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あらまし 顔認識・顔検出を実現するためのプログラムでは、統計的パターン認識手法が重要な役割を

演じる。これまでにも多くの統計的パターン認識手法が顔認識や顔検出に利用されてきた。本稿では、顔認

識や顔検出に利用可能な代表的な統計的パターン認識手法について紹介する。

1 はじめに

顔画像の自動認識は、建物への入退出の監視 [21]、銀
行の ATMなどでの個人識別 [92]、マンマシンインタ
フェース [33]、ロボットとの対話 [32]、ビデオ映像の検
索のためのキーとしての利用 [98]などの様々な応用が
あり、盛んに研究されている [96, 19, 3]。実環境下での
顔画像の自動認識はコンピュータにとってまだ難しい課

題であるが、ある程度制限された環境下では高い認識率

が得られることが報告されている [103, 53, 31, 57, 64,
100, 93, 71] 。この分野の研究動向については、すでに
いくつかの解説論文が書かれている [96, 19, 3, 35, 43]
ので、本稿では、顔画像の認識・検出に有効な統計的

手法について概説する。

2 顔認識検出のための特徴

画像中の顔の認識や検出では、画像からどのような

特徴を抽出するかで性能に大きな差がでる。その意味

で、特徴抽出は顔認識や顔検出で非常に重要であり、

様々な特徴抽出手法が提案されている。ここでは、最

近、Appearance-based顔認識・検出手法で良く利用さ
れているGabor特徴を用いる特徴抽出手法について紹
介し、その簡略版と解釈でき、文字認識において実績

のある特徴抽出法（４方向面特徴）について概説する。

2.1 人間の初期視覚系を参考にした特徴

現在のビジョンシステムの能力は、人間の視覚と比

べると柔軟性・頑健性・適応性などの点でまだまだ劣っ

ている。人間の視覚は、現在のビジョンシステムとは

かなり異なった仕組みに基づいて素晴らしい能力を発

揮している。このような人間の視覚系で行われている

特徴抽出法を模倣すると、実環境下での顔画像認識の

精度が向上すると期待される。

網膜は、眼底にはりついている透明な神経組織であ

り、外界の視覚情報を受けとり、局所的な情報処理の

結果を神経パルス列に符合化して視覚中枢に送り込む

働きをしている。網膜からの情報は、中継ぎである外

側膝状体 (lateral geniculate nucleus)を経て後頭部に
ある視覚野へ伝えられる。Fieldは、風景や顔などの人
工物を含まない自然画像の局所的な自己相関を調べ、

そのパワースペクトルが空間周波数の 2乗に反比例す
ることを示した [27]。Atik等は、神経節細胞の出力の
パワースペクトルは、低周波域では、平坦（コンスタ

ント）になることを示した [12]。これは、元の空間で
考えると、自己相関を空間的に無相関化していること

に対応し、入力情報から空間的な冗長性を取り除いて

いる (whitening)と解釈できる。逆に、高周波域では、
whiteningによりノイズが増幅されることを防ぐため
に高周波成分を抑制するような働きがある。

外側膝状体からの情報は、6層構造をした大脳皮質の
視覚第一次野 (V1)の 4C層へ伝えられる。V1のニュー
ロンは、受容野により規定される方向を持った直線状

のコントラストに対して強く反応する。このような方

向選択性を持ったニューロンは単純細胞と呼ばれてい

る。これに対し、光刺激の位置が方位に垂直方向に対

象ずれても反応の強さが変化しない複雑型細胞と呼ば

れるニューロンも存在する。Olshausenと Fieldは、い
くつかの基底ベクトルの線形結合により入力画像をな

るべく近似し、しかもその結合係数がなるべくスパー

スになるような基準で基底ベクトルを求めると、V1の
単純型細胞の特性と似たものが得られることを示した

[74]。一方、Bellと Sejnowskiは、独立成分分析 (ICA)
を用いてOlshausen と Fieldと同様な結果が得られる
ことを示した [16]。

以上のような結果から、少なくとも、網膜や第一次

視覚野などの初期視覚では、入ってきた情報からなる



べく多くの情報を取り込み、しかも取り込んだ情報に

含まれる冗長性を取り除くような情報処理を実現する

ための自己組織化が行なわれていると解釈できる。こ

れは、入力情報を取り込むという機能を実現するため

の最も自然な動作原理であると考えられる。

著者等は、網膜のガングリオン細胞の受容野特性に

類似したコントラストフィルタ [12, 75]と第一次視覚
野の単純型細胞の受容野特性に類似したGaborフィル
タ [20]を用いた顔検出・認識手法を提案した [40, 41,
58, 59, 42]。

2.1.1 コントラストフィルタ

Gabor特徴を抽出する前に、前処理として、入力画像
にコントラストフィルタを適用する。ここでは、Atick
等 [12] によって提案されたコントラストフィルタを紹
介する。Atick等は、コントラストフィルタのフーリエ
変換の核関数として、

K (f) = W (f) L (f) = f exp
{
− (f/f0)

4
}

, (1)

を用いた。ここで、f と f0は、周波数と遮断周波数を

表している。このフィルタは、実際の網膜のガングリ

オン細胞の空間周波数特性を良く近似していることが

知られている [12]。
自然画像のスペクトルは、1/f に比例することが知

られている [27]ので、式 (1)の W (f) 項は、低周波成
分の影響を弱め、高周波成分の影響を強めることで、

このスペクトルを一定にする効果がある [75]。 一方、
L (f) 項は、ノイズ等の高周波数成分の影響を削減す
る効果がある。この効果を持った実空間でのコントラ

ストフィルタは、式 (1)の K (f) を周波数軸の原点周
りで回転させ、更に、フーリエ逆変換することにより

得られる。

式 (1)の K (f) と実空間におけるコントラストフィ
ルタを図 1(a),(b)に示す。図 1(b)から、使用するフィ
ルタは、オン中心オフ周辺型の受容野に類似している

ことが分かる。顔画像への適用例を図 1(c),(d)に示す。

2.1.2 Gaborフィルタ

生体の視覚皮質 (第一次視覚野)には、方位選択性を
持つ神経細胞があることが知られている。また、猫の視

覚皮質の単純型細胞の受容野特性は、Gaborフィルタ
でうまく近似されることが知られている [20]。Gabor
フィルタは、

ψk (x) =
k2

σ2
exp

(−k2x2

2σ2

)
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図 1: コントラストフィルタとその適用例

[
exp (ikx)− exp

(−σ2/2
)]

, (2)

で定義される [64]。式 (2)中のパラメタは、それぞれ、
x = (x, y)T , k = kν exp (iφ) = (kν cosφ, kν sinφ)T ,
kν = kmax/fν , φ = πµ/8 である。

Gaborフィルタの出力は、ほとんどの出力が 0であ
り、少数個の出力だけが値を持つような表現となるこ

とが知られている [20]。つまり、スパースコーディン
グ (sparse coding) になっている。また、自然画像か
ら切り出した局所領域のスパースさを最大にするよう

な制約条件を用いて自己組織的にフィルタを構成した

ところ、Gaborフィルタに類似したフィルタが得られ
たことが報告されている [74]。図 2に顔画像に対する
Gabor フィルタの出力の例を示す。

2.2 ４方向面特徴

上述の特徴は人間の視覚系を模倣したものであるが、

文字認識では、４方向面特徴と呼ばれる特徴の有効性

が知られている。４方向面特徴は、各画素のエッジ勾

配を 4つの方向面にわり当てて表現したもので、上述
のGabor特徴を簡略化したような特徴である。具体的
には、Prewittオペレータで求めた各画素のエッジ勾配
を、エッジ方向に基づき、水平、垂直、右斜め、左斜

めの 4方向に分解した 4枚の画像を作成し、それらの
画像をガウシアンフィルタに通して低解像度化した特

徴である。４方向面特徴は解像度を低下させてもエッ

ジ方向情報を保持しており、低解像度化によりエッジ

の形状変動に対してロバストになる。また、低解像度

化することで、特徴量の数が削減できる。

本郷等は、４方向面特徴を顔認識に応用し、顔認識
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図 2: Gabor フィルタとその出力例

でもこの特徴が有効であることを示した [36, 37]。

3 正面顔認識のための統計手法

顔画像の認識でまず考えられるのは、目・鼻・口な

どの顔を構成する部品の形状やそれらの配置の個人差

に着目し、これらから特徴点を抽出して認識に利用す

る方法である。しかし、顔画像からこれらの部品を精

度よく抽出することはかなり難しい。また、各部品が

うまく抽出できたとしても、類似した形状の差を認識

に利用することはそれほど容易ではない。そこで、こ

のような顔に特有の知識を用いるのではなく、顔画像

そのものをパターンとして扱い、統計的パターン認識

手法を適用する方向の研究が活発に行われている。

最も簡単なパターン認識手法は、パターン間のマッ

チングに基づく方法であるが、画像そのものをパター

ンとして扱った場合には、パターンの次元が膨大になっ

てしまう。そのため、パターンを情報圧縮した後でマッ

チングを行う方法がいくつか提案されている。パターン

を情報圧縮すれば、入力条件の変動に対して頑健な認識

結果が得られると期待できる。Turk等 [103, 104]が提
案した固有顔 (eigenface)による方法では、主成分分析
によりパターンを情報圧縮し、顔画像の識別に利用して

いる。手法の単純さと固有顔という名前の付け方の上手

さから、顔画像の認識において最も有名な手法のひとつ

となっている。このような手法は、Appearance-based
顔認識手法と呼ばれている。

3.1 主成分分析を用いた顔認識

ここでは、N 枚の顔画像のうちの i 番目の画像を、

各画素の値をならべたM 次元のベクトル xi として

表現する。また、N 枚の画像の平均ベクトルを x̄ =
1
N

∑N
i=1 xi とし、各画像から平均ベクトルを引いたベ

クトルを x̃i = xi − x̄ で表し、各画像から平均ベク

トルを引いた画像の集合を行列 X̃ = [x̃1, · · · , x̃N ] で
表す。

画像集合を平均２乗誤差の意味で最適に近似する正

規直交基底 U は、主成分分析（KL展開）を用いて構
成することができる。

まず、ある正規直交基底 U が与えられたとき、ある

画像 x̃i の U の列の張る空間への射影

ˆ̃xi = UUT x̃i (3)

は、平均２乗誤差の意味での x̃i の近似になっている

[78]。画像集合を平均２乗誤差

ε2(U) =
1
N

N∑

i=1

|x̃i − ˆ̃xi|2 (4)

の意味で最適に近似する正規直交基底 U =
[u1, · · · , uL] は、X の共分散行列 ΣX = X̃X̃T の固

有値問題

ΣXU = UΛ, (UT U = I) (5)

の解として求まる [78]。ただし、Λ は固有値行列であ
る。また、U としては、固有値の大きさの順番に対応

する固有ベクトルを L 個まで取るものとする。こうし

て求めた固有ベクトル ul は、固有顔 (eigenface)と呼
ばれている [103, 104]。
このとき、ある画像 x に対する主成分スコア (固有

空間での表現)は

y = UT x̃ = UT (x− x̄) (6)

のように計算される。y の各成分は、画像 x を表現す

るための各固有顔の貢献度を表していると解釈できる。

固有ベクトルの次元 L を小さくすることにより、固有

顔 U とスコア y を用いて、もとの画像を

ˆ̃x = UUT x̃ = Uy (7)

のように低次元で近似して表現することが可能となる。

また、２枚の画像 x1 と x2 が与えれた場合、各画

像の主成分スコア間の距離は、

|y1 − y2|2 = |UT (x̃1 − x̃2)|2 = | ˆ̃x1 − ˆ̃x2|2 (8)

のように、もとの画像の U の列の張る空間への射影

（もとの画像の平均２乗近似）間の距離と同じになる。



したがって、顔画像の識別に画像の主成分スコア間の

距離を用いることは、もとの画像間の距離を U の列の

張る空間で近似的に計算することに対応する。

また、行列の特異値分解の関係から、

X̃T X̃V = V Λ, (V T V = I) (9)

のような固有値問題を考えると、固有ベクトルを要素

とする行列 U と V との間には、

X̃V = UΛ
1
2 , X̃T U = V Λ

1
2 (10)

のような関係が成り立つ。従って、画像の大きさM に

比べて画像の枚数 N が小さい場合には V に関する固

有値問題を解いて、それから固有顔 U を計算すればよ

い。一般には、画像の大きさ M は学習に用いる画像

の枚数 N よりもかなり大きいので、V に関する固有

値問題を解くことにより、必要な計算量をかなり削減

できる。

Kirby等 [48]は、100枚の顔画像に対して主成分分
析を行い固有空間の次元を 50次まで取れば 95% 以上
の情報が復元できることを示している。また、Turk等
[103, 104]は、16人の被験者から撮影した 2500枚の顔
画像のデータベースを用いた認識実験を行い、向きや

大きさが一定なら 96%の認識率を得ている。Pentland
等 [85]は、3000人から取った 7562枚の顔画像のデー
タベースを用い、128枚の代表的な顔画像から主成分
分析により構成した 20次元の固有空間を用いた識別
で、95%の認識率を得ている。さらに、目・鼻・口な
どの部品に対しても固有空間を構成し、それらと顔全

体の固有空間を組み合わせてた認識により、98% の認
識率を得ている [85]。

3.1.1 判別分析を用いた顔認識

主成分分析は、上記のように情報の圧縮という観点

では有効な手法であるが、各データがどのクラスに属

しているかの情報は利用しておらず、識別のための固

有空間を構成する手法としては必ずしもよい手法では

ない。一方、判別分析は、同一クラス内のデータはな

るべく近くなり、逆にクラス間のデータはなるべく離

れるような線形写像を構成する手法であり、固有顔を

構成する場合にも有効である [101]。
今、画像の集合 X = [x1, · · · , xN ] には、 K 個のク

ラス Ck = {x} (k = 1, . . . , K) のどのクラスに属して
いるかの情報が与えられているとする。

判別分析では、画像 x に対するスコア (固有空間で
の表現)を、

y = AT x̃ (11)

により構成する。この時、係数行列 A = [a1, · · · , aL]
は、判別基準

J = tr(Σ̂−1
W Σ̂B) (12)

が最大となるように決定する。ここで、Σ̂W および Σ̂B

は、それぞれ、スコアの空間での平均グループ内共分

散行列と平均グループ間共分散行列である。この判別

基準を最大とする係数行列 A は、固有値問題

ΣBA = ΣW AΛ, AT ΣW A = IL (13)

の解として求まる。ここで、L は判別空間の次元で、

L ≤ min(K − 1,M) である。また、ΣB および ΣW

は、それぞれ、クラス間共分散行列およびクラス内共

分散行列である。係数行列の各列 al は、主成分分析

の場合と同様に、固有顔として解釈できる [101]。
判別分析の場合には、２枚の画像 x1 と x2 に対する

主成分スコア間の距離 |y1 − y2|2 は、多クラスの分布
間の平均マハラノビス汎距離 (x̃1− x̃2)T Σ−1

W (x̃1− x̃2)
と密接に関係していることが知られている [78]。つま
り、判別分析の場合には、平均クラス内分散の逆 Σ−1

W

で重み付けた画像間の距離を近似的に計算しているこ

とに対応する。

判別分析を用いた固有顔に関しては、Swets等 [101]
が主成分分析を用いた場合との比較実験を行ない、判

別分析を用いた方法の優位性を示している。

4 正面顔検出のための統計手法

与えられた画像中の顔を検出するには、顔と顔以外

のものを正確に区別できる識別器が必要である。顔と

顔以外の対象の識別では、顔以外の対象は無数に存在

し、それらすべてを訓練データとして学習することは

不可能である。また、人毎に顔の形や目鼻等の顔の部

品も異なっているので、顔のクラスも変動も少なくな

い。そのため、未学習の顔を顔として識別でき、しか

も、あらゆる顔以外の対象を顔以外に識別できるよう

な識別器を比較的小数の訓練サンプルから学習しなけ

ればならない。そのためには、汎化性能の高い手法が

必要となる。

顔検出手法には、肌色情報を用いた方法や顔の部品

に注目する方法などようのに顔に関する知識を利用す

る方法と訓練サンプルとして多くの顔画像と顔以外の

対象の画像を用意し、学習により顔検出のための識別

器を構成する Example-based 顔検出法がある。
肌色情報は、高速な処理が可能であること、また、

画像内の顔の大きさ、回転、多少の向きの変化等に影

響を受け難い等の理由から,、顔の検出では頻繁に利用



されている [35, 110]。しかし、色恒常性等の難しい問
題もあり、明るさが動的に変化する環境下では色情報

のみで顔検出することは容易ではない。そのため、明

るさの変化の影響を受け難い表色系を利用することに

より対処していることが多い [109, 107, 108]。人間が
顔の認識する場合には、色情報よりも濃淡情報の方が

重要であるとの心理学的知見もあり [47, 18]、 形状情
報を全用いないで色情報のみで顔を正確に検出するこ

とは難しい。むしろ、色情報は画像中からの初期候補

を絞り込むために利用するのが良いと考えられる。

心理学の知見によれば、人間は顔写真を見せられた

時、目、鼻、口を重点的に見ることが報告されている

[112, 6]。こうした心理学の知見に基づき、目、鼻、口
を検出して、その位置から顔を検出する手法が開発さ

れている [113]。しかし、画像中から目、鼻、口を検出
する問題は、顔を検出する問題と同等の難しさを含ん

でおり、必ずしもそれらを安定に検出できるとは限ら

ない。

Example-based顔検出法では、多くの訓練サンプル
から未学習のデータに対して誤り無く識別できる識別器

を構成するための方法が重要となる。ニューラルネット

ワークは、そのための代表的な統計手法である。Rowley
等 [93]は、多層パーセプトロンを顔検出のための顔と
顔以外の対象の識別に利用した。この手法は、現在、最

も有名な顔検出法のひとつと見なされている。ニュー

ラルネットに関しては、すでに多くの解説等もあるの

で、ここでは、顔検出に利用可能で、最近注目されて

いる統計手法として、サポートベクターマシンとそれ

に関連してロジスティック回帰を紹介する。

4.1 サポートベクターマシン
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図 3: 線形しきい素子

　サポートベクターマシンは、ニューロンのモデル

として最も単純な線形しきい素子を用いて、2クラスの
パターン識別器を構成する手法である。訓練サンプル

集合から、「マージン最大化」という基準で線形しきい

素子のパラメータを学習する。線形しきい素子は、図

3に示すようなニューロンを単純化したモデルで、入
力特徴ベクトルに対し、識別関数（線形識別関数）

y = sign(wT x− h) (14)

により 2値の出力値を計算する。ここで、wはシナプ

ス荷重に対応するパラメータであり、hはしきい値で

ある。また、関数 sign(u)は、u > 0のとき 1をとり、
u ≤ 0のとき −1をとる符号関数である。このモデル
は、入力ベクトルとシナプス荷重の内積がしきい値を

超えれば 1を出力し、超えなければ−1を出力する。こ
れは、幾何学的には、識別平面により、入力特徴空間

を 2 つに分けることに相当する。今、2つのクラスを
C1,C2 とし、各クラスのラベルを 1と −1に数値化し
ておくとする。また、訓練サンプル集合として、N 個

の特徴ベクトル x1, . . . , xN と、それぞれのサンプルに

対する正解のクラスラベル t1, . . . , tN が与えられてい

るとする。また、この訓練サンプル集合は、線形分離

可能であるとする。すなわち、線形しきい素子のパラ

メータをうまく調整することで、訓練サンプル集合を

誤りなく分けることができると仮定する。

H1
H2

図 4: 線形しきい素子の分離超平面とマージン (◯がク
ラス 1のサンプルで、□がクラス-1のサンプルを示す。
●と■はサポートベクターを示す。)

訓練サンプル集合が線形分離可能であるとしても、一

般には、訓練サンプル集合を誤りなく分けるパラメー

タは一意には決まらない。サポートベクターマシンで

は、訓練サンプルをすれすれに通るのではなく、なる

べく余裕をもって分けるような識別平面が求められる。

具体的には、最も近い訓練サンプルとの余裕をマージ

ンと呼ばれる量で測り、マージンが最大となるような

識別平面を求める。もし、訓練サンプル集合が線形分

離可能なら、

ti(wT xi − h) ≥ 1, i = 1, . . . , N (15)



を満たすようなパラメータが存在する。これは、H1:
wT x − h = 1と H2: wT x − h = −1の 2枚の超平面
で訓練サンプルが完全に分離されており、2枚の超平
面の間にはサンプルがひとつも存在しないことを示し

ている。このとき、識別平面とこれらの超平面との距

離（マージンの大きさ）は、 1
||w|| となる。したがって、

マージンを最大とするパラメータwと hを求める問題

は、結局、制約条件

ti(wT xi − h) ≥ 1, (i = 1, . . . , N) (16)

の下で、目的関数

L(w) =
1
2
||w||2 (17)

を最小とするパラメータを求める問題と等価になる。

この最適化問題は、数理計画法の分野で２次計画問題

として知られており、さまざまな数値計算法が提案さ

れている。ここでは、双対問題に帰着して解く方法を

紹介する。まず、Lagrange 乗数 αi(≥ 0), i = 1, . . . , N

を導入し、目的関数を

L(w, h, α) =
1
2
||w||2−

N∑

i=1

αi{ti(wT xi−h)−1} (18)

と書き換える。パラメータwおよび hに関する偏微分

から停留点では、

w =
N∑

i=1

αitixi (19)

0 =
N∑

i=1

αiti (20)

という関係が成り立つ。これらを上の目的関数の式に

代入すると、制約条件、

N∑

i=1

αiti = 0 (21)

0 ≤ αi, i = 1, . . . , N (22)

の下で、目的関数

LD(α) =
N∑

i=1

αi − 1
2

N∑

i,j=1

αiαjtitjx
T
i xj (23)

を最大とする双対問題が得られる。これは、Lagrange
乗数 αi (≥ 0), i = 1, . . . , N に関する最適化問題とな

る。その解で α∗i が 0 でない、すなわち、α∗i > 0とな
る訓練サンプルxiは、先の２つの超平面wT x−h = 1
か wT x − h = −1のどちらかにのっている。このこ
とから、α∗i が 0でない訓練サンプル xi のことを「サ

ポートベクター」と呼んでいる。これが、サポートベ

クターマシンの名前の由来である。直感的に理解でき

るように、一般には、サポートベクターは、もとの訓

練サンプル数に比べてかなり少ない。つまり、沢山の

訓練サンプルの中から小数のサポートベクターを選び

出し、それらのみを用いて線形しきい素子のパラメー

タが決定されることになる。

実際、双対問題の最適解 α∗i (i ≥ 0)、および停留点で
の条件式から、最適なパラメータw∗ は、

w∗ =
∑

i∈S

α∗i tixi (24)

となる。ここで、S はサポートベクターに対応する添

え字の集合である。また、最適なしきい値 h∗は、２つ

の超平面wT x− h = 1かwT x− h = −1のどちらか
にのっているという関係を利用して求めることができ

る。すなわち、任意のサポートベクター xs, s ∈ Sから

h∗ = w∗T xs − ts (25)

により求まる。

また、最適な識別関数を双対問題の最適解 α∗i (i ≥ 0)
を用いて表現すると

y = sign(w∗T x− h∗)

= sign(
∑

i∈S

α∗i tix
T
i x− h∗) (26)

となる。すなわち、α∗i = 0となる多くの訓練サンプル
を無視し、α∗i > 0となる識別平面に近い少数の訓練サ
ンプルのみを用いて識別関数が構成される。ここで、

重要な点は、「マージン最大化」という基準から自動的

に識別平面付近の少数の訓練サンプルのみが選択され

たことであり、その結果として、未学習データに対し

てもある程度良い識別性能が維持できていると解釈で

きる。すなわち、サポートベクターマシンは、マージ

ン最大化という基準を用いて、訓練サンプルを撰択す

ることで、モデルの自由度を抑制するようなモデル選

択が行われていると解釈できる。

4.1.1 ソフトマージン

上述のサポートベクターマシンは、訓練サンプルが

線形分離可能な場合についての議論であるが、パター

ン認識の実問題で線形分離可能な場合は稀である。し

たがって、実際的な課題にサポートベクターマシンを

使うには、さらなる工夫が必要である。まず考えられ

るのは、多少の識別誤りは許すように制約を緩める方

法である。これは、「ソフトマージン」と呼ばれている。
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図 5: ソフトマージン (◯がクラス 1のサンプルで、□
がクラス-1のサンプルを示す。●と■はサポートベク
ターを示す。)

ソフトマージン法では、マージン 1
||w|| を最大としな

がら、図 5に示すように、幾つかのサンプルが超平面
H1あるいはH2を越えて反対側に入ってしまうことを
許す。反対側にどれくらい入り込んだかの距離を、パ

ラメータ ξi(≥ 0)を用いて、 ξi

||w|| と表すとすると、そ

の和
N∑

i=1

ξi

||w|| (27)

はなるべく小さいことが望ましい。これらの条件から

最適な識別面を求める問題は、制約条件

ξi ≥ 0, ti(wT xi−h) ≥ 1−ξi, (i = 1, . . . , N) (28)

の下で、目的関数

L(w, ξ) =
1
2
||w||2 + γ

N∑

i=1

ξi (29)

を最小とするパラメータを求める問題に帰着される。

ここで、あらたに導入したパラメータ γ は、第１項の

マージンの大きさと第 2項のはみ出しの程度とのバラ
ンスを決める定数である。

この最適化問題の解法は、基本的には線形分離可能

な場合と同様にふたつの制約条件に対して、Lagrange
乗数 αi、および、νi を導入し、目的関数を

L(w, h, α,ν) =
1
2
||w||2 + γ

N∑

i=1

ξi

−
N∑

i=1

αi{ti(wT xi − h)− (1− ξi)}

−
N∑

i=1

νiξi (30)

と書き換える。パラメータ w、h、νi に関する偏微分

を 0とする停留点では、

w =
N∑

i=1

αitixi (31)

0 =
N∑

i=1

αiti (32)

αi = γ − νi (33)

という関係が成り立つ。これらを目的関数の式に代入

すると、制約条件

N∑

i=1

αiti = 0 (34)

0 ≤ αi ≤ γ, i = 1, . . . , N (35)

の下で、目的関数

LD(α) =
N∑

i=1

αi − 1
2

N∑

i,j=1

αiαjtitjx
T
i xj (36)

を最大とする双対問題が得られる。線形分離可能な場

合には、最適解 α∗i の値により、平面 H1および H2上
の訓練サンプル (サポートベクター) とそれ以外のサン
プルに分類されたが、ソフトマージンの場合には、さ

らに、H1 およびH2をはさんで反対側にはみ出すサン
プルが存在する。それらは、同様に、最適解 α∗i の値に

より区別することができる。具体的には、α∗i = 0なら、
平面H1あるいはH2の外側に存在し、学習された識別
器によって正しく識別される。また、0 < α∗i < γの場

合には、対応するサンプルは、ちょうど平面 H1ある
いは H2の上に存在するサポートベクターとなり、こ
れも正しく識別される。α∗i = γ の場合には、対応する

サンプルはサポートベクターとなるが、ξi 6= 0となり、
平面 H1 あるいは H2の内側に存在することになる。

4.2 ロジスティック回帰

サポートベクターマシンは、線形しきい素子を用い

た識別器であるが、Rosenblatt が提案したパーセプト
ロンも、同様に、線形しきい素子を用いて、訓練サン

プルから学習する識別機械である。サポートベクター

マシンと同様に、単純パーセプトロンでは、入力 x =
(x1, . . . , xM )T に対する出力 y を

y = f(η)

η = wT x− h = w̃T x̃ (37)

のように計算する。ここで、wi は、i 番目の入力か

ら出力への結合荷重であり、h はバイアスである。



以下では、簡単のために、これらをまとめて、w̃ =
(h,w1, . . . , wM )T のように表すものとする。また、入

力特徴ベクトルに定数項を加えたベクトルを x̃ =
(−1, x1, . . . , xM )T と表す。出力ユニットの入出力関

数 f は、Rosenblatt のオリジナルなモデルではしきい
関数

f(η) = sign(η) =

{
1 if η ≥ 0
0 otherwise

(38)

が用いられた。この他の入出力関数としてロジスティッ

ク関数

f(η) =
exp(η)

1 + exp(η)
(39)

がよく使われる。多変量データ解析の用語を用いれば、

出力ユニットの入出力関数がロジスティック関数の単

純パーセプトロンは、ロジスティック回帰モデルであ

る。ロジスティック回帰では、普通、最尤法によりパ

ラメータが推定される。

今、訓練サンプル集合を {(xi, ui)|i = 1, . . . , N} と
する。ここでは、教師信号 ui は、0 か 1 の 2値で与
えられるものとする。

入力 x を与えたときの出力 y を、入力 x のもとで

教師信号 u が 1 である確率の推定値と考えると、訓練
サンプル集合に対するネットワークの尤度は、

L =
N∏

i=1

yui
i (1− yi)(1−ui) (40)

で与えられる。従って、その対数 (対数尤度)は、

l =
N∑

i=1

{ui log yi + (1− ui) log(1− yi)}

=
N∑

i=1

{ui log{ exp(ηi)
1 + exp(ηi)

}

+(1− ui) log{ 1
1 + exp(ηi)

}}

=
N∑

i=1

{uiηi − log{1 + exp(ηi)}} (41)

となる。これを最大とするパラメータがネットワーク

の最尤推定値である。

まずは、最急降下法によりパラメータ w̃を遂次更新

することで最適なパラメータを求める方法について考

えてみよう。対数尤度のパラメータ wj に関する偏微

分は、

∂l

∂wj
=

N∑

i=1

(ui − yi)xij =
N∑

i=1

δixij (42)

のようになる。ここで δi = (ui−yi) である。一方、対
数尤度のパラメータ hに関する偏微分は、

∂l

∂h
=

N∑

i=1

(ui − yi)(−1) =
N∑

i=1

δi(−1) (43)

となる。したがって、パラメータの更新式は、

wj ⇐ wj + α(
N∑

i=1

δixij) (44)

h ⇐ h + α(
N∑

i=1

δi(−1)) (45)

のようになる。

最尤推定においては、Fisher情報行列が重要な役割を
演じる。一般に、データ y がパラメータ θ1, . . . , θM を

もつ密度関数 f(y, θ1, . . . , θM ) をもつ分布に従うとき、

Fij = −E

(
∂2

∂θi∂θj
log f(y, θ1, . . . , θM )

)
(46)

を Fisher 情報量と呼び、行列 F = [Fij ] を Fisher 情
報行列という。Fisher 情報量は不変推定量の分散と密
接に関係している。

ここでは、ロジスティック回帰の Fisher 情報量を具
体的に計算する。そのためには、式 (41) の対数尤度
の 2次微分を計算する必要がある。対数尤度の 2次微
分は、

∂2l

∂w̃k∂w̃j
= −

N∑

i=1

ωix̃ikx̃ij (47)

となる。ただし、 ωi = yi(1− yi) である。1次微分と
2次微分をまるとめて行列表現すると

∇l =
N∑

i=1

δix̃i = XT δ, (48)

∇2l = −
N∑

i=1

ωix̃ix̃
T
i = −XT WX

となる。ただし、XT = [x̃1, . . . , x̃N ] , W =
diag(ω1, . . . , ωN ) および δ = (δ1, . . . , δN )T である。

これらを用いて、パラメータ w̃に対する Fisher情報
行列、すなわち、Hessian 行列の期待値のマイナスは、

F = −E(∇2l) = XT WX (49)

となる。これは、入力ベクトル {x̃i} の ωi で重み付け

た相関行列である。そのときの重み ωi は、図 6に示
すような２次関数で、ニューロンの出力が確定してい

る（ 0 あるいは 1 に近い）場合には小さくなり、出力
が不確定な（ 0.5 に近い）場合には大きくなる。従っ
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図 6: 重み ωp

て、Fisher 情報行列は、主に、出力が不確定な入力ベ
クトルの相関行列であると考えることができる。

対数尤度 (41)を最大とするようなパラメータを求め
るためには、非線形最適化法を用いる必要がある。ロジ

スティック回帰では、このために Fisher のスコアリン
グアルゴリズムが使われる [68]。これは、一種のニュー
トン法で、Hessian 行列のかわりに Fisher 情報行列を
用いる。ニューロン１個のみからなるネットワークの

場合、Fisher 情報行列とHessian 行列は単に符合が異
なるだけなので、Fisher のスコアリングアルゴリズム
はニュートン法そのものとなる。

今、現時点でのパラメータの推定値を w とし、それ

を修正ベクトル δw̃ により、

w̃∗ = w̃ + δw̃ (50)

のように更新するものとする。修正ベクトル δw̃ は、

線形方程式

Fδw̃ = ∇l (51)

を解くことにより求められる。パラメータの更新式 (50)
に左から F を掛けると、

F w̃∗ = F w̃ + Fδw̃ = F w̃ +∇l (52)

となる。今、 F w̃ は、

F w̃ = XT Wη (53)

となる。ただし、η = (η1, . . . , ηN )T である。従って、

新しい推定値 w̃∗ は、

w̃∗ = F−1(F w̃ +∇l)

= (XT WX)−1(XT Wη + XT δ)

= (XT WX)−1XT W (η + W−1δ) (54)

により求めることができる。ただし、δ = (δ1, . . . , δN )T

である。この式は、入力データ X から目的変数 η +
W−1δ への重み付き最小２乗法の正規方程式とみなす

ことができる。従って、最尤推定値を求めるには、あ

る初期値からはじめて、この重み付き最小２乗法を繰

り返せばよいことになる。

上記のアルゴリズムは、繰り返しアルゴリズムであ

るためパラメータの初期値が必要である。これは、例

えば、以下のような簡単な方法で推定することが可能

である。今、結合重みがすべて 0 、つまり、w = 0 と

する。このとき、W = 1
4I, η = 0 および δ = u− 1

21

である。従って、これらを (54) の計算式に代入する
と、初期パラメータの推定値 w̃0 は、

w̃0 = 4(XT X)−1XT (u− 1
2
1) (55)

となる。これは、初期パラメータを入力から教師信号

t− 1
21への線形回帰により求めることに対応している。

4.2.1 ロジスティック回帰のための汎化性向上の工夫

(1) 変数選択法

入力特徴ベクトル xの中には予測モデルに取って有

用な特徴のみでなく不用な特徴が含まれていることが

ある。例えば、極端な場合として、予測に全無関係な

特徴が含まれているとすると、その特徴は未学習サン

プルの予測には有効に働かないで、逆に予測の邪魔を

することに成りかねない。また、訓練サンプルの数に

比べて入力特徴の数が多い場合には、予測モデルのパ

ラメータを一意に決めることすらできなくなってしま

う。このような場合には、特徴の中から予測に有効な

特徴の部分集合を選び出して予測モデルを構築するこ

とが必要となる。このような与えられた特徴の中から

予測に有効な特徴の部分集合を選び出して予測モデル

を構築する手法は、変数選択法と呼ばれている。

変数選択のためには、すべての特徴の部分集合に対

して、予測性能を評価する必要がある。しかし、部分集

合の数は、特徴の数が増えると指数関数的に増大する。

したがって、特徴の数が多い場合には、すべての部分集

合に対して評価することるは現実的では無い。そのた

め、比較的良い特徴の部分集合を探策する手法が提案

さるれている。単純な方法としては、Forward stepwise
selection あるいは、Backward stepwise selection と呼
ばれる手法がある。Forward stepwise selection は、最
初、特徴 1個のみのモデルからはじめて、特徴を 1個
づつ追加して行くことで、最も良い特徴の組を選び出

す。逆に、Backward stepwise selection は、全ての特
徴を含むモデルから特徴を 1個づつ取り除いて行くこ
とで、最も良い特徴の組を選び出す。これらの他にも

遺伝的アルゴリズムを用いて特徴の組を撰択すること



なども可能である。

変数選択を行うためには、特徴の部分集合に対して

学習が終った予測モデルの予測性能を評価できなけれ

ばならない。先の訓練サンプルに対する 2乗誤差基準
は、特徴の数を増やせば増やすほど小さくなるので、

この基準で特徴の部分集合を選択することはできない。

予測モデルの汎化性能は、学習に用いない未知のデー

タに対する予測性能であるので、訓練サンプル以外に

汎化性能を評価するためのデータを比較的容易に集め

ることができる場合には、訓練サンプル以外のサンプ

ルに対する予測性能を評価することも可能である。つ

まり、汎化性能を評価するためのサンプルを用意し、

そのサンプルに対する予測性能が最大となるような特

徴の部分集合を選択することが可能である。この方法

は、最も簡単で、最も直接的な方法であり、訓練サン

プル以外にデータを集めることが可能な場合には、ま

ず試みてみるべき方法である。

訓練サンプルを集めることが難しく、訓練サンプル

が少ない場合には、訓練サンプル以外の評価用データ

を用意することが難しい。このような場合には、訓練

サンプルのみから予測性能を評価しなければならない。

かなり多くの計算量が必要であるが、計算パワーさえ

あれば、比較的簡単に予測性能を評価できる方法に、

resampling手法がある。leave-one-out法は、その中で
も最も単純な手法である。leave-one-out法では、N 個

のサンプルが与えられた場合、それをN − 1個の訓練
サンプルと 1個の評価用サンプルとに分割し、N − 1
個の訓練サンプルを用いた学習結果で 1個の評価用サ
ンプルを評価する。このような分割の仕方は N 通り

あるので、その全てに対する評価結果の平均を計算し、

それを予測性能の評価値として利用する。その他、も

う少し洗練された手法として、jackknife法 [70, 99]や
bootstrap法 [23, 24, 25]等の resampling手法もある。
resampling手法は、コンピュータの計算パワーを最大
限に利用することで、予測性能を評価する手法であり、

現在のようにコンピュータの性能が急激に向上し、コ

ンピュータの計算パワーが至る所で有り余っているよ

うな状況では、もっともっと利用しても良い手法であ

ると考える。

訓練サンプルに対する 2乗誤差基準の代わりに、予測
性能を評価するための訓練サンプルのみから計算でき

る評価基準も提案されている。重回帰分析では、F統計
量を用いる方法もあるが、その他にも、赤池の AIC(An
Information Theoretical Criterion)[2, 95]や Rissanen
の MDL(Minimum Description Length)[90, 91] など
の情報量基準も有名である。このような方法は、学習

は一回のみでよく、比較的簡便な評価が可能となる。

重回帰分析を用いたパーセプトロンの結合係数の学習

は最尤推定とみなすことができるので、学習されたパ

ラメータを使って計算した対数尤度 (最大対数尤度)か
ら AIC や MDL などの情報量基準を計算することに
より、予測モデルの予測性能を比較することが可能と

なる。

(2) Weight Decay

変数選択法では、説明変数の組を選択することで、

未学習のデータ対する予測性能の良いモデルを構築し

ようとするが、この変数選択のプロセスは、変数を選

ぶ、選ばないというように離散的である。それに対し

て、もう少し連続的にモデルを制限する方法として、

Shrinkage法と呼ばれる方法がある。その代表的なも
のが、対数尤度最大化基準にパラメータが大きくなりす

ぎないようなペナルティ(正則化項)を追加するWeight
Decay法である。つまり、Weight Decay法では、目的
関数を、

Q(w̃) = −l + λ

M∑

j=1

w2
j

=
N∑

i=1

{log{1 + exp(ηi)} − uiηi}

+λ

M∑

j=1

w2
j (56)

のように変更する。これを最小化するパラメータを求

めるために、Q(w̃)のパラメータwj に関する偏微分を

計算してみると、

∂Q

∂wj
= − ∂l

∂wj
+ 2λwj

= −
N∑

i=1

(ui − yi)xij + 2λwj (57)

となる。また、Q(w̃)のパラメータhに関する偏微分は、

∂Q

∂h
= − ∂l

∂h

= −
N∑

i=1

(ui − yi)(−1) (58)

となる。したがって、Weight Decayでのパラメータの
更新式は、

wj ⇐ wj + α(
N∑

i=1

(ui − yi)xij)− 2αλwj (59)

h ⇐ h + α(
N∑

i=1

(ui − yi)(−1)) (60)



となる。ここで、wj の更新式の第 2項は、wj の絶対

値を小さくする方向に作用する。つまり、予測に不必

要な無駄なパラメータを 0にするような効果がある。

5 非線形手法への拡張

これまで紹介した主成分分析、判別分析、サポート

ベクターマシン、ロジスティック回帰は、全て線形ある

いは準線形の手法である。したがって、本質的に非線

形で複雑な識別課題に対しては、必ずしも良い性能の

識別器を構成できるとは限らない。本質的に非線形な

問題に対応するための方法として、特徴ベクトルを非

線形変換して、その空間で線形の識別を行う「カーネ

ルトリック」と呼ばれている方法が知られている。こ

の方法を用いることでサポートベクターマシンの性能

が飛躍的に向上した。それがサポートベクターマシン

を有名にした大きな要因である。

一般に、線形分離可能性はサンプル数が大きくなれ

ばなるほど難しくなり、逆に、特徴空間ベクトルの次

元が大きくなるほど易しくなる。例えば、特徴ベクト

ルの次元が訓練サンプルの数よりも大きいなら、どん

なラベル付けに対しても線形分離可能である。しかし、

高次元への写像を行うと、次元の増加に伴い汎化能力

が落ちてしまう。また、難しい問題を線形分離可能に

するためには、訓練サンプルと同程度の大きな次元に

写像しなければならないので、結果的に膨大な計算量

が必要となってしまう。

今、元の特徴ベクトル xを非線形の写像 φ(x)によっ
て変換し、その空間で線形識別を行うことを考えてみ

よう。例えば、写像 φとして、入力特徴を２次の多項

式に変換する写像を用いるとすると、写像した先で線

形識別を行うことは、元の空間で２次の識別関数を構

成することに対応する。一般には、こうした非線形の

写像によって変換した特徴空間の次元は非常に大きく

なりがちである。しかし、主成分分析、判別分析、サ

ポートベクターマシン等では、幸いにも、目的関数や識

別関数が入力パターンの内積のみに依存した形になっ

ており、内積が計算できれば最適な識別関数を構成す

ることができる。つまり、もし非線形に写像した空間

での二つの要素 φ(x1)と φ(x2)の内積が

φ(x1)T φ(x2) = K(x1, x2) (61)

のように、入力特徴x1とx2のみから計算できるなら、

非線形写像によって変換された特徴空間での特徴 φ(x1)
や φ(x2)を陽に計算する代わりに、K(x1, x2)から最
適な非線形写像を構成できる。ここで、このようなK

のことをカーネルと呼んでいる。このように高次元に

写像しながら、実際には写像された空間での特徴の計

算を避けて、カーネルの計算のみで最適な識別関数を

構成するテクニックのことを「カーネルトリック」と

呼んでいる。

実用的には、K は計算が容易なものが望ましい。例

えば、多項式カーネル

K(x1, x2) = (1 + xT
1 x2)p (62)

Gaussカーネル

K(x1, x2) = exp
(−||x1 − x2||2

2σ2

)
(63)

シグモイドカーネル

K(x1, x2) = tanh
(
axT

1 x2 − b
)

(64)

などが使われている。

5.1 カーネル判別分析

カーネル判別分析では、画像 xに対するスコア (固有
空間での表現)をN 個の訓練サンプルに対応するカー

ネルベースの線形結合として、

y =
N∑

i=1

aiK(wi, x), (65)

により構成する。この時、K はカーネル関数であり、

ai は、i番目の訓練サンプルに対応するカーネルベー

スに対する係数ベクトルである。

今、k(x) = (K(x1, x), . . . ,K(xN , x))T を N 個の

訓練サンプルに対応するカーネルベースをならべたベ

クトルとすると、上式 (65)は

y = AT k(x) (66)

のように書ける。ここで、AT = [a1, . . . , aN ] は、結
合係数ベクトルをならべた行列である。

線形の場合と同様に、判別基準

J = tr(Σ̂−1
W Σ̂B) (67)

を考え、これを最大とする係数行列を求めることを考

える。ここで、Σ̂W および Σ̂B は、それぞれ、スコア

の空間での平均グループ内共分散行列と平均グループ

間共分散行列である。この判別基準を最大とする係数

行列 A は、固有値問題

Σ(K)
B A = Σ(K)

W AΛ (AT Σ(K)
W A = I), (68)



の解として求まる。ただし、行列 Σ(K)
W および Σ(K)

B

は、カーネルベースベクトルにより定義された平均ク

ラス内分散共分散行列および平均クラス間分散共分散

行列である。

以上の定式化では、N 個の訓練サンプルからN ×L

次元の行列の要素を推定しなければならないので、必

ずしも安定な推定結果が得られるとは考えにくい。こ

れを安定化させるための最も簡単な方法として、平均

クラス内分散共分散行列に

Σ̃(K)
W = Σ(K)

W + αI (69)

のように、対角要素に小さな値を加える方法 (正則化
法)が知られている。この方法で、数値計算が安定化
される。また、これは、各カーネルベースに独立なノ

イズを加えることと等価な効果を持つ。

Liu等は、顔認識実検によりカーネル判別分析と線
形判別分分析およびカーネル主成分分析とを比較し、

カーネル判別分析の優位性を示した [65]。また、Yang
等は、カーネル判別分析、カーネル主成分分析、独立

性分分析、サポートベクターマシンを比較し、カーネ

ル法の優位性を示している [111]。栗田等は、判別基準
を顔と顔以外の対象の識別のために変更することで、

カーネル判別分析を顔検出に応用した [62]。

5.2 カーネルサポートベクターマシン

サポートベクターマシンの式 (23)や式 (36)の目的
関数 LD は、

LD(α) =
N∑

i=1

αi − 1
2

N∑

i,j=1

αiαjtitjφ(xi)T φ(xj)

=
N∑

i=1

αi − 1
2

N∑

i,j=1

αiαjtitjK(xi, xj) (70)

のように内積をカーネルで置き換えた形に書ける。ま

た、式 (26) から最適な識別関数は、

y = sign(w∗T φ(x)− h∗)

= sign(
∑

i∈S

α∗i tiφ(xi)T φ(x)− h∗)

= sign(
∑

i∈S

α∗i tiK(xi, x)− h∗) (71)

のようにサポートベクターマシンの内積をカーネルで

置き換えた形に書ける。ここで、この式にシグモイド

カーネルを代入すると、いわゆる３層の多層パーセプ

トロンと同じ構造となる。また、Gaussカーネルを代
入すると、Radial Basis Function (RBF)ネットワーク

と同じ構造になり、構造的には従来のニューラルネッ

トワークと同じになる。しかし、カーネルトリックを

用いて非線形に拡張したサポートベクターマシンでは、

中間層から出力層への結合荷重のみが学習により決定

され、前段の入力層から中間層への結合荷重は固定で、

訓練データから機械的に求められる。また、中間層の

ユニット数が非常に大きく、訓練サンプル数と同じに

なる。つまり、カーネルトリックを用いて非線形に拡

張したサポートベクターマシンでは、入力層から出力

層への結合荷重を適応的に学習により求めない代わり

にあらかじめ中間層に非常に多くのユニットを用意す

ることで複雑な非線形写像を構成しようとする。

Osuna等は、サポートベクターマシンを顔検出に応
用し、その有効性を示した [76].

6 向きの変化への対応

上述の顔認識・顔検出手法では、顔は正面を向いて

いると仮定していた。しかしながら、ロボットとの対

話や監視などの多くの実時間での応用では、正面顔だ

けでなく向きの異なる顔画像の認識が必要となる。３

次元対象の見えは向きに依存してかなり変化するため、

向きに依らない３次元対象の認識は必ずしも容易では

無い。例えば、形の上ではある人の横顔はその人の正

面顔よりも他の人の横顔に似ている。一方、人間の視

覚系は、このような向きによって大きく変化する３次

元対象を比較的容易に認識する能力を持っている。そ

の仕組みを模倣することで、機械による向きに依らな

い認識が実現できると考えられる。

３次元対象を認識するように訓練されたサルの

IT(inferotemporal cotex) 野のニューロン活動を記録
すると、３次元対象の向きに選択的に反応するニュー

ロンが見つかることが報告されている [84]。これらの向
きに選択的に反応するニューロンは、向きの変化に対

してかなり系統的な反応を示すことが確認されている。

顔の識別タスクに対しても、同様に、顔の向きに選択的

に反応するニューロンが IT野で見つかっており、それ
らのニューロンの方向選択性はかなり広く、かなり広

い角度に対して反応することが知られている [86, 34]。
Perrett等 [86]は、正面、上下左右の５つの典型的な向
きの顔に対する選択性を調べ、40◦ 位の範囲で反応す
ることを示した。

これまでに、こうした対象の向きに対する選択性を示

す生体の視覚系を説明する工学的モデルもいくつか提

案されている。例えば、Poggio等 [87]は RBF(Radial
Basis Functions)ネットワークを用いて、比較的小数の



典型的な見えの補間により、３次元対象の任意の見え

を生成できることを示した。また、Bartlett等 [15]は、
入力パターンの時間的な関係を捉えることにより、向

きに依存しない顔の表現がどのように形成されるかを

示すネットワークモデルを提案した。さらに、Ando等
[5]は、複数の恒等写像を実現する砂時計型のニューラ
ルネットワーク (autoencoder) を統合したネットワー
クを用いて、向きに依存しない顔の表現の学習を試み

ている。これらの手法は、顔の向きに依らない表現の

自己組織化にはむいているが、顔画像の識別課題では、

一般に学習データには誰の顔であるかのラベルが付い

ており、認識率を上げるためにはそれらの情報も利用

した識別器を構成すべきである。
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図 7: 向きに依存しない顔認識のための識別器

ここでは、著者等が提案した向きに依存する複数の

識別器を統合して向きに依存しない顔画像の認識を実

現する方法 [60, 61]を紹介する。図 7に、複数の識別
器を統合して向きに依存しない顔認識を実現するため

のネットワークの構造を示す。このネットワークでは、

gating ネットワークにより、与えられた入力画像の向
きに応じて複数の識別器の中から適切な識別器を選択

することで、入力画像の向きに依らない顔画像の認識

を実現する。各識別器には、 multnomial logit model
[68]を用いた簡単な識別器 (図 8)を採用した。一般化線
形モデル (generalized linear model)と呼ばれる統計モ
デルの一つであるmultinomial logit modelを用いて、
顔の向きに依存した識別器を構成する。Multinomial
logit modelは、多クラスの識別問題のための最も簡単
なニューラルネットワークモデルのひとつである。ま

た、gating ネットワークには、恒等写像を実現する砂
時計型のニューラルネットワーク (autoencoder)を用
いた (図 9)。gating ネットワークの中間層のニューロ
ン間に競合を入れることで、入力画像の顔の向きに応

じた撰択が自己組織的に学習可能となる。
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図 8: 向きに依存した識別器
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図 9: gating ネットワーク

6.1 gatingネットワーク

図 7に示すような複数の識別器を統合して向きに依
存しない顔認識を実現するためのネットワークでは、各

識別器は入力画像が誰の顔であるかの結果を推定し、、

それらの推定値を、gatingネットワークの出力に応じ
て、どの識別器の結果を重要視するかを反映させた形

で統合してネットワーク全体の推定結果とする。この

ネットワークが有効に働くためには、gatingネットワー
クが入力画像の顔の向きに応じて正しく反応するよう

に学習される必要がある。ここでは、図 9のような恒
等写像を実現する砂時計型のニューラルネットワーク

(autoencoder)を用いる。中間層のニューロン間に競合
を入れることで向きに撰択的に反応するような自己組

織化が生じる。

今、x = (x1, . . . , xN )T ∈ RN , g = (g1, . . . , gH)T ∈
RH , and z = (z1, . . . , zN )T ∈ RN を、それぞれ、入力

特徴ベクトル、中間層のニューロンの出力、出力層の

ニューロンの出力とする。この時、中間層の h番目の

ニューロンの出力 ghは、他のニューロンとの “softmax”
により、

gh =
exp(γh)

1 +
H−1∑

j=1

exp(γj)

h = 1, . . . , H − 1,



gH =
1

1 +
H−1∑

j=1

exp(γj)

(72)

のように計算される。ここで、γh = vT
h xである。ここ

で、vh は、入力層から中間層の h番目のニューロンへ

の結合荷重である。同様に、出力層の n番目のニュー

ロンの出力 znは、zn = wT
ngである。ここで、wn は、

中間層から出力層の n番目のニューロンへの結合荷重

である。

このネットワークの学習は、入力 x と出力 zとの二

乗誤差

E =
1
2

N∑
n=1

(xn − zn)2 (73)

が最小となるようなパラメータが求められる。

6.2 向きに依存した識別器

各識別器には、図 8 に示すような multnomiallogit
model [68]を用いる。
ここでは、{C1, . . . , CK}の K 人の顔の識別問題を

考えよう。

学習における教師信号は、正解のクラス Cj に対応

する要素 tj のみが 1で、それ以外の要素が全て 0の２
値ベクトル t = (t1, . . . , tK) T ∈ {0, 1}K のように表さ

れるとする。

Multinomial logit modelでは、識別器の k番目の出

力は、入力ベクトル xとパラメータベクトル aとの線

形結合 ηk = aT
k xの”softmax”として、

pk =
exp(ηh)

1 +
K−1∑

j=1

exp(ηj)

k = 1, . . . , K − 1,

pK =
1

1 +
K−1∑

j=1

exp(ηj)

, (74)

のように計算される。このとき、パラメータ A =
{a1, . . . , aK−1} は、入力層から出力層への結合荷重
とみなすことができる。

このニューラルネットワークの確率モデルは、

P (t|x; A) =
K∏

k=1

ptk

k . (75)

となる。両辺の対数を取ると、multinomial logit model
の対数尤度

l = log P (t|x; A) (76)

=
K−1∑

k=1

tkηk − log

{
1 +

K−1∑
m=1

exp(ηm)

}
. (77)

となる。これは、ネットワークの出力と教師信号との

cross-entropyとみなすことができる。
最急降下法に基づく学習アルゴリズムは、対数尤度

の勾配から求めることができ、

∆ak = α
∂l

∂ak
= α(tk − pk)x, (78)

となる。ここで、 α は学習係数である。

6.2.1 Mixture of Classifiers

複数の向きに依存した識別器を gating networkを用
いて統合することにより向きに依存しない顔画像の認

識を実現する。各識別器には同一の特徴ベクトルが入

力され、識別結果が出力される。gating networkも識
別器と同じ特徴ベクトルを入力として受け取り、その

入力に対してどの識別器が適当かを選択する重みを出

力する。ネットワーク全体の出力は、各ネットワーク

を gating networkの出力で重み付けたベクトルとして
計算される。すなわち、gating networkは識別器を選
択するスイッチのような役割を持つ。

ここでは、H 個の識別器を統合する場合について考

える。そして、h 番目の識別器の結合加重を A(h) =
{a(h)

1 , . . . , a
(h)
K−1}、その識別器の k 番目の出力を p

(h)
k

とする。この時、h番目の識別器の確率モデルは、

P (h)(t|x; A(h)) =
K∏

k=1

p
(h)tk

k (79)

で与えられる。

ネットワーク全体の出力は、各識別器の確率 P (h)を

gatingネットワークの中間層の出力値 ghで重みつけて、

P (t|x) =
H∑

h=1

ghP (h)(t|x; A(h)) (80)

のように計算される。この対数をとると、ネットワー

ク全体の対数尤度は、

l1 = log

[
H∑

h=1

ghP (h)(t|x; A(h))

]
(81)

となる。

一方、gatingネットワークの学習には、入力と出力
との二乗誤差を最小とする基準

l2 = − 1
2σ2

N∑
n=1

(xn − zn)2, (82)



が必要である。

これらをまとめると、全ネットワークの学習のため

の評価それらをまとめると、全ネットワークの学習の

ための評価基準として、

L = l1 + λl2, (83)

が得られる。ここで、λ は、各識別器の学習と gating
ネットワークの学習のバランスをとるためのパラメー

タである。

この評価基準を最大とするパラメータを最急降下法

で求めるとすると、a
(h)
k に対する学習アルゴリズムは、

∆a
(h)
k = α

∂L

∂a
(h)
k

= αsh(tk − p
(h)
k )x, (84)

となる。ここで、α 学習係数である。同様に、vh およ

びwm に対する学習アルゴリズムは、

∆vh = α{(sh − gh)x

+λ

N∑

j=1

(xj − zj)(whj − zj)yhx} (85)

∆wm = αλ(xm − zm)g (86)

となる。

ここで、sh は、

sh =
ghPh(t|x; A)

H∑

j=1

gjPj(t|x; A)

(87)

のように定義され、入力 xが与えられたときに h番目

の gateが開く事後確率とみなすことができる。
著者等は、このネットワークを 25方向から撮影した

10人の顔の識別問題に適用し、向きに関する情報を教
示しないでも向きに依存した識別器が学習により自己

組織的に獲得され、どんな向きの顔に対しても安定に

認識できるようになることを示した [60, 61]。

7 部分的な隠れへの対応

一般的な環境で画像を撮影すると、背景等の認識対

象以外のものが画像中に含まれていたり、認識対象の

一部が覆い隠されてしまうことがある。特に、顔検出

や顔認識では、サングラス等によって顔の一部が覆い

隠されることがある。そのような隠れや認識対象以外

のものを自動的に除去する機構が実現できれば、顔認

識や顔検出の性能が向上すると期待できる。

Kohonenは、線形の自己連想メモリを用いて、一部
分が隠れた画像から元の画像を想起することがある程

度可能であることを示した [50]。主成分分析や恒等写
像を学習する階層型のニューラルネットを用いて、与

えられたデータの次元を圧縮したデータ表現を中間層

に自己組織化させることで、自己連想メモリを実現す

ることも可能であり [13]、そのような方法を用いても
一部分が隠れた画像から元の画像を想起することがあ

る程度可能であると考えられる。

人間の視覚系では、視覚経路に沿った順方向の情報

の流れだけでなく、逆方向の情報の流れがあることが

知られている [83]。Okajima は、これを模倣すること
で、認識対象を背景から分離することができることを

示した [73]。
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図 10: 画像の隠れ部分を例外として取り除く機構を
もったニューラルネット識別器

ここでは、著者等が提案した画像の隠れ部分を例外

として取り除く機構をもったニューラルネット識別器

[63]を紹介する。図 10に、その構造を示す。このニュー
ラルネットワーク識別器は、下段の画像の隠れや認識

対象以外の部分を自動的に例外として取り除き、想起

した情報で取り除いた部分を埋める機能を実現するた

めの自己連想メモリ [102]とパターン識別器とを統合
した構造をしている。

7.1 自己連装メモリ

まず、画像の隠れを自動的に例外として取り除き、

取り除いた部分に想起した情報を埋めることで元の画

像を想起する自己連想メモリの実現方法について考察

する。ここでは、自己連想メモリのモデルとして最も

簡単な中間層に線形のニューロンを持つ 3層のパーセ
プトロンを利用することを考える。



7.1.1 自己連想メモリを実現する 3層パーセプトロン

入力層と出力層にM個の素子を持ち、中間層にH(<
M)個の線形のニューロンを持つ 3層のパーセプトロ
ン（図 9）に、入力と出力がなるべく同じになるよう
に学習させると、中間層には主成分分析と等価な特徴

が自己組織化されることが知られている [13]。

図 11: MLP for auto-associative memory.

今、このネットワークに学習させる訓練データ集合

を {xj = (xj1, . . . , xjM )T ∈ RM}N
j=1 とする。また、

入力ベクトル xj に対する中間層のニューロンの出力

をならべたベクトルを yj = (yj1, . . . , yjH)T ∈ RH、

ネットワークの出力ベクトルを zj = (zj1, . . . , zjN )T ∈
RM とする。さらに、入力から中間層への結合荷重を

U = [u1, . . . , uH ]、中間層から出力層への結合荷重を
W = [w1, . . . , wM ]とする。このとき、中間層のニュー
ロンの出力および出力層のニューロンの出力は、それ

ぞれ、

yjh = uT
h xj (h = 1, . . . , H)

zjm = wT
myj (m = 1, . . . ,M) (88)

のように計算される。

このネットワークの学修では、入力と出力がなるべ

く同じになるように、すなわち、二乗誤差

ε2 =
1
2

N∑

j=1

ε2
j =

1
2

N∑

j=1

‖xj − zj‖2 (89)

が最小となるようなパラメータ (結合荷重) が求めら
れる。

これを、最尤推定の観点から解釈するために、入力

ベクトルと出力ベクトルとの誤差 ε2
j が平均 0、分散 σ

に従うと仮定すると、その対数尤度は、

−J

2
log

(
2πσ2

)− 1
2σ2

J∑

j=1

ε2
j (90)

となる。これを最大化することは、第 2項の
∑J

j=1 ε2
j

を最小化することと同値になる。そこで、

l1 = −1
2

N∑

j=1

ε2
j (91)

とおき、これを最大化する結合荷重を最急降下法で求

めることを考える。そのために、l1 の結合荷重に関す

る偏微分を求めると、

∂l1
∂wmh

=
P∑

p=1

(xpm − zpm)yph

∂l1
∂uhn

=
P∑

p=1

N∑
m=1

(xpm − zpm)wmhxpn

となる。従って、学習則は、

∆wmh = α

N∑

j=1

(xjm − zjm)yjh

∆uhn = α

N∑

j=1

M∑
m=1

(xjm − zjm)wmhxjn (92)

となる。ここで、α は学習係数である。このような学

習により、N 次元の入力画像を情報をなるべく保持し

たままで H 次元に圧縮し、圧縮した情報から画像を

再構成するような恒等写像が構成できる。このネット

ワークに学習した画像と同じ画像を入力すると、その

画像に近い画像を出力することができるようになる。

つまり、このネットワークにより自己連想メモリが実

現できる。

7.2 隠れ部分を含む画像からの元画像の想起

上述の恒等写像を学習する多層パーセプトロンに訓

練データ集合として画像集合を学習させた後、入力と

してある程度ノイズを含んだ画像を与えると、ノイズ

をある程度除去した近似画像が想起できる。しかし、

画像の一部が他のものに置き換わっているような場合

には、その入力に対する出力画像のすべての画素が、

置き換わった部分の影響を受けてしまう。部分的に例

外値を含む画像からなるべく元の画像に近い画像を想

起できるようにするために、本論文では、画像の画素

毎に入力と想起された出力との差に基づいた「確から

しさ」を定義し、それを基にして入力画像の各画素を

修正することを繰り返すことで元の画像を想起する方

法を考える。図 11 に例外を含む画像から元画像を想
起するネットワークの概要を示す。また、想起のため

の具体的な繰り返し手順を以下に示す。

STEP 0: 繰り返し回数を表す変数 t を t = 0 と初期
化し、自己連想メモリの入力 x̂(0)に入力画像そ
のもの x を代入する。

STEP 1: 自己連想メモリに x̂(t)を入力し、出力 z(t)
を想起させる。



STEP 2: 入力画像 xと想起された画像 z(t)との成分
毎の二乗誤差 ε2

i (t) = (xi − zi(t))2 を求め、各成
分の「確からしさ」βi(t) を次式により計算する。

βi(t) = exp
(
− ε2

i (t)
2 σ2(t)

)
, (93)

ここで、σ(t) は、εi(t) の標準偏差の推定値であ
り、ロバスト統計の手法 [44]を用いて、

σ(t) = 1.4826
(

1 +
5

N − 1

)
med

i

√
ε2
i (t) (94)

のように計算する。なお、med(x) は、x の中央

値 (メディアン)を表す。

STEP 3: 自己連想メモリに対する新しい入力 x̂(t+1)
を、各画素の「確からしさ」を利用して、

x̂i(t + 1) = βi(t)xi + (1− βi(t)) zi(t) (95)

のように計算する。繰り返し回数を t ← t+1のよ
うに更新し、STEP 1 から同様の処理を繰り返す。

ここで、STEP 2の処理は、栗田 [56]が部分的に例
外値を含む画像間のマッチングのために提案したロバ

ストテンプレートマッチングで例外値を検出する手法

を「確からしさ」を求めるために拡張したものである。

この手順を適当な回数繰り返すことで、例外値を無視

して元の画像を想起することが可能となる。この時、

式 (95)は、確からしさの高い（誤差の小さい）画素で
は入力画像の情報をそのまま信頼して利用し、確から

しさの低い (誤差の大きい) 画素では、入力データを無
視し、代わりに自己連想メモリによって想起された推

定値を信頼して利用することを意味している。

7.2.1 部分的に例外を含んだ画像の想起実験

提案した想起手法の有効性を確認するために顔画像

を用いた想起の実験を行った。訓練データとしては、

ARFace Database[67] の 31 名を撮影した濃淡顔画像
データを用いた。図 12 (a)に顔画像の例を示す。これ
らの画像のサイズは、18 × 25 = 450 画素である。し
たがって、入力層および出力層のニューロン数を 450
とし、中間層のニューロン数を 17とした。
評価実験としては、まず、図 12 (b) に示すような例

外値を含むような画像からの想起実験を行った。繰り

返し処理を行わないで自己連想メモリのみで想起した

画像を図 12 (c) に示す。また、紹介した方法を用いて
想起した画像を図 12 (d) に示す。
図 13 に元の画像と想起された画像との二乗誤差の
関係を示す。このグラフで横軸は、全画像中の隠れの

(a) 元画像

(b) 隠れを含む画像

(c) 単純な自己連想メモリにより想起された画像

(d) 繰り返し法により想起された画像

図 12: 部分的な隠れからの想起

割合を示す。３枚のグラフは、自己連想メモリの中間

層のニューロンの数をH = 9, H = 17, および H = 21
とした場合の結果である。各グラフ中の最も上の曲線

は、繰り返しの無い単純な自己連想メモリで想起した

場合で、最も下の局線が上述の手法を用いて想起した

場合の２乗誤差を示す。また、真中の曲線は、繰り返し

回数 1回のみの連想メモリでの想起の結果である。こ
れらの結果から、ここで示した手法により、約 30%程
度の隠れが含まれていても元の画像がほぼ想起できる

ことがわかる。

7.3 隠れにロバストな識別器

顔画像の検出や認識では、サングラスやマスク等で

顔の一部分が覆い隠されることがある。このような部

分的に隠れを含む画像に対しても誤り無く認識できる

ことが望ましい。上述の隠れ部分を含む画像から元の画

像を想起できる自己連想メモリの機能を基本モジュー

ルとして組み込むことで、部分的に隠れを含む画像に

対しても安定に認識可能な識別器を構成することが狩

野である。

上述の 3層のパーセプトロンに訓練画像データ集合
を学習させると、その中間層のニューロンは、主成分

分析と等価な表現を持つことになる。すなわち、訓練

画像の情報をなるべく保存するような低次元の表現を

獲得している。そこで、図 10に示すように、中間層の
ニューロンの出力を特徴ベクトルとみなし、その特徴

を用いて識別器を構成する。

識別器としては、他クラスの識別問題のための最も



簡単なニューラルネットモデルのひとつである multi-
nomial logit model を用いる。ここで、K 個のクラ

ス {C1, . . . , CK} を識別する場合を考える。また、中
間層には H 個の線形ニューロンがあり、教師信号と

しては、正解のクラス Ck に対応する要素 tk のみ

が 1 で、それ例外の要素がすべて 0 の 2 値ベクトル
t = (t1, . . . , tK)T ∈ {0, 1}K を用いるとする。

Multinomial logit model では、識別器の k 番

目の素子の出力 pjk は、対応する結合加重 vk =
{vk1, . . . , vkH}と中間層のニューロンの出力ベクトルyj

との線形結合 ηjk = vT
k yj , (k = 1, . . . , K − 1)の”soft-

max” として、

pjk =
exp (ηjk)

1 +
∑K−1

i=1 exp (ηji)
(96)

pjK =
1

1 +
∑K−1

i=1 exp (ηji)
(97)

のように計算される。

今、訓練サンプルを {(xj , tj)}N
j=1とすると、この訓

練サンプルに対する対数尤度は、

l2 =
N∑

j=1

K−1∑

k=1

tjkηjk −
N∑

j=1

log

(
1 +

K−1∑

i=1

exp (ηji)

)

(98)
となる。

この基準と前述の自己連想メモリの学習のための基

準を統合して、全ネットワークの評価基準を

l = l2 + λl1, (99)

のように定義する。ここで、l1と l2との間の影響を調

整するパラメータである。この評価関数を最大化する

ような結合荷重の更新式は、

∆vkh = α

N∑

j=1

(tjk − pjk) yjh

∆wmh = αλ

N∑

j=1

(xjm − zjm) yjh

∆uhn = α

N∑

j=1

K−1∑

k=1

(tjk − pjk) vkhxjn

+αλ

N∑

j=1

M∑
m=1

(xjm − zjm)wmhxjn(100)

となる。

7.3.1 顔認識実験

先の実験と同じ顔画像を用いて、提案した識別器の性

能を評価するための実験を行なった。ここでも、ニュー

ラルネットワークの入力層、および、出力層のニュー

ロンの数は 450個とし、中間層のニューロン数を 17個
とした。このネットワークに 31名の顔を識別する課題
を学習させた。

図 14に、隠れの割合と認識率の関係を示す。上の局
線は隠れにロバストな識別器を用いた場合で、下の局

線は隠れに対する工夫をしない識別器を用いた場合の

結果である。これらの結果から、明かに、上述の手法

により隠れに対してロバストになっていることがわか

る。また、サングラスをした画像を用いた認識実検も

行った。その結果、上述の手法では、90.32%の認識率
が得られたが、工夫をしない識別器の場合には、識別

率は、77.41%であった。
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(a) 画素毎の隠れの場合: H = 9, H = 17, H = 21
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(b) 四角形の隠れの場合: H = 9, H = 17, H = 21

図 13: 元画像と想起された画像との二乗誤差
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(b) 矩形の隠れ

図 14: 隠れの割合と認識率の関係


