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クラス内変動のクラスタペアに基づく判別分析
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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，そのような状況変化のクラスタペアに着目した判別分析手法を提案する．学習段階において
は，認証対象以外の学習用クラスについて様々な状況下での学習データを用意し，状況クラスタ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，テスト段階において認証対象のクラスについての
照合データ対が与えられると，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，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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Abstract Pattern recognition problems often suffer from the larger intra-class variation due to situation varia-

tions such as pose, walking speed, and clothing variations in gait recognition. This paper describes a method of

discriminant subspace analysis focused on a situation cluster pair. In a training phase, both a situation cluster dis-

criminant subspace and class discriminant subspaces for the situation cluster pair are constructed by using training

samples of non recognition-target classes. In testing phase, given a matching pair of patterns of recognition-target

classes, posteriors of the situation cluster pairs are estimated at first, and then the distance is calculated in the

corresponding cluster-pairwirse class discriminant subspace. The experiments both with simulation data and real

data show the effectiveness of the proposed method.
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1. は じ め に

部分空間解析はパターン認識の分野で最も重要な
技術の一つである．古くから行われた来た代表的な手
法としては，主成分分析 (PCA) [1] [2] と線形判別分析
(LDA) [3] [4] [5]が挙げられる．主成分分析が情報損失を
最小にするように元の特徴ベクトル空間から低次元空間
への線形投影行列を求める手法であるのに対して，線形
判別分析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手法である．
しかしながら，登録パターンと入力パターンの取得時

の状況の変化が大きい場合には，パターンのクラス内変
動がクラス間変動よりも大きくなることがあり，そのク
ラス内変動を線形判別分析では吸収しきれずに認識がう

まくいかないことがある．例えば，顔認識における照明
変動，方向変化，表情変化といった状況変化や，歩容認
証における方向変化，速度変化，服装変化といった状況
変化は，しばしば被験者間の変化を凌駕する．特に，こ
ういった状況変動によるクラス内変動が非線形である場
合には，線形判別分析では識別できないことが多い．
そのようなデータの非線形性を考慮した手法として，
カーネル主成分分析 (KPCA) [6] やカーネル判別分析
(KDA) [7] [8]，が提案されており，顔認識，ジェスチャ認
識や行動認識などのパターン認識の幅広い分野で用いら
れている [9] [10]．他にも，制約部分空間法 (CMSM) [11]

や CMSMを拡張した多重制約部分空間法 [12]，効果的
にクラス内変動を吸収する手法が提案されている．また，
図 3にあるように，状況変動がクラスタを形成している
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場合には，クラスタに基づく判別分析 (CDA) [13]が有用
である．
これらの手法が対象としている問題設定では，図 1(a)

に示すように，認識対象のクラスについて様々な状況変
動下での学習データが与えられることを想定している．
そして，学習データに含まれる状況，更には学習デー
タに含まれないような未知の状況下で与えられるテス
トデータに対して認識を試みる．例えば，文献 [11]では
様々な状況下でのジェスチャ認識を取り上げており，認
識対象のクラスがジェスチャの種類に，クラス内変動が
被験者や照明の違いに対応する．実験においては，図
1(a)に示すように，学習データに含まれない被験者や照
明条件下において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．
しかし，実際には認識対象クラスについてのクラス内

変動を伴う学習データを集めることが難しい場合も存在
する．例えば，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，
広域監視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と言うことは殆
ど不可能と言って良い．
このような場合には，図 1(b)に示すように，認識対象

クラスについての辞書データは 1種類の状況下でのみ観
測されることが想定され，その結果としてクラス内変動
を抑えた判別空間の学習が困難となることが考えられる．
一方で，テストデータは辞書データとは異なる状況下で
観測されることから，識別性能は低下することとなる．
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言える．例えば，研究
室のメンバー，会社の同僚，もしくはデータ取得のた
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，様々な状況下で学習パターンを
集めることができるものと考えられる．実際にバイオ
メトリクスの分野では，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 [14] [15] [16] [17]．
加えて，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は，テスト
データと辞書データが所属するクラスタを最初に認識し
て，次いでクラスタ間に限定した識別空間においてクラ
スの認識を行う方法が考えられる．この場合，第一段階
の状況クラスタの認識問題は，元のクラスの認識問題よ
りも簡単であると言える．これは，元の認識問題におけ
る小さなクラス間分散と大きなクラス内分散が，状況ク
ラスタの認識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である．また，第二段階
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(b) 本研究の問題設定

図 1 従来研究と本研究の問題設定の違い

図 2 CPDAの概要

においては，テストデータと辞書データに対して認識さ
れた二つのクラスタに限定することで，クラス内変動が
全クラスタで考える場合よりも大幅に小さくなることか
ら，より効率的な識別が可能であると考えられる．
本研究では，これをクラスタペアに基づく判別分析

(Cluster-Pairwise Discriminant Analysis: CPDA)と呼
び，認識対象外のクラスの学習サンプルを用いて事前に
構築しておくものとする．そして，テスト段階において
は，テストデータと辞書データのペアに対する状況クラ
スタペアの認識結果に基づいて，適切な CPDA空間を
選択することができる．
実際に，このようなクラスタペアに基づく解析はいく
つかの研究で取り入れられており，認識性能の向上に貢
献している [18] [19] [20]．但し，これらの手法がクラスの
クラスタを対象としているのに対して，提案手法は状況
クラスタのペアを対象としていることに注意されたい．

2. CPDA空間の学習

2. 1 次 元 圧 縮

判別分析に先立ち，次元の呪いの回避や計算量の削
減のために，データ次元の圧縮を行う．本論文では，入
力パターンがベクトル形式のデータである場合には主
成分分析 (PCA) [1] [2] を用い，画像のような行列形式
のデータや更に高次のテンソル形式のデータの場合に
は Concurrent Subspaces Analysis (CSA) [21]を用いる．
ここで，圧縮次元は情報損失が 1%以下になるように設
定する．

IS3-21：1694



2. 2 クラスタ判別空間

本節では，状況クラスタの判別空間を構築する．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，もしくは適当なクラスタリング手
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∗ = argmax
U

∑
r n

r||UT x̄ r − UT x̄ ||2∑
i∈I ||UTx i − UT x̄ li ||2

= argmax
U

trace(UTSbU)

trace(UTSwU)
(1)

ここで，nr は r番目のクラスタの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∗)Tx (3)

2. 3 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)∗=argmax
V

∑
c n

(r,s)
c ||V T x̄

(r,s)
c −V T x̄ (r,s)||2∑

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

=argmax
V

trace(V TS
(r,s)
b V )

trace(V TS
(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，ぞれぞれクラス間分散とクラス内分

散である．但し，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
時，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)∗)Tx (7)

前節及び本節では判別分析として LDAを用いたが，
行列形式やより高次のテンソル形式のデータに対しては，
同じ枠組みで DATER [22]を適用する．

3. 照 合

3. 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
シアン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．この時，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 (登録データ)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けるユーザ登録時には
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言
うことは十分に考えられる問題設定である．そのような
場合には，全ギャラリーに対する共通の状況クラスタ s

の事後確率がより頑健な以下の方法で推定することがで
きる．

P (s|G) =
1

ZG

∑
g∈G

∑
i∈IkNN

g ∩Is

exp

(
||y i − yg||2

2σ2
g

)
, (10)
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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)

3. 2 距 離

クラスタペア (r, s)に対するクラス識別空間における
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 [23]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，最大事後確率の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∗) = argmax
(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)

4. 実 験

4. 1 シミュレーションデータ

提案手法のCPDA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 ∈ RM , |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 ∈ RM , |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)としてそれぞ
れ設定する．加えて，ギャラリーには最初のクラスタの
テストセットデータのみを与えるものとし，残りのクラ
スタのテストセットデータをプローブとして与えるもの
とする．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，比較手法として線形判別分析 (LDA)を扱い，提
案手法の CPDAと共に学習セットから学習し，テスト
データを各々LDA空間と CPDA空間に投影する (図 4)．
結果として，LDA空間のクラス内分散が一箇所に集まっ
ていないのに対して，CPDA空間ではクラス内分散が良
く抑えられていることが分かる．これは，全クラスタの
分散を一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．
最後に，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．距離統合の方法
としては，式 (18)のクラスタ事後確率による距離の期待
値を用いた．また，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 [23]を用いた．ROC曲線は，受け入れ閾値を変化させ
た場合の他人受入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，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に示す．結果より，提案手法の CPDAがいずれの閾値
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．
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(a) LDA空間への投影 (b) CPDA空間への投影

図 4 判別空間への投影結果 (主要 3軸)．各行はギャラリー (1番目のクラスタ)とプ
ローブの内，それぞれ 2番目から 5番目のクラスタに属するデータを投影した
ものである．LDAにおいては全クラスタペアに対して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毎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．

4. 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 6に示す．この内，
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 [24]

を適用してシルエットを抽出し，128×88画素の画像に
正規化及び位置合わせをする．次に，シルエットシーケ
ンスから平均シルエット [25] [26]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，1次元のベクトルデータに直すことはせずに，
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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．
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図 5 シミュレーション実験における ROC曲線

次元圧縮には PCAの代わりに CSA [21]を，判別分析に
は LDAの代わりに DATER [22]を利用した．また，本
実験においては服装が状況クラスタを形成するが，その
クラスタリングについては，CSA空間の特徴に対して
Wardの併合クラスタリング [27]を適用することによっ
て行い，11クラスタを得た．その 11クラスタの組み合
わせに対して，提案手法の CPDA空間を学習セットを
用いて学習した．
歩容による 1対 1認証の結果を先の例と同様にして

ROC曲線により示す (図 7)．ここでは，CSA, DATER,

そして服装変化に頑健な部分ベースの周波数領域特徴に

図 6 歩容認証における服装変化の一例
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図 7 実データ実験における ROC曲線

よる手法 [28]による性能比較を行っている．また，提案
手法の距離統合の方法としては，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
持つよりは良い識別性能を達成できたものと考えられる．

5. ま と め

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．従来の問題設定においては，ギャ
ラリーとプローブの一方もしくは両方について複数状況
のデータが与えられることを想定しているが，本論文で
は各々一つの互いに異なる状況クラスタのデータのみが
与えられるという問題設定において，認識対象外のクラ
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スの学習セットを用いて効果的な判別空間を学習するこ
とを目的とした．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する．
テスト段階では，認識対象のクラスのパターンペアが与
えられると，まず k近傍のガウシアンカーネルによるノ
ンパラメトリックな確率密度推定によりクラスタペアの
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，クラス事後確率最
大のクラスタペアの距離，またはクラス事後確率による
距離の期待値を最終的な特徴間距離として出力する．実
験では，シミュレーションデータ及び実データを用い，1

対 1認証のシナリオにおける性能評価において提案手法
の有効性を確認した．
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や，クラス間分散に対するクラス内
分散 (クラスター分散)の比率による認証性能への影響
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，KLDA等の非線形射影を導入することも考えら
れる．
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