので，FRR が

100%で FARが 0%ということになり，反対に受入れ

しきい値を極限まで緩くして +∞ に設定すると，全

てのサンプルが受け入れられるので，FRR が 0%で

FARが 100%ということになる．

よって，受入れしきい値を一番厳しい値（例えば

−∞）から一番緩い値（例えば +∞）まで連続的に変
化させると，図 1 (b) にあるような FRR と FAR の

トレードオフ曲線が得られ，それがいわゆる ROC曲

線 [3]となる．

ROC曲線が与えられると，該当する 1対 1認証シ

ステムの管理者は，あらかじめ設定した許容 FRRま

たは FARに基づいて適切なしきい値を決定すること

や，FRRと FARのトレードオフを考慮して，例えば

それらが等しくなる誤り率 (Equal Error Rate：EER)

になるようにしきい値を設定することができるように

なる．

また，ROC曲線は 1対 1認証システムの性能評価

にも用いられる．当然のことながら，システムとして

は，正例と負例の距離の PDFが良く分離されており，

FRRと FARの両方の値を小さく抑えられることが望

ましい．つまり，図 3（上段）にあるように，PDFが

良く分離されていて，ROC 曲線が左下の原点に寄っ

ているほど，性能が良いことを示す．反対に，図 3（下

段）にあるように，PDFの重なりが大きく，ROC曲

線が原点から離れているほど，性能が悪いことを示し

ている．

このような性能の違いは，システムに用いられてい

る認証手法のみならず，与えられる正例と負例の識別

難度によっても大きく左右される．例えば，ある特徴

量と照合基準を備えた歩容認証システムがあったとし

て，登録時と入力時で歩行速度・観測方向・服装が同じ

場合には正例と負例の識別は比較的容易であり，ROC
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曲線は原点付近に寄ってくる．しかし，同じシステム

に対して，登録時と入力時で異なる状況下での特徴が

与えられた場合には，正例と負例の識別は困難になり，

ROC曲線は原点から離れてしまう．

ここでは，そのような登録時と入力時の状況の類似

度を「信頼度」として見積もることができるものとす

る．例えば，速度変化を伴う歩容認証の場合は，追跡

結果から速度差を計算して，速度差が小さいほど高い

信頼度を与えることができる．

受入れしきい値は，通常，信頼度とは関係なく一斉

に上げ下げされるので，信頼度に対しては一定値で推

移する．その一方，先の例にあるように信頼度によっ

て性能が大きく変化する場合には，受入れしきい値を

信頼度に応じて適応的に制御することで，全体性能を

改善することができる．

ただし，信頼度に応じた適応的なしきい値制御のた

めには，代表的な信頼度ごとに正例と負例の PDF及

び ROC曲線を事前に構築しておく必要があるが，実

際に，認識対象者からそのようなデータを大量に収集

することは現実的ではない．そこで，認識対象外とな

るような学習用被験者，例えば会社の同僚や研究室の

学生等を対象として，正例と負例の学習データを収集

することで，適応的しきい値制御の学習を行うものと

する．

次節以降では，この適応的なしきい値制御の方法に

ついて述べる．

3. 2 2値信頼度に対する例

本節では，適応的受入れしきい値制御の直観的理解

を助けるための簡単化された例を示す．まず，正例と

負例が距離と信頼度の領域において図 2 に示すように

分布していると想定する．ここでは簡単化のために，

信頼度を大まかに二つに分類して考える．一つは，正

例・負例の分布が良く分離されている高信頼度（図 2

右半分）であり，もう一方は正例・負例の分布が重なっ

ている低信頼度（図 2 左半分）である．更に，各信

図 2 距離と信頼度の分布
Fig. 2 Distribution of distance and quality measure.

頼度に対する距離の PDF と ROC 曲線が図 3 のよ

うになっているものとして，低信頼度と高信頼度にお

いて FAR が 0%を満たす受入れしきい値の上限値を

それぞれ T L
NoFA と T H

NoFA(> T L
NoFA)とする．また，

FRRが 0%を満たす受入れしきい値の下限値をそれぞ

れ T L
NoFR と T H

NoFR(< T L
NoFR)とする．

次に，信頼度にかかわらず一定のしきい値制御を行

う従来の ROC曲線の生成過程について考える．最初

に，受入れしきい値を−∞に設定し，そのしきい値を
徐々に緩めて大きくしていくことで，正例を徐々に受

け入れていく．このとき，受入れしきい値 T L
NoFA に

達するまでは，両方の信頼度において負例の受入れは

生じない．受入れしきい値 T L
NoFAから T H

NoFAの区間

においては，受入れしきい値が増加するにつれて，高

信頼度ではやはり負例の受入れがない一方，低信頼度

では負例の一部が受け入れられる（図 3 (a)の灰色部

分）．更に受入れしきい値が増加して T H
NoFR に達する

と，高信頼度に対しては全ての正例が受け入れられる

一方，低信頼度に対してはまだいくらかの正例が残っ

ていることになる．よって，受入れしきい値が T H
NoFR

から T L
NoFR に増加すると，低信頼度に対しては正例・

負例の両方が受け入れられるのに対して，高信頼度に

対しては負例のみが受け入れられる．

このことから考察すると，次のようなより良い受入

れしきい値の制御方法があることが分かる．まず，先

と同様にして受入れしきい値 T L
NoFA まで進めた後，

低信頼度に対する不必要な負例の受入れを避けるため

(a) PDF (b) ROC 曲線

図 3 高信頼度（上段）と低信頼度（下段）に対する PDF

と ROC 曲線
Fig. 3 PDFs and ROC curves for high (top) and low

(bottom) quality measures.
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に，低信頼度に対する受入れしきい値の増加を止めて

おき，高信頼度に対する受入れしきい値を T H
NoFA ま

で増加させる．また，受入れしきい値が T H
NoFR に達

した後は，負例のみを受け入れる高信頼度に対する受

入れしきい値の増加を止めて，多少なりとも正例の存

在する低信頼度に対する受入れしきい値を T L
NoFR ま

で増加させる．

このように，高信頼度と低信頼度に対して受入れし

きい値の進行度合を変化させることにより，不要な負

例の受入れを抑えて全体の性能を改善することができ

ることが分かる

3. 3 定 式 化

本節では，前節で述べた例を拡張して，受入れ率や

ベイズ誤り率を導入することで，一般的な適応的受入

れしきい値の制御手法を定式化する．最初に定式化に

必要な変数や関数等を定義する．

まず，正例と負例に対する距離 tと信頼度 cの PDF

をそれぞれ P P (t, c)，P N (t, c)と定義する．次に，あ

る信頼度 cに限定した場合における各 PDFの非零要

素の距離集合をそれぞれ T P (c)，T N (c)とし，その集

合における下限と上限の距離をそれぞれ以下のように

定義する．

tP
min(c) = min

t∈T P (c)
t, tP

max(c) = max
t∈P P (c)

t (1)

tN
min(c) = min

t∈T N (c)
t, tN

max(c) = max
t∈T N (c)

t (2)

ここで，正例と負例の PDFを比較すると，一般的に，

正例がより小さい距離の側に分布し，負例がより大き

い距離の側に分布することから，以下の仮定を置く．

tP
min(c) < tN

min(c), tP
max(c) < tN

max(c) (3)

次に，正例・負例を含めた全体の受入れ率 r̄A（定義

域 [0, 1]）と信頼度 c によって決まるしきい値関数を

T (r̄A, c)として導入する．ここで，全体の受入れ率 r̄A

をある値（例えば r̄A,i）に固定すると，図 4 (a)に示

すような距離と信頼度の二次元空間 (t, c)におけるし

きい値曲線 t = T (r̄A,i, c)が決まる．また，全体の受

入れ率 r̄A を小さくする（例えば r̄A,i−1(< r̄A,i)）と，

しきい値曲線はより厳しい側へ移動し，逆に大きくす

る（例えば r̄A,i+1(> r̄A,i)）と，しきい値曲線はより

緩い側へ移動する．

加えて，しきい値関数 T 及び全体の受入れ率 r̄A は，

以下の性質を満たすものとする．

(a) しきい値曲線 (b) ROC 曲線

図 4 しきい値曲線と受入れ率とベイズ誤り率の領域にお
ける ROC 曲線

Fig. 4 Threshold curve and ROC curve in the domain of

acceptance rate and Bayes error rate.

T (0, c) = tP
min(c), T (1, c) = tN

max(c) (4)

∂T

∂r̄A
≥ 0 (5)

r̄A =
R̄FA(r̄A; T ) + 1 − R̄FR(r̄A; T )

2
(6)

ここで，式 (4) は，式 (1)，(2)，(3) に基づいて決ま

るしきい値関数の境界条件であり，式 (5)はしきい値

関数の広義単調増加条件である．また，R̄FA と R̄FR

は，信頼度ごとのしきい値を T (r̄A, c)に設定したとき

の全体の FAR と FRR であり，それぞれ以下で定義

される．

R̄FA(r̄A; T )=

∫ ∫ T (r̄A,c)

−∞
P N (t, c)dtdc (7)

R̄FR(r̄A; T )=1−
∫ ∫ T (r̄A,c)

−∞
P P (t, c)dtdc (8)

更に，全体のベイズ誤り率 r̄E を以下で定義する．

r̄E =R̄E(r̄A; T )=
R̄FA(r̄A; T )+R̄FR(r̄A; T )

2
(9)

これより，図 4 (b)に示すように，FARとFRRの領域

で定義されていたROC曲線を，受入れ率 r̄Aとベイズ

誤り率 r̄E の領域におけるROC曲線 r̄E = R̄E(r̄A; T )

として再定義することができる．

次に，ある信頼度 cに限定した場合の重み付き受入

れ率 rc
A を以下のように定義する．

rc
A =

Rc
FA(rc

A)WN(c)+(1−Rc
FR(rc

A))WP(c)

2
(10)

ここで，W P (c)とW N (c)は信頼度 cにおける正例と

負例の比率を表す重みであり，平均信頼度分布 P (c)
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を用いてそれぞれ以下のように表される．

W P (c)=
P P (c)

P (c)
，W N (c) =

P N (c)

P (c)
(11)

P (c)=
P P (c) + P N (c)

2
(12)

P P (c)=

∫
P P(t, c)dt, P N(c)=

∫
P N(t, c)dt (13)

また，Rc
FA と Rc

FR は，信頼度ごとの FAR と FRR

であり，以下のように定義される．

Rc
FA(rc

A) =

∫ T c(rc
A

)

−∞
P N (t|c)dt (14)

Rc
FR(rc

A) = 1 −
∫ T c(rc

A)

−∞
P P (t|c)dt (15)

ここで，P N (t|c)と P P (t|c)は，信頼度 cの条件下で

の距離 t の PDF であり，T c は信頼度ごとに式 (10)

を満たすように個別に決定されるしきい値関数である．

また，信頼度ごとの受入れ率 rc
A は，全体の受入れ率

r̄A に対して以下の関係を満たす．∫
rc

AP (c)dc = r̄A (16)

更に，信頼度ごとの重み付きベイズ誤り率を以下で定

義する．

rc
E =Rc

E(rc
A)=

Rc
FA(rc

A)W N(c)+Rc
FR(rc

A)W P(c)

2
(17)

また，信頼度ごとのベイズ誤り率 rc
E は全体のベイズ

誤り率 r̄E に対して以下の関係を満たす．∫
rc

EP (c)dc = r̄E (18)

最後に，信頼度ごとにベイズ誤り率 rc
E を受入れ率 rc

A

で微分した誤りこう配 gc(rc
A)を以下で定義する．

gc(rc
A) =

drc
E

drc
A

∣∣∣∣
rc

A

=
drc

E/dt

drc
A/dt

∣∣∣∣
t′

=
P N(t′|c)W N(c)−P P(t′|c)W P(c)

P N(t′|c)W N(c)+P P(t′|c)W P(c)
(19)

ただし，上式において t′ = T c(rc
A) である．ここで，

図 5に示すように，誤りこう配 gcは値域として [−1, 1]

をとり，低誤りこう配（例えば gc � −1.0）であるこ

とは，受け入れるサンプルのほとんどが正例であるこ

とを意味し，逆に高誤りこう配（例えば gc � 1.0）で

図 5 PDF（下段）と誤りこう配（上段）の関係
Fig. 5 Relation between PDF (bottom) and error

gradient (top).

あることは，受け入れるサンプルのほとんどが負例で

あることを意味する．加えて，誤りこう配が中間（例

えば gc � 0.0）であることは，受け入れるサンプルに

おける正例と負例が拮抗している，つまり，正例・負

例がより混在している領域であることを意味している．

以上の定義に基づいて，本研究の ROC曲線全体の

最適化問題を，各受入れ率 r̄A に対して，ベイズ誤り

率 r̄E を最小化するしきい値関数 T を求める問題とし

て以下のように定義する．

T ∗ = arg min
T

R̄E(r̄A; T ) ∀r̄A (20)

その上で，上記の最適化を実現するしきい値制御の方

策を考える．まず，ある受入れ率 r̄A に対するしきい

値曲線 t = T (r̄A, c) が設定されている状況を想定し，

そこからしきい値を緩めて受入れ率を増やすことを考

える．この場合，ベイズ誤り率の増加が一番抑えられ

る信頼度，すなわち，誤りこう配が最小の信頼度の受

入れしきい値のみを緩めることが最善の方策であると

いえる．そのような方策を逐次進めていくと，最終的

にはしきい値曲線上の全ての点において誤りこう配 gc

が等しくなる．つまり，各受入れ率 r̄A に対して，し

きい値曲線上の誤りこう配 gc が信頼度によらず一定

となるようにしきい値を制御する方法が，最善の方策

であると考えられる．

実際に，誤りこう配を一定にするしきい値制御がベ

イズ誤り率を最小化することは，以下の二つの仮定を

置くことで証明可能である（詳細については付録を参

照されたい）．

(A1) ROC曲線 r̄E = R̄E(r̄A)が，受入れ率 r̄A に関

する二次式で区分的に表現できる．

(A2) 各信頼度に対する誤りこう配 gc(rc
A) が広義単

調増加である．
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(A1)については，十分に小さな区間をとることで，精

度の良い近似を得られることから，妥当な仮定である

といえる．また，(A2)についても，多くの問題におい

て，距離の小さい領域では正例の割合が多く，距離が

大きくなるに従って負例の占める割合が増加していく

という現象は共通であるため，比較的自然な仮定であ

るといえる．

また，上記のしきい値制御に対して，別の見方を

すると，距離と信頼度の二次元空間 (t, c)における誤

りこう配の等値線が，制御すべき受入れしきい値曲

線の集合となっていることが分かる．よって，距離と

信頼度の二次元データ (t, c)から誤りこう配 g への写

像 G(t, c) = gc((T c)−1(t)) を使うことで，二次元空

間 (t, c)における誤りこう配の等値線上の全ての点が，

誤りこう配 g の一次元空間においては同一の点に変換

される．これより，誤りこう配 g を新たな距離とみな

して，信頼度 cによらない従来の固定しきい値制御を

行うことで，最適な ROC曲線が生成される．

3. 4 実 装

本節では，適応的受入れしきい値制御の実装方法に

ついて述べる．まず，NP 個の学習用の正例と NN 個

の学習用の負例が与えられ，i番目の正例と負例がそ

れぞれ距離と信頼度の組として (tP
i , cP

i ) と (tN
i , cN

i )

で与えられるものとする．次に，この学習データを用

いて正例と負例の PDFを推定する．本論文では，任

意の PDF に適用可能なノンパラメトリックな PDF

推定手法を用いるが，PDF が混合ガウス分布等の何

らかの確率モデルによって表現可能な場合には，パラ

メトリックな PDF推定手法を用いることもできる．

まず，距離 tと信頼度 cを適当な上限 (tmax, cmax)

と下限 (tmin, cmin)の間で量子化 (st, sc)することに

よって，それぞれ以下のように制御点を設定する．

tj = tmin+ jst, j∈Z, 0≤j≤(tmax−tmin)/st (21)

ck =cmin+ ksc, k∈Z, 0≤k≤(cmax−cmin)/sc (22)

続いて，j 番目の距離制御点と k 番目の信頼度制御点

に対する正例の PDFの値 pP
j,k を，ノンパラメトリッ

クなガウスカーネルによる確率密度推定手法により以

下のように求める．

pP
j,k =

1

Zk

NP∑
i

wP
i,k exp

{
− (tP

i − tj)
2

2σ2

}
(23)

ここで Zk は PDFを
∑

j
pP

j,kst = 1として正規化す

るための分配関数であり，σ は事前に定めたガウス

カーネルのサイズである．また，wP
i,k は i番目の正例

学習サンプルの k番目の信頼度制御点に対する重みで

あり，以下のように計算される．

wP
i,k = max(1.0 − |cP

i − ck|/sc, 0) (24)

負例の PDFである pN
j,k についても同様に計算した後，

制御点 (tj , ck) における誤りこう配 gj,k を式 (19) に

よって計算する．

ここで，適応的受入れしきい値制御による ROC曲

線全体の最適化のためには，仮定 (A2)を満たす必要

があることから，各信頼度制御点 ck に対して，誤りこ

う配が広義単調増加でなければならない．一方で，学

習サンプルに限りがあることや，学習サンプルに外れ

値が含まれることが原因で，推定結果において，局所

的に誤りこう配が減少することも考えられる．このよ

うな局所的な逆転も含めて，距離と信頼度の Evidence

spaceにおいて非線形 SVMやベイズ誤り最小化の原

理に基づいて識別面を決定する手法も提案されている

が，結果として得られる複雑な識別面は過学習による

ものであるとして，必ずしも有効ではないと報告され

ている [16]．よって，本研究では，学習サンプルの不足

や外れ値による誤りこう配の局所的減少を防止するた

めに，誤りこう配 g∗ = {g∗
j,k}を，広義単調増加の制

約を付加した二乗誤差最小化の枠組みで最適化する．

g∗ = arg min
ĝ

S(ĝ) (25)

S(ĝ)=
∑
k,j

{(ĝj,k−gj,k)2+α(ĝj,k−ĝj−1,k)2} (26)

subject to ĝj,k ≥ ĝj−1,k (27)

ここで，α は正則化係数である．この最適化問題は

凸二次計画法により効率的に解くことができる．ま

た，全制御点において得られた誤りこう配を誤りこう

配マップと呼ぶ．これより，任意の距離と信頼度の組

が与えられると，それを誤りこう配マップに基づく線

形補間によって誤りこう配の領域にマッピングし，誤

りこう配領域において信頼度によらない従来の固定し

きい値制御を適用する．

ここで，学習セットとテストセットの傾向がほぼ同

様である場合には，この誤りこう配マップが学習セッ

トのみならずテストセットに対しても適用可能である

点に注意されたい．
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4. 実 験

4. 1 シミュレーションデータ

本節ではシミュレーションデータによる実験を行

う．まず，学習セットとテストセットの正例と負例

を生成するための PDF を設定する．信頼度 c の事

前分布 P (c) は 0 ≤ c ≤ 1 の範囲の一様分布とし

て，正例と負例で共通とする．次に，信頼度 c の条

件下での正例と負例の距離に関する PDFを，それぞ

れガウス分布 N (μP (c), σP (c)) と N (μN (c), σN (c))

で定義する．基本的に，これらの二つの PDF は

信頼度 c が低いほど，識別が困難になるように

設定するため，ガウス分布の平均と標準偏差をそ

れぞれ μP (c) = 5.0 − 3.0c, μN (c) = 7.0 − 2.0c,

σP (c) = 1.0 − 0.5c, σN (c) = 1.0 − 0.5cとする．

更に，学習セットの正例と負例を設定した PDFか

らそれぞれ 10,000 サンプル生成する（図 6 (a)）．図

より，高信頼度の領域（例えば c = 1.0）においては

正例と負例の分布が良く分離されているのに対して，

低信頼度の領域（例 c = 0.0）においてはそれらの分

布がより重なっていることが分かる．同様にして，性

能評価に用いるテストセットの正例・負例を 10,000サ

ンプル生成する．

次に，実験に用いるパラメータを設定する．PDF推

定については，ガウスカーネルのサイズと制御点間隔

をそれぞれ σ = 0.01, st = 0.02, sc = 0.1とした．ま

た，距離の領域を tmin = 0, tmax = 10，正則化係数

を α = 100とした．

加えて，比較手法として z標準化 [3]を取り上げる．

z標準化は，アクセスコントロールシステム等におい

て 1対 1認証を行う際，他の全登録者との距離を計算

し，その平均と標準偏差で距離を標準化する手法であ

る．ここでは，近似的に元の分布の平均 μ(c) を引い

(a) 学習サンプル (b) z 標準化したサンプル

図 6 学習サンプルの距離と信頼度の分布
Fig. 6 Distribution of distance and quality measure

for training samples.

て，標準偏差 σ(c) で割った値を新たな距離として用

いる．結果として得られた学習サンプルを図 6 (b)に

示す．ここで，z標準化後の平均と標準偏差はそれぞ

れ 0と 1に一致することに注意されたい．

他の比較手法としては，信頼度を考慮しない従来の

固定しきい値制御，及び，提案手法において，誤りこ

う配の正則化と広義単調増加制約を考慮した凸二次計

画法を適用する前の誤りこう配を用いた手法，シミュ

レーションデータの真値の PDFに基づく誤りこう配

の解析解を用いた手法を取り上げる．

4. 2 性 能 評 価

まず，学習セットから誤りこう配を推定し，その誤

りこう配の等値線を図 7 (a)に示す．これより，正例と

負例の識別が容易な高信頼度の領域では等値線が密に

なっているのに対して，正例と負例の識別が困難な低

信頼度の領域では等値線が疎になっていることが分か

る．また，学習した誤りこう配マップに基づいて，テ

ストサンプルを誤りこう配の領域にマッピングした結

果を図 7 (b) に示す．図より，誤りこう配がバランス

している領域（例えば g = 0.0）について，高信頼度

の領域ではサンプルが疎になっており，低信頼度の領

域ではサンプルが密になっていることが分かる．また，

信頼度によらず，低誤りこう配（例えば g = −1.0）に

おいてはほとんどが正例によって占められており，中

間の誤りこう配（例えば g = 0.0）においては正例と

負例が混在しており，高誤りこう配（例えば g = 1.0）

においてはほとんどが負例によって占められているこ

とが分かる．

最後に，テストセットに対する性能評価を行うため

に ROC 曲線を図 8 (a) に示す．結果として，提案手

法の適応的受入れしきい値制御 (AATC) が従来の固

定しきい値制御 (Const)の性能を上回っていることが

分かる．一方，z 標準化 (Z-norm) については提案手

法に近い性能を達成しているが，許容 FARが極めて

(a) 学習セットの誤りこう配
の等値線（間隔 0.1）

(b) テストセットの誤りこう配
領域へのマッピング

図 7 誤りこう配
Fig. 7 Error gradient.
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(a) 通常範囲 (b) 低 FAR 範囲

図 8 ROC 曲線
Fig. 8 ROC curve.

図 9 歩容認証における服装変化の例
Fig. 9 Examples of clothing variations in gait recognition.

小さい範囲（図 8 (b)）で見ると，提案手法の方が z標

準化より良い性能になっていることが分かる．また，

同じく低 FARの領域において，凸二次計画法を用い

ない場合 (AATC w/o CQP) と比較して，提案手法

の性能が上回っていることから，正則化と広義単調増

加制約を考慮した誤りこう配が有効であることが分か

る．一方，真値 PDFに基づく誤りこう配 (AATC w/

GT PDF)が全体としては最も良い結果が得られてい

るが，提案手法との差はわずかであることから，提案

手法による PDF推定が精度良く行われていることが

分かる．以上より，本シミュレーションデータに対し

ては，提案手法が許容 FARが厳しい場合に特に有効

であることが分かる．

4. 3 実データに対する実験

実データ実験として，服装変化を伴う歩容認証に本

手法を適用した．データセットは，68人の被験者の最

大 32種類の服装からなる合計 2,120 の歩容映像を用

いた．本実験で用いた服装変化の例を図 9 に示す．こ

のうち，20人を認識対象外の被験者として学習セット

に用い，残りの 48人の被験者を認識対象のテストセッ

トとした．また，テスト被験者のデータのうち，特定

の 1 種類の服装のデータをギャラリー（辞書データ）

とし，残りの服装のデータをプローブ（入力データ）

として，1対 1認証を行った．

特徴間距離及び信頼度の計算は，Hossain ら [9] の

手法を用いた．詳細については [9]を参照されたいが，

概要は以下のとおりである．大きさの正規化や位置合

(a) 学習サンプルの距離と信頼
度の分布

(b) テストセットの誤りこう配
領域へのマッピング

図 10 歩容認証に対する結果
Fig. 10 Result for gait recognition.

図 11 歩容認証実験に対する ROC 曲線
Fig. 11 ROC curve in gait recognition experiment.

せを行ったシルエット列から周波数領域特徴 [34]を抽

出する．その特徴を体の部位に分割してそれぞれで特

徴間距離を計算し，服装変化の影響を受けている部位

の重みを下げて，逆に服装変化の影響を受けていない

部位の重みを上げて距離を統合する．一方，信頼度は

体の部位に対する重みの総和として定義される．

本実験における学習サンプルの距離と信頼度の分布

を図 10 (a)に，テストセットを誤りこう配領域にマッ

ピングした結果を図 10 (b)に示す．いずれの信頼度に

おいても誤りこう配ごとの正例・負例の割合はおおむ

ね等しくなっていることが分かる

最後に，1対 1認証実験の性能評価を図 11 の ROC

曲線により行う．結果として，提案手法が従来の一定

しきい値制御の性能をおおむね上回っていることが分

かる．また，凸二次計画法を用いない場合と比較して，

性能が多少改善していることが分かる．一方，z標準

化については提案手法より若干良い性能を示している．

これは，提案手法が学習セットとテストセットで信頼

度と距離の分布傾向がほぼ同じことを仮定しているの

に対して，実際にはそれらの間にずれが存在するため

に，最適な適応的受入れしきい値制御とはならなかっ

たものと考えられる．よって，適応的受入れしきい値

制御の汎化性能の向上に関する研究が今後の課題の一

つとなる．
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5. 考 察

z標準化との比較：本節では，提案手法と z標準化

との特性について考察する．事前学習の観点について

見ると，提案手法が誤りこう配へのマッピングを事前

学習しておく必要があるのに対して，z標準化は事前

学習が不要である点が利点である．一方，テスト段階

における計算量について考えると，提案手法は 1対 1

認証の計算 1回と誤りこう配へのマッピング 1回で済

むことから計算量は O(1) である．z 標準化は登録し

ている N 人との距離計算及びそれらの距離の平均と

標準偏差の計算と正規化計算が必要であり，その計算

量は O(N)である．現在主に用いられている指紋や静

脈によるアクセスコントロールシステムは，基本的に

カードや番号入力によって登録 IDを取得することで

1 対 1 認証を行う方式が主になっている．これは，1

対 N 認証では時間がかかりユーザの利便性を損なう

ことが一つの要因である．よって，誤り率が同等程度

であっても，実用時の計算コストの低い提案手法は有

用であると考えられる．

Evidence spaceにおける識別技術との比較：本研

究では，ROC曲線における各受入れ率 r̄A に対するベ

イズ誤り率 r̄E を最小化する，つまりROC曲線全体を

最適化することを目的としており，距離と信頼度の組

を二次元特徴ベクトルとみなす Evidence space [16]

において，識別面（しきい値曲線）の集合を誤りこう

配の等値線の集合として求めている．

一方，2 クラス識別の観点からすると，1. でも述

べたように，Evidence space において LDA [35] や

SVM [36]等の識別技術を適用することも考えられる．

しかし，これらの識別技術は，それぞれクラス内分散

に対するクラス間分散の相関比の最大化や 2 クラス

間のマージンの最大化といった，ある一つの最適化基

準に基づいて，一つの最適な識別面を求めることを目

的としており，ROC 曲線全体の最適化とは観点が異

なる．このことは，特徴量レベルの統合手法やスコア

レベルの統合手法 [15], [17], [20], [26], [27]をEvidence

spaceに対して適用した場合にも，同様にいえること

である．当然のことながら，これらの識別技術によっ

ても，識別面までの符号付き距離に対して受入れしき

い値を変化させることで ROC曲線を生成することは

可能である．しかしながら，その ROC曲線が本研究

で定義する ROC曲線全体の最適性を満たすとは限ら

ない点に注意されたい．

ROC 曲線の誤り率の面積との関連：ROC 曲線で

描かれる誤り率の面積を評価指標として識別器の学習

等を行う方法を，本研究の問題設定で扱う Evidence

space に適用することも考えられる．これに対して，

提案手法は，ROC曲線における各受入れ誤り率 r̄A に

対するベイズ誤り率 r̄E を最小化していることから，

ROC 曲線のベイズ誤り率を受入れ率で積分すること

で得られる誤り率の面積についても，最小化されるこ

とになる．結局，提案手法の利点は，誤り率の面積や

FAR と FRR の等誤り率 (EER) 等，ROC 曲線から

抽出される評価指標についてはいずれも最適化されて

いるという点にあるといえる．

ベイズ誤り最小化との関連：Kryszczuk ら [16] は，

Evidence space におけるベイズ誤り最小化に基づく

識別面の決定手法を提案している．一方，本研究で導

入した誤りこう配は，ベイズ誤り率を受入れ率で微分

したものである．よって，誤りこう配の広義単調増加

性を仮定すると，ベイズ誤り率を最小化する識別面は，

微分値である誤りこう配が 0のときの等値線（図 7 (a)

参照）と一致する．ただし，ベイズ誤り最小化に基づ

く識別面が誤りこう配が 0のときの 1本の等値線のみ

を与える，すなわち，一組の FAR と FRR を与える

のみであり，ROC 曲線全体を最適化するものではな

い点に注意されたい．

信頼度ノイズの影響：提案手法は信頼度に基づいて

しきい値制御を行うことから，信頼度にノイズが加わ

ると性能が低下することが予想される．そのため，信

頼度のノイズが大きいと判断できる場合には，提案手

法から固定しきい値制御手法に切り換えることが望ま

しい．信頼度のノイズはどのような問題設定において

も推定できるとは限らないが，例えば，速度差に基づ

く信頼度を利用した歩容認証の問題設定においては，

歩行者の追跡軌跡の滑らかさや追跡結果の確からしさ

に基づいて速度差の不確かさを推定することが可能で

あると考えられる．

6. む す び

本論文は，2クラス識別問題における信頼度に基づ

く適応的受入れしきい値の制御手法を提案した．ベイ

ズ誤り率を受入れ率で微分した誤りこう配を導入し，

ROC 曲線全体を最適化する適応的受入れしきい値を

誤りこう配の等値線として定式化した．また，誤りこ

う配の等値線をしきい値曲線として扱う代わりに誤り

こう配の領域にマッピングすることで，従来の信頼度
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によらない固定しきい値制御が適用可能であることを

示した．実験では，シミュレーションデータ及び歩容

認証の実データを用い，提案手法の有効性を確認した．

今後の課題としては，提案した適応的受入れしきい

値制御手法を人物検出等の 2クラス識別問題に適用す

ることや，テストセットに対する汎化性能の向上が挙

げられる．また，異なるモダリティーや識別器によっ

て得られる複数の距離尺度や，複数の信頼度からなる

システムに対するより一般的な ROC曲線最適化の枠

組みへの拡張も今後の課題である．

謝辞 本研究は科研費 21220003の助成を受けたも
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付 録

誤りこう配を一定にするしきい値制御により，各受

入れ率 r̄A に対して最小のベイズ誤り率 r̄∗E が得られ

ることを数学的帰納法により証明する．

まず，受入れサンプルが存在しない場合，すなわち，

r̄A = r̄A,0 = 0の場合を考える．このときのしきい値

を T (r̄A,0, c) = tP
min(c)に設定すると，式 (1)，(3)よ

り，P P (tP
min(c), c) > 0 かつ P N (tP

min(c), c) = 0 が

成り立つことから，誤りこう配が gc
0 = ḡ0 = −1 ∀cと

なる．一方，ベイズ誤り率は，しきい値関数 T によら

ず r̄E = r̄E,0 = 1/2となる．よって，r̄A = r̄A,0 のと

き，誤りこう配を一定にするしきい値制御により，最

小のベイズ誤り率 r̄∗E,0 = 1/2が得られる．

次に，ある受入れ率 r̄A = r̄A,i において，誤りこう

配が

gc
i = ḡi = const (A·1)

となるようなしきい値制御によって，最小のベイズ誤

り率 r̄∗E,i が得られているものとする．更に，しきい値

を微小量だけ緩めて受入れ率が r̄A,i+1 = r̄A,i + Δr̄A

となる場合について考える．このときの誤りこう配

gc
i+1 をテイラー展開すると以下のようになる．

gc
i+1 = ḡi +

dgc

drc
A

drc
A

dr̄A
Δr̄A + O(Δr̄A

2) (A·2)

一方，信頼度ごとの受入れ率 rc
A を，誤りこう配を一

定にするような受入れ率 r̂c
A と全体の受入れ率 r̄A を

変化させないような r̂c
A からの変動成分 r̃c

A の和とし

て，rc
A = r̂c

A + r̃c
A で表すと，式 (16)の制約より，そ

れぞれ以下を満たす．∫
r̂c

AP (c)dc = r̄A (A·3)

∫
r̃c

AP (c)dc = 0 (A·4)

また，式 (A·2) において rc
A を r̂c

A で置き換えると左

辺が gc
i+1 = ḡi+1 = constとなるので，以下の関係式

が得られる．

dgc

drc
A

dr̂c
A

dr̄A
Δr̄A = ḡi+1 − ḡi + O(Δr̄A

2) (A·5)
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一方，r̄A = r̄A,i+1 におけるベイズ誤り率 r̄E,i+1 を

テイラー展開すると以下のようになる．

r̄E,i+1 = r̄∗E,i+
dr̄E

dr̄A
Δr̄A+

1

2

d2r̄E

dr̄A
2
ΔrA

2+O(Δr̄A
3)

(A·6)

ここで，式 (18)，(A·1)，(A·5)を上式に代入して，仮

定 (A1)を考慮すると，以下のように変形できる．

r̄E,i+1 = r̄∗E,i+

∫
drc

E

drc
A

drc
A

dr̄A
P (c)dcΔr̄A

+
1

2

∫ {
d2rc

E

drc
A

2

(
drc

A

dr̄A

)2

+
drc

E

drc
A

d2rc
A

dr̄A
2

}
P (c)dcΔr̄A

2

= r̄∗E,i+ḡi

∫
drc

A

dr̄A
P (c)dcΔr̄A

+
ḡi+1 − ḡi

2

∫ {
dr̂c

A

dr̄A
+ 2

dr̃c
A

dr̄A

}
P (c)dcΔr̄A

+
1

2

∫
dgc

drc
A

(
dr̃c

A

dr̄A

)2

P (c)dcΔr̄A
2

+
ḡi

2

∫
d2rc

A

dr̄A
2
P (c)dcΔr̄A

2 (A·7)

更に，式 (16)，(A·3)，(A·4)の両辺を r̄A で 1階，2

階微分したものを代入すると以下のようにまとめら

れる．

r̄E,i+1 = r̄∗E,i+
ḡi+1 + ḡi

2
Δr̄A

+
1

2

∫
dgc

drc
A

(
dr̃c

A

dr̄A

)2

P (c)dcΔr̄A
2 (A·8)

ここで，仮定 (A2)の誤りこう配 gc の広義単調増加性

(dgc/drc
A) ≥ 0 より，dr̃c

A/dr̄A = 0 ∀c のときにベイ

ズ誤り率 r̄E,i+1が最小化されることが分かる．加えて，

式 (A·4)の制約を考えて微分方程式 dr̃c
A/dr̄A = 0を

解くと，r̃c
A = 0 ∀cとなる．結局，受入れ率が rc

A = r̂c
A

となるように誤りこう配を一定にした場合に，以下の

最小のベイズ誤り率が得られる．

r̄∗E,i+1 = r̄∗E,i +
ḡi+1 + ḡi

2
Δr̄A (A·9)

以上から数学的帰納法により，誤りこう配を一定に

するしきい値制御により，各受入れ率 r̄Aに対して，最

小のベイズ誤り率 r̄∗E が得られることが証明された．
（平成 22 年 10 月 18 日受付，23 年 2 月 22 日再受付）
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