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ROC曲線最適化のための信頼度付き照合度に対する適応的閾値制御
槇原 靖† モハマド　アルタブ　ホサイン† 八木 康史†

† 大阪大学
〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
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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，照合度に対する受け入れ閾値を
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，状況変化の度合いに関連した
信頼度付きの照合度に対して，受け入れ (検出)閾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
最適化の観点に基づくと，照合度と信頼度の 2次元空間における閾値曲線群が，全体の受け入れ率に対する偽陽性と
偽陰性率の総誤り率の比として定義される誤り勾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，特に偽陽性率と偽陰性率のいずれか一方の許容誤り率が小さい条件において，提案手法
が有効であることを確認した．
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Abstract In two-class classification problems such as one-to-one verification and object detection, the perfor-

mance is usually evaluated by a so-called Receiver Operating Characteristics (ROC) curve expressing a tradeoff

between False Rejection Rate (FRR) and False Acceptance Rate (FAR). On the other hand, it is also well known

that the performance is significantly affected by the situation differences between enrollment and test phases. This

paper describes a method to adaptively control an acceptance threshold with confidence values derived from situ-

ation differences so as to optimize the ROC curve. We show that the optimal evolution of the adaptive threshold

in the domain of the distance and confidence value is equivalent to a constant evolution in the domain of the error

gradient defined as a ratio of a total error rate to a total acceptance rate. An experiment with simulation and

real data demonstrates the effectiveness of the proposed method, particularly under a lower FAR or FRR tolerance

condition.
Key words ROC curve, Acceptance threshold, Confidence values, Error gradient, False acceptance rate, False

rejection rate

1. は じ め に

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，バイオメトリクスによる
アクセスコントロールシステムでは，ID情報に基づい

て登録時と入力時の生体情報の間の 1対 1認証を行うが，
その際には本人・他人の 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，その評価尺度と予
め定めた受け入れ閾値との大小によって，顔・人物・本
人としての受け入れる (正例と見なす)または拒否する
(負例と見なす)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，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，とも言
う)であり，もう一つは，反対に，入力が正例であるに
も関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，他人受け入れ
誤り率が偽陰性率に当たり，本人拒否誤り率が偽陰性率
に当たる．偽陽性率と偽陰性率は当然のことながら受け
入れ閾値に依存しており，受け入れ閾値を厳しくすると
偽陽性率が下がる一方で偽陰性率が上がり，反対に受け
入れ閾値を緩めると偽陽性率が上がり偽陰性率が下がる．
このような擬陽性率と偽陰性率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，識別性能は登録時と入力時の状況変化によって

大きく影響されることが知られている．例えば，人の歩
き方の個性に基づく個人認証技術として近年注目を集め
ている歩容認証においては，登録時と入力時の方向の違
い [4]，歩行速度の違い [5], 服装変化 [6]等，様々な状況
変化が考えられる．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，これらの状況変化が大きくなれ
ばなる程，一般的には識別が困難になってくる．また，
音声認識における SN比のように，観測の品質によって
認識率が変化することも考えられる．
これらは一般に信頼度 (Quality measure) と呼ばれ，

生体認証における認証性能の見積もりにしばしば用いら
れている [7] [8] [9] [10]．例えば，Hossainら [11]は，服装
変化を伴う歩容認証において，体の部位毎の服装の違い
に基づいて定義される信頼度と認証性能の間に強い関連
性があることを報告している．また，信頼度に基づいて，
複数サンプルや複数の特徴によるスコアを効果的に統合
する手法 [12] [13]や正規化する手法 [14]，異なるモード
の生体認証のスコアを統合する手法 [15] [16]が提案され
ている．．
更に，Kryszczukらは [17]は，evidence spaceと呼ば

れるスコアと信頼度からなる空間において最適な識別境
界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 [17]においては一つの識別境界が与
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．厳密に言うと，識別境界
からの符号付き距離等のある種の尺度に基づいて識別境
界を移動させることで ROC曲線を生成することができ
るものの，そのようにして生成された ROC曲線が全体
として最適であることは保証されない．
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，受け入れ閾値を適応的に
制御することで，ROC曲線全体としての認証性能を改
善する手法を提案する．これにより，許容偽陰性率が規

定された下での偽陽性率，また反対に，許容偽陽性率が
規定された下での偽陰性率をそれぞれ最小化することが
できる．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．

2. 適応的受け入れ閾値制御

2. 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，登録時と入
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
符号を逆転され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，正例と負例に対する
距離の確率密度関数 (Probability Distribution Function:

PDF)と，受け入れ閾値 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 が他人受入誤り率に対応する．こ
こで，もし，受け入れ閾値をより厳しい値 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 (図 1(a))．反対に，受け入れ閾値をより緩い
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 (図 1(a))．極端な場合で言う
と，受け入れ閾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，反対に受け入れ閾値を極
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，受け入れ閾値を一番厳しい値 (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，予め設定した許容 FRRまたは FARに
基づいて適切な閾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等
誤り率 (Equal Error Rate: EER)になるように閾値を設
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
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図 1 正例と負例の距離 PDFの例と，ROC曲線

ていて，ROC曲線が左下の原点に寄っている程，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，速度差が小さい程高い信頼度を与
えることができる．また，認識非対象者に対して収集し
た学習セットを用いることで，代表的な信頼度毎に正例
と負例の PDF及び ROC曲線を事前に構築できるもの
とする．
受け入れ閾値は，通常，信頼度とは関係なく一斉に上

げ下げされるので，信頼値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，受け入れ閾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．次節以降では，その適応的な閾値制御の方法につ
いて述べる．

2. 2 2値信頼度に対する例

本節では，適応的受け入れ閾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%を満たす受け入れ
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図 2 距離と信頼度の分布

閾値の上限値をそれぞれ TL
NoFAと TH

NoFA(> TL
NoFA)と

する．また，FRRが 0%を満たす受け入れ閾値の下限値
そそれぞれ TL

NoFR and TH
NoFR(< TL

NoFR)とする．
次に，従来の信頼度間で一定の閾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，受け入
れ閾値を−∞に設定し，その閾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．この時，
受け入れ閾値 TL

NoFA に達するまでは，両方の信頼度に
おいて負例の受け入れは生じない．受け入れ閾値 TL

NoFA

から TH
NoFA の受け入れ閾値の区間においては，受け入

れ閾値が増加するにつれて，高信頼度ではやはり負例の
受け入れがない一方，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)．更に受け入れ閾値が増
加して TH

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，受け入
れ閾値が TH

NoFRから TL
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け入
れ閾値の制御方法があることが分かる．まず，先と同様
にして受け入れ閾値 TL

NoFA まで進めた後，低信頼度に
対する不必要な負例の受け入れを避けるために，低信頼
度に対する受け入れ閾値の増加を止めておき，高信頼度
に対する受け入れ閾値を TH

NoFA まで増加させる．また，
受け入れ閾値が TH

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け入れ閾値の増加を止めて，
多少なりとも正例の存在する低信頼度に対する受け入れ
閾値を TL

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け入れ閾
値の進行度合いを変化させることにより，不要な負例の
受け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．

2. 3 定 式 化

本節では，前節で述べた例を拡張して，一般的な適応
的受け入れ閾値の制御手法を定式化する．まず，正例と
負例に対する距離 tの PDFをそれぞれ pP (t)，pN (t)と
定義する．ここで，受け入れ閾値が T に設定された場合
の FARを RFA(T )，FRRを RFR(T )とすると，それぞ
れ以下のように表される．
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図 3 高信頼度 (上段) と低信頼度 (下段) に対する PDF と
ROC曲線

RFA(T ) =

∫ T

−∞
pN (t)dt (1)

RFR(T ) = 1−
∫ T

−∞
pP (t)dt. (2)

次に，新しい変数として誤り率 RE(T ) と受け入れ率
RA(T )を以下のように定義する．

RE(T ) = RFA(T ) +RFR(T ) (3)

RA(T ) = RFA(T ) + (1−RFR(T )). (4)

更に，受け入れ率 RA(T )に対する誤り率 RE(T )の勾
配である誤り勾配を以下で定義する．

g(T ) =
dRE(T )

dRA(T )
=

pN (T )− pP (T )

pN (T ) + pP (T )
. (5)

ここで，低誤り勾配 (例えば g(T ) ≃ −1.0)であること
は，受け入れるサンプルの殆どが正例であることを意味
し，逆に高誤り勾配 (例えば g(T ) ≃ 1.0)であることは，
受け入れるサンプルの殆どが負例であることを意味する．
加えて，誤り勾配が中間 (例えば g(T ) ≃ 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．
次に，FARと FRRが最小になる組を実現するための

受け入れ閾値制御方法を考える．今，信頼度毎にある受
け入れ閾値が設定されているとすると，誤り率の増加が
一番抑えるられる信頼度，即ち，誤り勾配が最小の信頼
度の受け入れ閾値のみを進めることが最善の方策である
と言える．そのような方策を進めて行くと，現在考えて
いる閾値曲線上の全ての信頼度において誤り勾配 g(T )

が等しくなることが分かる．つまり，常に閾値曲線上の
誤り勾配 g(T )が等しくなるように，各信頼度の閾値を
増加させていくような制御方法が，最善の方策と言える．
別の見方をすると，距離と信頼度の 2次元空間におけ

る誤り勾配の等値線が，制御すべき受け入れ閾値曲線の
集合となっていることを表す．更に，特徴間距離 tと信
頼度 cに基づいて誤り勾配 g(t)の領域にマッピングして，
誤り勾配の領域において従来の一定の受け入れ閾値制御
をすることで，同等の最適な閾値制御を実現することが
できる．結局は，学習段階において信頼度毎の誤り勾配
g(T )を求めておくことで，テスト段階では信頼度と距離
から誤り勾配にマッピングして従来通りの受け入れ閾値
制御を行えば良いことになる．

2. 4 実 装

本節では，適応的受け入れ閾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それぞれ (tPi , c

P
i )と (tNi , cNi )で与

えられるものとする．次に，距離 tと信頼度 cを適当な
上限・下限・量子化ステップによって，それぞれ以下の
ように量子化した制御点を設定する．

tj=tmin+ jst, j∈Z, 0<=j<=(tmax−tmin)/st (6)

ck=cmin+ ksc, k∈Z, 0<=k<=(cmax−cmin)/sc (7)

更に，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 wP

i,k を以下のように計算する．

wP
i,k = max(1.0− |cPi − ck|/sc, 0) (8)

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 PDFの値 pj,k を，ノンパラメトリックなガウシ
アン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．

pPj,k =
1

Zk

NP∑
i

wP
i,k exp

(
− (tPi − tj)

2

2σ2

)
, (9)

ここで Zk は PDFを
∑

j p
P
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シアンカー
ネルのサイズである．負例の PDFpNj,kについても同様に
計算した後，制御点 (tj , ck)における誤り勾配 gj,k を式
(5)によって計算する. ここで，適応的受け入れ閾値制御
の最適性を満たすために，各信頼度制御点 ck に対して，
誤り勾配が準単調増加でなければならないため，誤り勾
配 g∗ = {g∗j,k}を，以下の制約化付きの自乗誤差最小化
の枠組みで最適化する．

g∗=argmin
ĝ

S(ĝ) (10)

S(ĝ)=
∑
k,j

{(ĝj,k−gj,k)
2+α(ĝj,k−ĝj−1,k)

2} (11)

subject to ĝj−1,k >= ĝj,k, (12)

ここで，αは正則化係数である．この最適化問題は凸 2

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勾配を誤り勾配マップと呼ぶ．



これより，任意の距離と信頼度の組が与えられると，そ
れを誤り勾配マップに基づく線形補間によって誤り勾配
の領域にマッピングし，誤り勾配領域において従来の受
け入れ閾値制御を適用する．
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，この誤り勾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．

3. 実 験

3. 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PDFは 0 <= c <= 1

の範囲の一様分布として，正例と負例で共通に用いる．
次に，正例と負例の距離に関する PDFをガウス分布と
してそれぞれ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
低い程，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 4(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・負例を同様に 10,000サンプル生成する．
次に，実験に用いるパラメタを設定する．PDF推定

については，ガウシアンカーネルのサイズと制御点間
隔をそれぞれ σ = 0.3, st = 0.01, sc = 0.1とした．ま
た，距離の領域を tmin = 0.0, tmax = 10.0，正則化係数
を α = 1.0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 4(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．

3. 2 性 能 評 価

まず，学習セットから誤り勾配を推定し，その誤り勾
配の等値線を図 5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

(a) 学習サンプル

(b) z標準化したサンプル

図 4 学習サンプルの距離と信頼度の分布
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図 5 学習セットの誤り勾配の等値線 (間隔 0.1)

習した誤り勾配マップに基づいて，テストサンプルを誤
り勾配の領域にマッピングした結果を図 6に示す．図よ
り，誤り勾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，低誤り勾配 (例えば
g = −1.0)においては殆どが正例によって占められてお
り，中間の誤り勾配 (例えば g = 0.0)においては正例と
負例が混在しており，高誤り勾配 (例えば g = 1.0)にお
いては殆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 7(a)に示す．結果として，提案手法の適
応的受け入れ閾値制御 (AATC)が従来の固定閾値制御
(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



図 6 テストセットの誤り勾配領域へのマッピング

ているが，許容 FARが極めて小さい範囲 (図 7(b))や許
容 FRRが極めて小さい範囲 (図 7(c))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．これより，提案手法が許容 FARと FRRのいずれか
が厳しい場合に特に有効であることが分かる．

3. 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の歩容シーケンスを用
いた．本実験で用いた服装変化の例を図 8に示す．この
内，20人を認識対象外の学習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内，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 [6]の手法

を用いた．詳細については [6]を参照されたいが，概要は
以下の通りである．大きさの正規化や位置合わせを行っ
たシルエットシーケンスから周波数領域特徴 [18]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 9に，テストセットを誤り勾配領域にマッピングした
結果を図 10に示す．本実験セットにおいて，低信頼度領
域においては，正例のみ・負例のみが占める距離が存在
しないため，誤り勾配の-1付近，+1付近にはマッピン
グされていない．しかし，いずれの信頼度においても誤
り勾配毎の正例・負例の割合は概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閾値
制御の性能を概ね上回っ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．
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(a) 通常範囲
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(b) 低 FAR範囲
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(c) 低 FRR範囲

図 7 ROC曲線

図 8 歩容認証における服装変化の一例

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，実
際には最適な適応的受け入れ閾値制御とはならなかった
ものと考えられる．よって，適応的受け入れ閾値制御の
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．

4. 考 察

本論文の実験においては z標準化との比較を行った．



図 9 歩容認証における学習サンプルの距離と信頼度の分布

図 10 歩容認証におけるテストセットの誤り勾配領域へのマッ
ピング
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図 11 歩容認証実験に対する ROC曲線

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，提案手法が誤り勾
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回と誤り勾配へのマッピン
グ 1回で済むのことから計算量は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．
また，2クラス識別の観点からすると，1.でも述べた
ように，距離と信頼度の組を 2次元特徴ベクトルと見な
して，LDA [19]や SVM [20]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曲線全体を
最適化することを目的としたものではなく，基本的には
識別面に対応して一つの FARと FRRの組が決まるのみ
である．また，識別面までの符号付き距離に対して受け
入れ閾値を変化させることで ROC曲線を決めることは
できるものの，ROC曲線全体の最適化が保証される訳
ではない点に注意されたい．

5. ま と め

本論文は，2クラス問題における信頼度に基づく適応
的受け入れ閾値の制御手法を提案した．受け入れ率に対
する誤り率の比率を示す誤り勾配を導入し，ROC曲線
を最適化する適応的受け入れ閾値を誤り勾配の等値線と
して定式化した．また，誤り勾配の等値線を扱う代わり
に誤り勾配の領域にマッピングすることで，従来の一定
閾値制御が適用可能である．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，提案した適応的受け入れ閾値制
御手法を人物検出等の他の 2クラス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．
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