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あらまし パターン認識において，状況変化に起因するクラス内変動がクラス間変動を上回り，認識率が低下
することがある．本論文では，認識対象外クラスの様々な状況下での学習データを活用して，認識対象クラスの
互いに異なる 1 種類の状況下での単一の辞書データと入力データを照合する問題を扱う．学習段階では，まず，
認識対象外クラスの学習データの状況に関する教師ラベルまたは教師なしクラスタリングの結果に基づいて，同
一または似た状況からなる状況クラスタを構築する．次いで，状況クラスタを識別するための判別空間と各状況
クラスタペアに限定した場合のクラス判別空間を構築する．一方，照合段階においては，認識対象のクラスにつ
いての辞書データと入力データの対が与えられると，まずその状況クラスタペアを推定し，次いで対応する状況
クラスタペアのクラス判別空間における距離を計算することで，全クラスタの場合と比較して小さなクラス内
分散のもとでのクラス識別を行う．実験では，シミュレーションデータ及び服装変化を伴う歩容シーケンスの実
データに対するクラス識別を行い，提案手法の有効性を確認した．
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1. ま え が き

多くのパターン認識の問題において，クラス内変動

は認識性能を低下させる大きな要因となることが知ら

れている．例えば，顔認証における PIE（方向・照明・

表情）変化や，歩容認証における方向・速度・服装変

化等の状況変化は，しばしばクラス間（被験者間）の

変化を凌駕することがある．そのため，状況変化に対

して頑健な認識手法の研究が数多く行われている．

古くは，クラス内分散を最小にしつつクラス間分散

を最大にするような線形投影行列を求める線形判別分

析 (LDA) [1]が提案され，更にそれを非線形な領域へ

と拡張したカーネル判別分析 (KDA) [2] も提案され

ており，顔認証などの幅広いパターン認識の問題に応

用されてきた [3]．また，部分空間法の枠組みにおいて

も，照明条件等の状況変化の影響を抑えた制約相互部

分空間法 (CMSM) [4]やその拡張手法である多重制約

相互部分空間法 [5]等が提案されている．

これらの手法が対象としている問題設定では，認識
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対象のクラスについて状況変動を伴う複数の学習デー

タが与えられることを想定しているが，実際にはそれ

が難しい場合も存在する．例えば，バイオメトリック

スによるアクセスコントロールシステムにおいて，登

録時に時間をかけて各ユーザから様々な状況下の生体

情報を収集することを想定すると，システムの利便性

が低下することとなる．更に，監視システムへの応用

を考えた場合には，捜査の段階で容疑者の生体情報を

様々な状況下で収集することはほとんど不可能といっ

てよい．

一方，問題設定に立ち返って考えてみると，認識対

象外のクラスについては，様々な状況下での学習デー

タを集めることが比較的容易であるといえる．例えば，

研究室のメンバー，会社の同僚，若しくはデータ収集

のためにアルバイトで雇った被験者やボランティア被

験者などの協力を得ることで，様々な状況下での学習

データを収集することが可能である．実際にバイオメ

トリックスの分野では，そういった方法で収集された，

様々な状況下でのデータベースが数多く公開されてい

る [6]～[8]．

そこで本研究では，認識対象外クラスの様々な状況

下での学習データを活用して，1種類の状況下でのみ

観測される認識対象クラスの辞書データ，及びそれと
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は異なる状況下で観測される入力データの照合を効果

的に行う手法を提案する．まず，学習段階においては，

学習データに対して状況の教師ラベルや教師なしクラ

スタリングの結果を用いることで，同一または似た状

況からなる状況クラスタを生成する（注1）．また，その

状況クラスタを識別するための判別空間を学習データ

を用いて構築しておく．次に，認識対象クラスの辞書

データと入力データの属する状況クラスタがたかだか

2個であることに着目して，全状況クラスタに対する

クラス判別空間ではなく，各状況クラスタペアに対す

るクラス判別空間を，認識対象外クラスの学習データ

を用いて学習する（注2）．これにより，考慮すべきクラ

ス内変動を大幅に減らすことができ，効果的に識別を

行うことが可能となる．

本論文の構成を以下に示す．2. で本提案の枠組みを

導入し，3. で関連研究について述べる．4. と 5. で

学習及び照合段階における実装例をそれぞれ示し，6.

でシミュレーション及び実データに対する実験結果を

示す．7. で提案手法の特性や制限に関する考察を述

べ，8. でまとめと今後の課題について述べる．

2. 提案手法の枠組み

2. 1 処 理 手 順

提案手法は，図 1 に示すように大きく分けて学習と

照合の二つの段階から構成され，図 2 に示すような判

別分析空間によって識別を行う．

学習段階では，最初に，次元の呪いの回避や計算量

の削減のために，データの次元圧縮を行う（図 2 左

上）．次いで，各学習サンプルに対する状況クラスタ

のラベルを，教師データとして与えるか，若しくは教

師なしクラスタリングの結果として与える．すると，

状況クラスタのラベルに基づいて，状況クラスタの判

別空間である CDA (Cluster Discriminant Analysis)

空間を学習する（図 2 左下）とともに，各状況クラス

タペアに対するクラス判別空間である CPDA (Clus-

ter Pairwise Discriminant Analysis)空間を学習する

（図 2 右）．

ここで，次元圧縮手法や判別空間の学習手法につ

いては任意の手法を用いることができることに注意

されたい．例えば，次元圧縮については，最も単純な

方法としては PCA [25]の適用が考えられるが，非線

形なデータに対しては，KPCA [26]，ISOMAP [27]，

LLE (Locally Linear Embedding) [28]といった手法，

また，画像のような行列形式のデータや更に高次の

図 1 CPDA の処理の流れ
Fig. 1 Procedure of CPDA.

テンソル形式のデータの場合には CSA (Concurrent

Subspaces Analysis) [29] を適用することもできる．

また，判別空間の学習手法については，最も単純な方

法として LDA [1]の適用が考えられるが，非線形デー

タに対する KLDA [2]やクラスペアに基づく判別分析

手法 [17]～[20]の適用も可能である．更に識別対象の

クラスが二つの場合には，2クラス識別に用いられる

SVM [30]や Adaboost [31]等の識別器も適用可能で

ある．

一方，照合段階では，与えられた辞書データ（ギャ

ラリー）と入力データ（プローブ）に対して，CDA

空間における状況クラスタラベル付きの学習サンプル

の分布に基づいて，状況クラスタの事後確率を各々計

算する．また，それと同時に，対応する状況クラスタ

ペアの CPDA 空間におけるギャラリーとプローブの

距離を計算する．最後に，各 CPDA 空間における距

離を各状況クラスタペアに対する事後確率に基づいて

統合する．単純な統合方法としては，事後確率が最大

となる状況クラスタペアを選択し，その状況クラスタ

ペアの CPDA空間における距離を採用する方法が挙

げられる．この場合は，第 1段階で，ギャラリーとプ

ローブに対する状況クラスタペアを識別して，第 2段

階で識別されたクラスタペアに対する CPDA空間で

（注1）：例えば，顔向きの変動を伴う顔認証の場合は，正面顔，斜め顔，
横顔といった状況クラスタを生成する．
（注2）：同じく顔向きの変動を伴う顔認証の場合は，全ての向きに対す
るクラス判別空間を生成するのではなく，例えば，横顔と斜め顔，斜め
顔と正面顔，というような状況クラスタのペアに対するクラス判別空間
を生成する．
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図 2 CPDA の概要．左上：次元圧縮後の特徴空間，左
下：状況クラスタの判別分析空間，右：各状況クラ
スタペアに対するクラス判別分析空間．この例では，
状況クラスタ数が 3 (Cluster r, s, t)，学習に用い
る認識対象外クラスの数が 3 (Class 1, 2, 3)，認識
対象のクラス数が 3 (Class 4, 5, 6) の場合を示す．
ここで，入力データ（プローブ）と辞書データ（ギャ
ラリー）の状況は互いに異なることに注意されたい．

Fig. 2 Overview of CPDA. Left top: feature space af-

ter dimension reduction, left bottom: discrim-

inant analysis subspace for situation clusters,

right: class discriminant analysis space for

each situation cluster pair. In this example,

the number of situation clusters is 3 (Cluster

r, s, t), the number of non-recognition target

classes for training is 3 (Class 1, 2, 3), and

the number of recognition target classes is 3

(Class 4, 5, 6). Note that the situations be-

tween a probe and a gallery are different each

other.

クラス識別を行うシーケンシャルな識別手法としても

見て取れる．

2. 2 クラスタ間分散とクラス間分散の関係

提案手法の枠組みは，図 2 にあるように，状況変化

によるクラス内変動がクラス間変動を凌駕していて，

そのクラス内変動が状況によるクラスタを形成してい

る場合に，特に効果的である．これは，元のクラス識

別問題における小さなクラス間分散と大きなクラス内

分散（大きな状況クラスタ間分散）が，状況クラスタ

の識別問題においては逆に小さなクラス内分散と大き

なクラス間分散となるため，第 1 段階の状況クラス

タの識別問題が，元のクラスの識別問題よりも簡単に

なるためである．また，第 2段階においては，ギャラ

リーとプローブに対して識別されたクラスタペアに限

定することで，全クラスタで考える場合よりもクラス

内変動が大幅に小さくなることから，より効率的な識

別が可能となる．

一方，いわゆる Vapnikの原理「ある問題を解く際

に，途中でそれよりも難しい問題を解いてはならない」

が示すように，状況間変動（クラス内変動）がクラス

間変動よりも小さくなり，原問題であるクラス識別よ

りも途中問題の状況クラスタ識別の方が難しくなるよ

うな場合には，提案手法が有効には働かない．よって，

提案手法を適用するにあたっては対象となる問題の性

質に注意する必要がある．

3. 関 連 研 究

制約相互部分空間法：制約相互部分空間法 (CMSM)

[9]は，辞書データと入力データのそれぞれに対して，

部分空間の和集合から，状況変動によるクラス内変動

に対応する主成分部分空間を取り除いた一般化差分部

分空間を制約部分空間として抽出し，制約部分空間に

投影された辞書データと入力データに対する二つの部

分空間がなす正準角 [10]を類似度として識別する手法

である．例えば，文献 [11]では制約相互部分空間法を

用いた様々な状況下でのジェスチャ認識を取り上げて

おり，ジェスチャの種類が認識対象クラスに，被験者

や照明の違いがクラス内変動に対応する．実験におい

ては，学習データに含まれない被験者や照明条件下の

テストデータに対しても認識を試みており，高い認識

率を示している．更に，アンサンブル学習を導入する

ことで少数の学習サンプルからでもクラス内変動を効

果的に吸収できる多重制約相互部分空間法 [5] も提案

されている．

ただし，これらの手法は，部分空間を作成するため

に辞書データと入力データが複数のサンプルとして与

えられる必要があることから，辞書データと入力デー

タが互いに異なる一つの状況下で単一のサンプルのみ

が与えられる本研究の問題設定においては適用できな

い．また，これらの手法は，原理的には，学習データ

に含まれないクラスに対しても適用可能であるが，実

験による評価はされておらず，その場合の有効性は確

認されていない．

クラスタに基づく判別分析：各クラスが状況変動に

よって複数のクラスタから構成されている場合には，

単一のクラス平均とクラス内分散に基づいて定式化さ
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れる線形判別分析 [1]では，識別に有効な判別空間が得

られないことがある．そのような場合には，クラスご

とのクラスタによって定義される複数のクラス平均と

クラス内分散に基づく判別分析 (CDA：Cluster-based

Discriminant Analysis) [12]が有用である．また，同

様に各クラスが複数のモダリティで構成される場合

に，局所的な判別分析を行う LFDA (Local Fisher

Discriminant Analysis) [13]も提案されている．しか

し，これらの手法においては，クラスごとにクラスタ

を構成するための様々な状況下での辞書データをサン

プリングする必要があり，本研究の問題設定において

は適用できない．

クラスタによる階層的な識別：状況変動ではなくク

ラスそのものをクラスタリングすることで，Coarse-

to-fineの階層的な識別を行う手法も数多く提案されて

いる．例えば Tree-based filtering [14] による階層的

な人体の姿勢推定手法 [15]や，階層的構造学習に基づ

く手指姿勢推定 [16]等がある．これらの手法では最終

的に識別したい粒度の人体姿勢や手指姿勢が認識対象

クラスとなり，その姿勢を何らかの基準に基づいてク

ラスタリングしたものが上位階層のクラスタとなる．

これらの手法は，全クラスに対する識別を行う場合

に比べて高速な識別が可能であるという利点をもつ一

方，クラスタの識別を間違えると，最終的なクラス識

別も間違えるという欠点をもつ．

これに対して，提案手法においては，第 1段階の状

況クラスタの識別の失敗が，第 2 段階におけるクラ

ス識別の失敗に必ずしもつながるわけではないことに

注意されたい．例えば，ギャラリーとプローブの正し

い状況クラスタペアが (r, s)であるとして，状況クラ

スタペアの識別結果が (r, t)となってしまったとする．

この場合には，本来，状況クラスタペア (r, s)に対す

る CPDA空間でクラス識別を行うべきところが，状

況クラスタペア (r, t)に対する CPDA空間でクラス識

別を行うことになる．しかし，誤った CPDA 空間で

あっても，正解クラスに対応するギャラリーとプロー

ブ間の距離が最短になる場合には，最終的なクラス識

別は正解となる．つまり，状況クラスタペアの識別を

誤った場合には，最善の判別空間ではないものの，何

らかの判別空間においてクラス識別を試みることがで

き，正解が与えられる可能性が残っているという点が，

従来の階層的な識別方法との大きな相違点である．

クラスペアに着目した判別分析：クラスのペアに

着目した判別分析手法も数多く提案されている [17]～

[20]．例えば，文献 [20]においては，各クラスペアに

対する識別性能最大化問題によって構成される多目的

最適化問題において，クラス間分散の大きな識別の容

易なクラスペアについては重みを下げて，クラス間分

散の小さな識別の困難なクラスペアに大きな重みを与

えて最適化することで，全体としての識別性能を向上

させている．これらの手法は，本研究の状況クラスタ

のペアに着目した判別分析とは排他的な手法ではない

ことから，本研究の第 1段階の状況クラスタ識別問題，

及び第 2段階の各状況クラスタペアに対するクラス識

別問題の各段階において利用することも可能である．

認識対象外クラスの学習サンプルの利用：認識対象

外の学習サンプルを利用して，状況変化による特徴の

変化をモデリングする手法も提案されている．これら

の手法では，認識対象クラスの辞書データとして 1な

いし少数の状況下でのサンプルが与えられた場合に，

学習した変換モデルに基づいて入力データの状況に合

わせた特徴変換を行うことで，同じ状況下での特徴照

合を行う．例えば，人物追跡のための姿勢変化に伴う

見え方変換モデル [21]，歩容認証における方向変換モ

デル [22], [23] や速度変換モデル [24] 等が提案されて

おり，これにより追跡や認証の性能が向上することが

報告されている．しかし，これらは変換誤差を最小化

する基準で学習するモデルであり，識別性能を最大化

する観点の判別分析とは異なる．

4. CPDA空間の学習

2. 1 でも述べたように，CPDA空間の次元圧縮手法

や判別空間の学習には任意の手法を用いることができ

る．ただし，例えばカーネル関数を用いた KPDAや

KDA等を用いると，カーネル関数の種類やパラメー

タ，クラス内分散に対する正則化係数など，提案手法

の枠組みとは別に様々な要因が複雑に影響を与えるこ

とが予想される．そこで，本論文ではそれらの問題を

避けるために，最も単純な場合，すなわち，次元圧縮

に PCAを，判別空間の学習に LDAを用いる場合の

実装例を示す．また，次元圧縮においては，情報損が

1%以下（固有値の累積寄与率が 99%以上）になるよ

うに設定する．

4. 1 クラスタ判別空間

本節では，状況クラスタの判別空間の構築方法を述

べる．次元圧縮後の i 番目の学習サンプルを x i，そ

のクラスタラベルを li とする．ここで，クラスタラベ

ルは事前に人手により与えるか，若しくは適当なクラ
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スタリング手法による結果を割り当てるかして，事前

に取得しておく．更に，全学習サンプルの番号集合を

I = {1, . . . , N}，r 番目のクラスタに属する学習サン

プルの番号集合を Ir = {i|li = r, i ∈ I}とすると，ク
ラスタの判別分析空間への最適な投影は以下のように

得られる．

U∗ = arg max
U

∑
r
nr||UT x̄ r − UT x̄ ||2∑

i∈I
||UT x i − UT x̄ li ||2

= arg max
U

trace(UT SbU)

trace(UT SwU)
(1)

ここで，nr は r 番目のクラスタにおける学習サンプ

ルの個数，x̄ r と x̄ はそれぞれ r 番目のクラスタの平

均，及び全体平均である．更に，Sb と Sw はそれぞれ

クラスタ間共分散行列とクラスタ内共分散行列である．

式 (1)を解くために，以下の一般化固有値分解を計算

する．

Sbu = λSwu (2)

そして，固有値 λの大きい順に対応する固有ベクトル

u を取り出して，それを列ベクトルとして並べたもの

が最適な投影行列 U∗ となる．また，次元圧縮された

特徴ベクトル x からクラスタ判別空間における特徴ベ

クトル y への投影は，以下のように表される．

y = (U∗)T x (3)

4. 2 クラスタペアに対するクラス判別空間

本節では，クラスタペアに対するクラス判別空間の

定式化を行う．まず，i 番目の学習サンプルに対する

クラスラベルをmi，c番目のクラスに属する学習サン

プルの番号集合を Ic = {i|mi = c, i ∈ I}とする．更
に，r 番目と s番目のいずれかのクラスタに属する学

習サンプルの番号集合を I(r,s) = Ir ∪ Is とする．す

ると，クラスタペア (r, s)に対するクラス判別空間へ

の最適な投影は以下によって得られる．

x̄ (r,s)
c =

1

n
(r,s)
c

∑
i∈I(r,s)∪Ic

x i (4)

x̄ (r,s) =
1

n(r,s)

∑
i∈I(r,s)

x i (5)

V (r,s)∗=arg max
V

∑
c
n

(r,s)
c ||V T x̄

(r,s)
c −V T x̄ (r,s)||2∑

i∈I(r,s) ||V T x i − V T x̄
(r,s)
mi ||2

=arg max
V

trace(V T S
(r,s)
b V )

trace(V T S
(r,s)
w V )

(6)

ここで，n
(r,s)
c と n(r,s) は，それぞれ c番目のクラス

に属する学習サンプルの数と全体サンプルの数，x̄
(r,s)
c

と x̄ (r,s) は，それぞれ c番目のクラスの平均と全体平

均，S
(r,s)
b と S

(r,s)
w は，それぞれクラス間分散とクラ

ス内分散である．ただし，これらの変数はクラスタペ

ア (r, s)の学習サンプル I(r,s) に限定して計算したも

のである．

これより前節と同様にして，式 (6)の一般化固有値

分解を行い，固有値の大きい方から対応する固有ベク

トルを並べることで最適な投影行列 V (r,s)∗ を求める．

このとき，次元圧縮した特徴ベクトル x からクラスタ

ペアに対するクラス判別空間の特徴ベクトル z (r,s) へ

の投影は，以下のように表される．

z (r,s) = (V (r,s)∗)T x (7)

5. 照 合

5. 1 クラスタ事後確率の推定

照合の第 1段階として，k 近傍のデータに対するガ

ウスカーネルに基づくノンパラメトリックな確率密度

関数 (PDF) によりクラスタ事後確率を推定する．ま

ず，プローブ（入力データ）を pと表記し，その特徴

ベクトルをクラスタ判別空間に投影したベクトルを yp

とする．次に，プローブの特徴ベクトル yp の k 近傍

の学習サンプルの番号セットを IkNN
p とする．このと

き，プローブ pが r番目のクラスタに属する事後確率

P (r|p)はベイズの法則より以下のようになる．

P (r|p) =
1

Zp

∑
i∈IkNN

p ∩Ir

exp

(
−||y i − yp||2

2σ2
p

)
(8)

σ2
p =

1

k

∑
i∈IkNN

p

||y i − yp||2 (9)

ここで，Zp は確率を
∑

r
P (r|p) = 1として正規化す

るための分配関数である．

次に，ギャラリー（辞書データ）を gと表記すると，

同様にしてギャラリー g のクラスタ事後確率を求め

ることができる．更に，問題設定によっては全ギャラ

リーのクラスタが統一されていることも考えられる．

例えば，アクセスコントロールシステムにおいてユー

ザ登録時にはある決められた状況に統一しておき，そ

れ以降の使用時にはそれ以外の状況でも認識できるよ

うにしておくという問題設定は十分に考えられる．そ

のような場合には，全ギャラリーに対する共通の状況
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クラスタ sの事後確率が以下の方法でより頑健に推定

することができる．

P (s|G)=
1

ZG

∑
g∈G

∑
i∈IkNN

g ∩Is

exp

(
−||y i − yg||2

2σ2
g

)
(10)

ここで，Gは全ギャラリーの集合を表す．

最後に，プローブ p とギャラリー G の観測は独立

であることから，それらが得られた条件下でのクラス

タペア (r, s)の事後確率は，以下のように導出される．

P ((r, s)|p, G) = P (r|p)P (s|G) (11)

5. 2 距 離

クラスタペア (r, s)に対するクラス判別空間における

プローブ pとギャラリー g の特徴ベクトルをそれぞれ

z
(r,s)
p ，z

(r,s)
g とし，そのユークリッド距離 d(r,s)(p, g)

を以下で定義する．

d(r,s)(p, g) = ||z (r,s)
p − z (r,s)

g || (12)

次に，1対 1認証のシナリオにおいては z標準化 [32]

による性能向上が期待できることから，全ギャラリー

の距離に対する z標準化距離を以下により求める．

d(r,s)
z (p, g; G)=

d(r,s)(p, g) − μ
(r,s)
d (p, G)

σ
(r,s)
d (p, G)

(13)

μ
(r,s)
d (p, G)=

1

|G|
∑
g∈G

d(r,s)(p, g) (14)

σ
(r,s)
d (p, G)=

1

|G|
∑
g∈G

(d(r,s)(p, g)−μ
(r,s)
d (p, G))2

(15)

最後に，全クラスタペアに対する距離を統合する．

本論文ではその統合方法として二つの方法を提案する．

一つは，事後確率を最大にするクラスタペアに対する

距離を採用する方法である．

Dmax(p, g; G) = d(r∗,s∗)
z (p, g; G) (16)

(r∗, s∗) = arg max
(r,s)

P ((r, s)|p, G) (17)

もう一つは，クラスタ事後確率に対する距離の期待値

を用いる方法である．

Dexp(p, g; G)=
∑
(r,s)

P ((r, s)|p, G)d(r,s)
z (p, g; G) (18)

6. 実 験

6. 1 シミュレーションデータ

提案手法の有効性を確認するために，シミュレー

ションデータによる実験を行う．最初に，シミュレー

ションで生成するデータの元の特徴ベクトルの次元

をM = 10，クラス数を Nclass = 10，クラスタ数を

Ncluster = 5として設定する．各クラスタ中心 x̄ r は，

以下で定義される一様分布に従いランダムに設定する．

Rcluster = {x |x ∈ R
M , |xj | ≤ bcluster∀j} (19)

ここで，xj は特徴ベクトルの j 番目の次元の値であ

る．次に，各クラスタ中心からのクラス中心の変位を

x̄ c として定義し，以下で定義される一様分布に従い

ランダムに設定する．

Rclass = {x |x ∈ R
M , |xj | ≤ bclass∀j} (20)

これより，r 番目のクラスタの c番目のクラス中心は，

以下で定義される．

x̄ r
c = x̄ r + x̄ c (21)

ここで，本論文のクラス間分散よりもクラスタ間分

散が大きいという問題設定に従って，一様分布の境界

はそれぞれ bcluster = 5，bclass = 1と設定する．次に，

各クラスタの各クラスに対して，各々Nsample = 100

サンプルの特徴ベクトルをガウス分布 N (x̄ r
c , σ

2IM )

に基づいて生成する．その際，ガウス分布の標準

偏差は σ = 0.1 とした．結局，全サンプル数は，

NclusterNclassNsample = 5000となる．

本論文における問題設定に従って，学習セットのク

ラスとテストセットのクラスは別になるようにする．

具体的には，最初の 5クラスを学習セット（認識対象

外），残りの 5 クラスをテストセット（認識対象）と

する．加えて，ギャラリーにはテストセットの 1番目

のクラスタのみを与えるものとし，残りのクラスタを

プローブとして与える．学習セットとテストセットに

おけるサンプルを PCA空間に投影したものを図 3 に

示す．

次に，比較手法として全クラスタに対する線形判別

分析 (LDA) 及び RBF カーネルを用いた非線形判別

分析 (KDA)を扱い，提案手法と同じ学習セットから

判別空間を構築する．ここで，RBF カーネルの分散

パラメータは 1.0，クラス内分散の正則化係数は 1.0

とした．そのようにして構築された LDA空間，KDA

空間と CPDA空間にテストデータを投影したものを

図 4 (a)，(b)，(d)に，KDA空間に学習データを投影

したものを図 4 (c)に示す．結果として，LDA空間の

クラスが 1箇所に集まっていないのに対して，CPDA
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(a) 学習セット (b) テストセット

図 3 PCA 空間への投影．(b) において，凡例の (G)，
(P) は各々ギャラリーとプローブを意味する．ギャ
ラリーのクラスタとプローブのクラスタは異なるこ
とに注意されたい．

Fig. 3 Projection to PCA space. In (b), legend (G)

and (P) refers to gallery and probe. Note that

situation clusters of gallery and probe are dif-

ferent each other.

空間ではクラス内分散がよく抑えられていることが分

かる．これは，全クラスタの分散を 1箇所に集めるよ

うな線形判別分析が存在しないのに対して，限定され

た 2クラスタ間の分散に対してはその影響を抑える線

形判別分析空間が存在するためと考えられる．また，

KDA空間では，学習データについてはクラス内分散

が非常に効率的に抑制されている一方，テストデータ

については一部のクラス（本例ではクラス 6と 7）が

KDA 空間の原点付近に投影されており，クラス間分

散が極めて小さくなっている．これは，元の特徴空間

において，テストデータが学習データから離れた場所

に分布する場合に，テストデータと学習データの間の

RBF カーネルの値が極めて小さくなり，結果として

KDA空間の原点付近に投影されるためである．

最後に，同じシミュレーションデータを用いて，ア

クセスコントロールシステムでの 1 対 1 認証シナリ

オを想定した性能評価を行う．上記で定義されたギャ

ラリーとプローブから一つずつサンプルをとってきて

照合を行い，その距離がしきい値以下なら同一のクラ

ス，すなわち本人であると受け入れ，しきい値を超え

ると異なるクラス，すなわち他人であるとして拒否す

るものとする．これをギャラリーとプローブの全組合

せに対して行うことで，あるしきい値に対する本人拒

否誤り率と他人受入れ誤り率が算出される．評価指標

としては，1対 1認証の問題設定において広く用いら

れる受信者操作特性 (ROC)曲線 [32]を用いた．ROC

曲線は，受入れしきい値を変化させた場合の他人受入

れ誤り率と本人拒否誤り率のトレードオフを示す曲

線である．主成分分析 (PCA)，LDA，KDA，CPDA

空間において 1 対 1 認証を行った場合の ROC 曲線

を図 5 (a)に示す．ここで，提案手法の距離統合の方

(a) LDA 空間への投影 (b) CPDA 空間への投影

(c) KDA 空間への投影（学習
データ）

(d) KDA 空間への投影（テ
ストデータ）

図 4 判別空間への投影結果（主要 3 軸）．(a), (b), (d)

はギャラリー（1番目のクラスタ）とプローブ（2番
目のクラスタ）に属するデータを，(c) は学習デー
タ（全クラスタ）に属するデータを投影したもので
ある．LDA と KDA においては全クラスタペアに
対して各々共通の判別空間が用いられているのに対
して，CPDAにおいてはクラスタペアごとに異なる
判別分析空間が用いられていることに注意されたい．

Fig. 4 Projection to discriminant subspaces (3 prin-

cipal axes) of gallery samples of the first sit-

uation cluster and probe samples of the sec-

ond situation cluster in (a), (b), (d) and train-

ing samples of all the situation clusters in (c).

Note that CPDA switches discriminant sub-

spaces for each culuster pair while LDA and

KDA use a single common discriminant sub-

space for all the cluster pairs, respectively.

(a) シミュレーションデータ (b) 実データ

図 5 ROC 曲線（対数尺度）
Fig. 5 ROC curves. (log scale)

法としては，式 (17) のクラスタ事後確率最大の距離

(CPDA (max))，及び式 (18) のクラスタ事後確率に

よる距離の期待値 (CPDA (exp))の両方で評価を行っ

た．結果より，提案手法がいずれのしきい値において

も最も低い他人受入率と本人拒否率を達成しているこ

とが分かる．

6. 2 実データ実験

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
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図 6 歩容認証における服装変化の一例
Fig. 6 Examples of clothes variation in gait

recognition.

最大 32種類の服装を含む合計 2,120 の歩容シーケン

スからなるOU-ISIR Gait Database [8]のTreadmill

Dataset Bを用いた．本実験で用いた服装変化の例を

図 6 に示す．このうち，20 人を認識対象外の学習被

験者として，残りの 48 人の被験者を認識対象のテス

ト被験者とした．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とし，残り

の服装のデータをプローブとした．

特徴抽出の手順としては，まず，各歩容シーケンス

に対して，背景差分情報に基づくグラフカット領域分

割 [33]によりシルエットを抽出し，128×88画素の画

像に正規化及び位置合せをする．次に，シルエット列

から平均シルエット [34]を抽出して，特徴として利用

する．平均シルエットは行列形式のデータであること

から，一次元のベクトルデータに直すことはせずに，

次元圧縮には PCA の代わりに CSA [29] を，判別分

析には LDAの代わりに DATER [35]を利用した．ま

た，本実験においては服装を状況とし，CSA空間の特

徴に対してWardの併合クラスタリング [36]を適用す

ることで 12 の状況クラスタを取得した．状況クラス

タ判別空間を DATERにより学習した結果を図 7 (a)

に示す．シミュレーション実験のときとは異なり，一

部の状況クラスタ間で相当の重なりがあることから，

より難しいデータセットであることが分かる．

次に，12 クラスタの組合せに対して，提案手法の

CPDA空間を学習セットにより構築する．テストデー

タのギャラリーとプローブのデータを全クラスタに対

して学習した DATER，及び CPDA空間に投影した

結果を図 7 (b)，(c)にそれぞれ示す．DATERにおい

ては，被験者 99, 156, 175や 160, 305の間でデータ

の重なりがあるのに対して，CPDA空間においてはそ

の重なりがある程度解消されており，識別性が向上す

ることが期待される．

更に，本データによる 1 対 1 認証実験を行い，そ

の結果を先の例と同様にして ROC 曲線により示す

（図 5 (b)）．ここでは，CSA, DATER, そして服装

(a) 状況クラスタ判別空間

(b) クラス判別空間 (DATER)

(c) クラス判別空間 (CPDA)

図 7 歩容認証実験における判別空間への投影結果．各軸
は DATER の (1,1) 成分，(2,2) 成分，(3,3) 成分
を表す．図 (b)，(c)においては，服装クラスタ 4と
6 における 9 クラスのデータをプロットしている．

Fig. 7 Projection to discriminant subspace in gait

recognition experiments. Each axis indicate

(1,1), (2,2), (3,3) components for DATER. In

(b) and (c), data of 9 classes of clothes cluster

4 and 6 are plotted.

変化に頑健な部分ベースの周波数領域特徴による手

法 [37]による性能比較を行っている．結果として，提

案手法の二つの統合方法による性能が他の手法の性能

を上回っていることから，提案手法の有効性が確認さ

れた．また，二つの統合方法の間では，全体としては

期待値による統合方法の方が若干良い性能を示してい

ることが分かる．

このような結果が得られたのは，全ての服装変化に

対してクラス間分散を保ったままクラス内分散を小さ

くするような投影が困難であるのに対して，あるクラ

スタ間の服装変化に限るとそれが比較的容易になるこ

とが原因であると考えられる．例えば，ギャラリーが

体の輪郭のシルエットが比較的はっきりするような服

装で，プローブがダウンジャケットを着て上半身の輪

郭シルエットが大幅に変わってしまっているような場

合には，クラス内分散（クラスタ間分散）の大きな上
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図 8 クラス間分散に対するクラスタ間分散の比率による
EER の変化

Fig. 8 EER for ratio of between-class variance and

between-cluster variance.

半身の影響を抑えて，クラス内分散の小さな下半身の

情報を積極的に使うような投影が得られることから，

全体で統一的な判別空間をもつよりは良い識別性能を

達成できたものと考えられる．

7. 考 察

提案手法の制限として，認識対象外クラスの学習

セットに含まる状況とは大きく異なる状況のテスト

データが与えられた際には，対応することができない

という点が挙げられる．そのため，実用段階で生じる

と思われる状況変化を検討し，認識対象外クラスの学

習セットの収集時にそれらを含めておく必要がある．

また，2. 2 で述べたように，クラス間分散に比べて

状況クラスタ間の分散がそれほど大きくない場合には，

第 1段階における状況クラスタの識別誤りの影響が大

きくなり，性能の低下が予想される．そこで，シミュ

レーションデータにおけるクラスタ平均の一様分布の

範囲パラメータ bcluster を変化させる，すなわち，ク

ラス間分散に対するクラスタ間分散の比率を変化させ

た場合の他人受入れ率と本人拒否率の等誤り率 (EER)

を図 8 に示す．結果として，クラス内分散に比べてク

ラスタ間分散が大きい場合には提案手法が有利である

が，小さくなると LDAの方が有利となっていること

が分かる．これは，正に Vapnikの原理が示すところ

と定性的に一致する結果であり，本実験の信頼性を裏

づける重要な根拠であるといえる．よって，本手法は

クラス内分散に比べてクラスタ間分散が大きい場合に

有効に働き，逆にクラス内分散に比べてクラスタ間分

散が小さい場合には不利となることがいえる．

8. む す び

本論文は状況クラスタペアに焦点を当てた判別空間

の分析手法を提案した．学習段階では，状況クラスタ

の判別空間と，特定の状況クラスタペアに対するクラ

ス判別空間を認識対象外のクラスの学習セットを用い

て構築した．照合段階では，認識対象のクラスの辞書

データと入力データが与えられると，状況クラスタの

判別空間においてクラスタペアの事後確率を計算し，

次いで各クラスタペアに対するクラス判別空間におけ

る距離を計算して，それらを統合することで最終的な

特徴間距離として出力し，識別に用いた．

今後の課題としては，状況クラスタの数やクラス数

による認証性能の影響を解析することが挙げられる．

また，本論文では判別分析に LDAや DATERといっ

た線形射影による手法を用いたが，KPCAや KLDA

等の非線形射影を導入することも考えられる．

謝辞 本研究は科研費 21220003の助成を受けたも
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