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カテゴリー固有変形の線形結合モデルに基づく弾性マッチング法
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Eigen-Deformations

Seiichi UCHIDA† and Hiroaki SAKOE†

あらまし 画像パターンの認識において，パターンに生じた変形を補償するための手法として，弾性マッチン
グの利用が検討されている．従来法がすべてのカテゴリーに共通の変形特性を仮定していたのに対し，本論文で
は各カテゴリーに固有の変形特性を組み込んだ手法を提案する．具体的には，各カテゴリーの任意の変形をその
カテゴリーに固有ないくつかの変形の線形結合で表現する．その結果，各カテゴリー内に生じる変形だけが適切
に補償されることになり，過変形の抑制及び計算効率の向上といった効果が得られる．本手法は，一種の非線形
最適化問題として定式化される．本論文ではその解法についても述べ，実験を通して有効性を検証する．
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1. ま え が き

手書き文字，顔，指紋といった変形を伴う画像パ

ターンの認識において，弾性マッチング法の利用が検

討されている．弾性マッチング法は二つの画像パター

ンの最適な非線形整合を目的とした最適化問題として

定式化される．最適整合の下での 2パターン間の距離

は変形補償後の 2画像間の距離であり，したがって変

形不変量となる．よってそれを識別関数として用いる

ことで，変形に対して頑強な識別系を実現できる．

弾性マッチング法の性質は，ベースとなる変形モデ

ルに依存する．変形モデルとは補償し得る変形の範囲

を規定するもので，制約条件や変形の関数表現といっ

た形で最適化問題に組み込まれる．従来この変形モデ

ルとしては，カテゴリー非依存，すなわちすべてのカ

テゴリーで同一のものが用いられていた．これはすべ

てのカテゴリーが同一の変形特性をもつという仮定に

基づいている．例えばアフィン変形モデルを用いた場

合，アフィン変換の範囲で許される変形が，すべての

カテゴリーにおいて同じように発生することを仮定し

ていることになる．ところが，実際の画像パターンに
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生じた変形を見ると，こうした仮定は必ずしも妥当で

はない．例えば手書き文字パターン “M” の 2 本の縦

ストロークはしばしば “ハ” の字状に傾くが，こうし

た変形は “H”には見られない（図 1）．この単純な例

からも予想されるように，カテゴリー非依存の変形モ

デルを用いると，実際に生じる変形と弾性マッチング

の変形補償特性の間にずれが生じる．その結果，ある

カテゴリーにおいては類似カテゴリーへの合わせ過ぎ

（過変形）が生じ，同時に他のカテゴリーでは変形補

償能力の不足が生じるといった問題が発生する．

本論文では，カテゴリー依存の変形モデル及びそれ

に基づく弾性マッチング法を提案する．本モデルにお

いては，各カテゴリーに生じる任意の変形を，そのカ

テゴリーに生じる代表的ないくつかの変形（以下，固

有変形と呼ぶ）の線形結合によって表現する．本変形

モデルを用いることで，カテゴリー内に生じる変形だ

けを適切に補償するような弾性マッチング法を実現で

き，前述の問題を回避できると考えられる．本手法の

効果として，まず認識率の向上が期待できる．更に，

図 1 各カテゴリーに固有の変形方向が存在することの例
Fig. 1 Category-dependency of deformation.
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あるカテゴリーに発生しない変形は補償範囲すなわち

弾性マッチングの解空間から排除されるので，計算効

率の向上も見込める．本論文ではこれら二つの効果に

ついて，本手法の従来法に対する優位性を実験的に検

証する．

本手法の実装に関しては，二つの課題がある．第 1

は，いかに各カテゴリーの固有変形を求めるかという

課題である．これに対して本論文では，文献 [1], [2]の

手法を利用することとする．第 2の課題は，本変形モ

デルに基づく弾性マッチング問題の実際の解法，すな

わちアルゴリズムの検討である．本手法は非線形最適

化問題として定式化されるので，その厳密解を解析的

に求めることは難しい．そこで本論文では，Simard

ら [3]～[5] による tangent distance法 (TD)の考えを

援用した線形近似解法を提案する．また，他に目的関

数のこう配を利用した反復解法についても触れる．

本手法は原理的に任意の画像パターンに適用可能で

あるが，本論文では手書き文字パターンを例として採

用する．したがって，この手書き文字パターンの認識

問題を通して本手法の性能を評価することにする．

パターンに固有な変形方向を推定し利用するとい

う考え方は，Cootesら [6]による Point Distribution

Models (PDM)に見ることができる．PDMは当初 1

次元パターン（輪郭）を 2次元画像に最適整合させる

ためのものとして開発され，その後は顔認識や文字認

識 [7] に利用されている．筆者らは，この PDM を 2

次元的に拡張したものを固有変形と呼んで，その自動

推定法を提案し，手書き文字認識に利用した [1], [2]．

ただしその認識過程において，固有変形は従来の弾性

マッチング（すなわちカテゴリー非依存の変形モデル

に基づく弾性マッチング）の事後評価において利用さ

れていた．こうした間接的な利用形態に対し，本手法

では，固有変形を弾性マッチングに埋め込むことで，

より直接的に利用する．なお，5. 1では再びこの従来

法 [1], [2]と本手法の比較を行う．

2. 定 式 化

2. 1 弾性マッチング

本論文で提案するカテゴリー依存の変形モデルに基

づく弾性マッチング法は，他の弾性マッチング法と同

じく，一種の最適化問題として定式化される．本節で

は，本手法の定式化に先立ち，一般の弾性マッチング

法が基づくこの最適化問題ついて述べる．弾性マッチ

ング法はパラメトリックな変形モデルに基づくものと

ノンパラメトリックな変形モデルに基づくものに大別

される．前者は画素の変位をいくつかのパラメータか

らなる関数で表現し，そのパラメータを制御変数とし

て最適整合を図る．後者は各画素の変位を直接制御変

数として扱い，最適化を図る．本手法はこのうち前者

に属するので，以下ではそれに限定して議論する．

パラメトリックな変形モデルに基づく 2画像パター

ン間の弾性マッチングは，一般に次の目的関数 J(α)

の最小化問題として定式化される．

J(α) = ‖s(α, P c) − E‖ (1)

ここで P c = {Pc(x, y)} はカテゴリー c の標準パ

ターンであり，E = {E(x, y)} は入力パターンで
ある．両パターンはともに I × I 画像（すなわち

x, y = 1, . . . , I)とする．関数 s(α, P c) は，M 個の

パラメータ α = {αm|m = 1, . . . , M} によって制御さ
れる変形モデルであり，何らかの 2 次元–2 次元写像

により P c の変形画像を与えるためのものである．パ

ラメータ α を制御して J(α) の最小化を図ることは，

P c をモデル s(α, P c) に従って変形し，E に最も近

づけることに相当する．

目的関数 J(α) の最小値を d(P c, E) とする．すな

わち，

d(P c, E) = min
α

J(α) (2)

この値 d(P c, E) は，標準パターン P c と，P c を基

準として変形補償された入力パターン E との単純重

ね合せ距離である．もし変形モデルが E に生じてい

る変形を補償できるならば，d(P c, E) は E の変形に

よらず一定となるので，それを識別関数とすれば変形

に対して頑強な認識系を構成できる．

2. 2 カテゴリー依存変形モデル

カテゴリー cにおいてm番目に代表的な変形方向を

カテゴリー cの第m固有変形と呼ぶ．この固有変形は，

それによる画素 (x, y)の変位 (Xc,m(x, y), Yc,m(x, y))

を列挙した 2I2 次元ベクトル uc,m により表される．

すなわち，

uc,m = ((Xc,m(1, 1), Yc,m(1, 1)),

. . . , (Xc,m(x, y), Yc,m(x, y)),

. . . , (Xc,m(I, I), Yc,m(I, I))) (3)

本手法では，この固有変形を組み込んだ次式のカテゴ

リー依存な変形モデルを利用する．
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s(α, Pc(x, y))

= Pc

(
x +

M∑
m=1

αmXc,m(x, y),

y +

M∑
m=1

αmYc,m(x, y)
)

(4)

このように，本変形モデルでは，カテゴリー c に生

じる任意の変形をそのカテゴリーの M 個の固有変形

uc,1, . . . , uc,m, . . . , uc,M の線形結合で表現している．

従来のカテゴリー非依存変形モデルの代わりに，本

変形モデル (4)を用いることで，二つの効果が見込め

る．第 1は，認識率の向上効果である．図 1 の例から

も分かるように，すべてのカテゴリーに一定した変形

特性を仮定すると，カテゴリーによっては変形補償能

力の過不足が生じる．これに対し各カテゴリーごとに

その変形特性が調整されている本モデルを用いれば，

そのカテゴリー内に生じる変形を過不足なく補償され

ると期待でき，結果的に認識率が向上すると考えられ

る．第 2は計算効率の向上効果である．従来のカテゴ

リー非依存変形モデルを使ってすべてのカテゴリーの

変形を補償しようとすれば，モデルの変形補償能力を

ある程度高くしておく必要があり，結果的に制御パラ

メータ数も多くなる．これに対し，本モデルを用いる

場合は各カテゴリーに生じる変形だけを考慮すればよ

いので，平均的に少ないパラメータ数で済み，結果的

に計算量を低減できると考えられる．

次節 2. 3 で述べるように，固有変形は実際の画

像パターンの集合から統計的に推定できる [1], [2]．

図 2 は，手書き文字データ（カテゴリー “A”）に

ついて実際に第 1～3 固有変形を求めたものである．

同図中段の矢印は，各固有変形による各画素の変位

(Xc,m(x, y), Yc,m(x, y)) を表している．この図より文

字カテゴリー “A”の第 1固有変形 (uc,1)は，全体的

な傾斜変形であり，次いで水平ストロークの上下変位，

「Λ」部の膨らみ変化となっていることが分かる．

図 3 は，これら第 1～3固有変形をモデル (4)に従っ

て線形結合し，その際の重み αm を正負に変えて P c

を変形させたものである．これから，本モデルによっ

て実際に存在するような文字パターンが生成されるこ

とが分かる．また，ここで生成された文字パターンと

類似した入力パターン E については，弾性マッチング

距離 d(P c, E) は 0が近くなるので，正解カテゴリー

に識別できることになる．

本モデル (4)には，重み α の範囲に関する制約がな

い．すなわち，変形の方向はカテゴリーごとに規定さ

れているが，その変形の大きさは規定されていない．

このため，わずかではあるが過変形の危険性は残る．

また，本モデルではすべての固有変形を平等に扱って

いるが，次節で述べる固有変形の推定手順から明らか

になるように，固有変形の寄与すなわち重要度は本来

その次数 m によって異なる．後述する実験結果を見

図 2 カテゴリー “A”の標準文字パターン P c（上段），同
カテゴリーの第 1，2，3固有変形 uc,1，uc,2，uc,3

（中段），及び各固有変形により変形された標準文
字パターン {Pc(x+Xc,m(x, y), y+Yc,m(x, y))}
（下段)

Fig. 2 Top three eigen-deformations of character

“A”.

図 3 カテゴリー依存変形モデル (4) による標準パターン
の変形（第 1，2，3 固有変形を使用した場合）

Fig. 3 Character patterns created by the proposed

deformation model (4).
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る限り，これらの点が深刻な問題にはなっていないが，

今後更にモデルの精度を上げるためには，αm に対し

て範囲制約を課するような仕組みを導入する必要があ

ると考えられる．

2. 3 固有変形の推定

各カテゴリーの固有変形 {uc,m} の推定については，
文献 [1], [2]の手法を用いる．これは，従来の（カテゴ

リー非依存なモデルに基づく）弾性マッチング法と主

成分分析を組み合わせることにより，固有変形の自動

推定を可能とした手法であり，以下に示すように 2ス

テップからなる．

［ステップ 1: 変形の採集］ 各カテゴリー N 個の画

像パターン T c,n (n = 1, . . . , N) を学習パターンとし

て準備し，それぞれに含まれる変形を採集する．この

変形は，従来の弾性マッチングにより得られる標準パ

ターン P c と各 T c,n 間の最適画素対応から求まる．

例えば，P c の画素 (x, y) が弾性マッチングの結果

T c,n の画素 (x′, y′) に対応したならば，T c,n は P c

を画素 (x, y) において (x′ − x, y′ − y) だけ変形（変

位）させたものといえる．これを画像全体について見

ると，学習パターン T c,n の変形は変位 (x′−x, y′−y)

を全 I2 画素について列挙した 2I2 次元ベクトルとし

て与えられる．

［ステップ 2: 変形の主成分分析］ 固有変形 {uc,m}
は頻出する変形であり，したがって変形のなす分布の

分散の大きな方向，いわゆる主軸に対応する．した

がって固有変形は，前ステップで求まった N 個の変

位ベクトルを主成分分析することで求まる．具体的に

は N 個の変位ベクトルの共分散行列を固有値展開す

れば，各固有ベクトルとして固有変形が得られる．次

数 m は固有変形の寄与（固有値）の大きさ順に対応

し，したがって第 1固有変形 uc,1 が最頻変形であり，

また高次の固有変形ほど寄与は小さくノイズ的になる．

ステップ 1 で用いる従来の弾性マッチング法は，

(i)補償可能な変形の範囲が広い（回転等も補償可能），

(ii)大局的に最適な画素対応を与えるアルゴリズムが

存在，(iii)変位ベクトルの実効次元数が 2I2 よりも小

さい，という三つの要求を満たすことが望ましい．要

求 (i)(ii)は正確な変形すなわち画素対応を採集するた

めのものである．ところで，これら (i)(ii)を満たすよ

うな弾性マッチング法をそのまま認識に用いると，過

変形の危険性が高く，また一般に多くの計算量を要す

る点が問題となる．しかし本手法の枠組みにおいて利

用する限り，これら 2点は問題にならない．これはこ

の従来の弾性マッチング法が，同一カテゴリーの文字

パターン間のマッチングのみに利用され，かつ認識処

理以前の学習処理において利用されるためである．要

求 (iii)は限られた学習サンプル数でなるべく信頼性の

高い固有変形を推定するためのものである．

3. 線形近似に基づく解法

変形モデル (4)に基づく式 (1)の最小化問題は，最

適化すべき制御パラメータ α が非線形関数 Pc(x, y)

に内包された，一種の非線形最適化問題となっていて，

最適解を解析的に求めるのは困難である．そこで本章

ではこの問題に対する線形近似解法について述べる．

非線形最適化問題 (1)の解き方としては，この線形

近似解法以外にも種々考えられる．本論文 4. 6では，

その一つとして，共役こう配法に基づく反復解法につ

いて触れる．

3. 1 問題の線形化

この線形近似解法は，Simardらによる tangent dis-

tance (TD) [3]～[5] の考え方を援用したものである．

この近似解法を式 (1)の最適化に用いることで，次の

三つの利点が得られる．すなわち，(i)解析的に近似解

が求まる．したがって解の収束性等に関する議論が不

要である．(ii) 任意の変形画像が M + 1 枚の画像の

線形結合により表現されるという，再び簡潔で見通し

のよい形式が得られる．(iii)単純重ね合せの数倍程度

の計算量で済む．

この解法では，s(α, P ) を近似表現することで，非

線形関数 (1)を線形化する（本節では，混乱のない限

りカテゴリーを表す添字 c を省略する）．具体的には

J(α) を次のように近似する．

J(α) ∼ ‖t(α, P ) − E‖ (5)

ここで，t(α, P ) はモデル s(α, P ) を α = 0 の周り

でテイラー展開して 2次の項以降を無視したものであ

り，次式で与えられる．

t(α, P ) = P +

M∑
m=1

αmφm (6)

ただし，

φm =

[
∂s(α, P )

∂αm

]
α=0

(7)

である．このように制御変数 α は非線形関数 P の外

に出るため，式 (5)はいわゆる最小 2乗問題として容
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図 4 変形モデル s(α, P ) のなす多様体，その接平面
t(α, P )，及び E と接平面との距離 dT D(P , E)

Fig. 4 The manifold by the deformation model

s(α, P ), its tangent plane t(α, P ), and the

tangent distance dT D(P , E).

易に解くことができる．ただし，以上の近似は α = 0

すなわち P の近傍でのテイラ─展開に基づくため，

大きな α すなわち大きな変形に対しては近似誤差が

大きくなるという欠点をもつ．

以上の線形近似解法は以下のように幾何学的に説明

できる（図 4）．まず，変形モデル s(α, P ) に従って変

形された標準パターン P の集合が，I2 次元のパター

ン空間内で，M 次元多様体をなすことに着目する．こ

のとき，t(α, P ) は多様体 s(α, P ) の α = 0 におけ

る接平面であり，φm は接ベクトルとなっている．ま

た，近似された目的関数 (5) の最小値を dTD(P , E)

とすれば，この dTD(P , E) は接平面 t(α, P ) と点 E

との距離になる．なお，接平面 t(α, P ) は斜交基底

φ1, φ2, . . . , φM の張る超平面であるので，dTD(P , E)

は一種の投影距離 [8]であるといえる．

接ベクトル φm は P や E と同じく I2 次元であ

り，画像として表現できる．ここで接平面 t(α, P ) が

パターン P の変形集合 s(α, P ) の近似表現であるこ

とを考えると，画像 P の任意の変形パターンが M

枚の画像 φ1, φ2, . . . , φM と P の線形結合で見通しよ

く近似表現されていることが分かる．

3. 2 詳 細

以上の近似解法の枠組みにおいて，モデル s(α, P )

として，提案するカテゴリー依存変形モデルを利用す

ることを考える．すなわち，式 (7)に式 (4)を代入す

る．その結果，接ベクトル φm の第 (x, y) 要素は

φm(x, y)

= Px(x, y)Xm(x, y) + Py(x, y)Ym(x, y) (8)

として与えられる．ここで，Px(x, y) と Py(x, y) は

図 5 濃淡画像表現したカテゴリー “A”の接ベクトル φ1，
φ2，φ3．(画素値は 0 から 255 の範囲に正規化して
ある．)

Fig. 5 Top three tangent vectors of character “A”.

P (x, y) を x 及び y に関して偏微分したものである．

図 2 に示したカテゴリー “A” の最初の三つの固有変

形をそれぞれ式 (8) に代入して得られた接ベクトル

φ1，φ2，φ3 を図 5 に示す．

離散的な P (x, y) の偏微分値 Px(x, y)，Py(x, y) の

求め方にはいくつかの方法が考えられる．本論文では

単純な差分近似ではなく，文献 [3]～[5]と同様，P を

ガウス関数 Gσ(x, y) でぼかしたものを偏微分すると

いう方法を採用する．

Px(x, y) ∼ ∂P (x, y) ∗ Gσ(x, y)

∂x

= P (x, y) ∗ ∂Gσ(x, y)

∂x

ここで，記号 ∗ は畳み込み演算を表す．この方法に
は，誤差の大きな差分近似を回避できるという利点が

ある．以下では，ガウス関数の標準偏差 σ を実験的に

1.25 に設定した．文献 [4]にも同様の指摘があるよう

に，この σ の設定は微妙なものではなく，実際，我々

の実験では σ ∈ [0.75, 1.5] の範囲ではほぼ同じ結果が

得られた．

以上の線形近似のもと，式 (5) を最小化して距離

dTD(P , E) を求めるための計算量は，O(MI2 +M2)

となる．後に 4. で示されるように，使用固有変形数

M は実際には非常に小さな数 (∼ 3)で済む．したがっ

て，計算量はおよそ O(MI2) すなわち単純重ね合せ

法の M 倍程度となり，従来の弾性マッチング法に比

べて同程度若しくは相当少ない計算量で済む．

4. 実 験

4. 1 実 験 試 料

変形を伴う画像パターンの例として手書き文字パ

ターンを用い，本手法の評価実験を行った．実験では，

標準手書き文字データベース ETL6に含まれる英語大

文字 26 カテゴリー各 1100 サンプルを用いた．まず，
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図 6 ETL6 の文字データの例．大きさは 16 × 16 に線
形正規化されている．
Fig. 6 Character samples from ETL6.

すべてのサンプルについて，文字大きさを 16× 16 に

線形正規化した後，周囲に 2画素分のマージンを付け，

結果的に I = 20 とした．図 6 に線形正規化後のサ

ンプルの例を示す．次に，各カテゴリー最初の 100サ

ンプルを単純平均して標準パターン P c を作成した．

次の 500 サンプルは，固有変形推定用の学習パター

ン T c,n として用いた．残る 500サンプル（全カテゴ

リーで 13000サンプル）は，4. 4～4. 6での認識実験

におけるテストサンプル E として用いた．

実験では，画素特徴（Pc(x, y) 及び E(x, y)）とし

て，輝度特徴と 4方向特徴 [9]からなる 5 次元ベクト

ルを用いた．なお，前章までの議論をこの高次元特徴

ベクトルに対応させるのは容易である．

4. 2 固有変形の推定

2. 3 の要求 (i)～(iii) を満たす従来の弾性マッチン

グ法として，本実験では区分線形 2次元ワープ法 [10]

を採用した．これはノンパラメトリックな弾性マッチ

ング法の一種であり，画像パターンの各列中央の画素

と上下端の画素の変位を制御変数として 2画像間の最

大一致を図る．制御変数以外の画素の変位は線形補間

で与えられる（図 7）．この手法を用いた場合の変位

ベクトルの実効次元数は，その制御変数の少なさから

I = 20 のときで 74 (
 2I2 = 800) となり，要求 (iii)

も満たしている．

実験では 2. 3 で述べた手順に従い，まず区分線形

2次元ワープにより T c,n と P c の弾性マッチングを

行い，各 T c,n の変位ベクトルを自動採集した．次に

こうして集めた 500個の変位ベクトルに対して主成分

分析を施し，各カテゴリーの固有変形を得た．なお，

図 2 や図 3 で用いた固有変形 uc,m はこの手順で実

際に求まったものである．これらの図からも分かるよ

うに，以上の手順により自動的に適切な固有変形を推

定できる．なお，文献 [1], [2]には全 26 カテゴリーの

第 1～3固有変形が図示されている．

4. 3 変形補償能力のカテゴリー依存性の確認

本手法の効果を確認するために，図 1 で例に挙げ

図 7 区分線形 2 次元ワープ [10]

Fig. 7 Piecewise linear two-dimensional warping.

図 8 “M”-“M” 及び “H”-“M” のマッチング結果
Fig. 8 Matching results between “M” and “M”, and

“H” and “M”.

た “H” と “M” に関するマッチングを実際に行った．

具体的には，入力パターンとしてカテゴリー “M” の

10サンプルを用い，これらに対しカテゴリー “M”と

“H”の変形モデル (M = 3)がどのように追従すなわ

ち変形補償するかを観察した．結果を図 8 に示す．カ

テゴリー “M” の変形モデルは入力パターンの多様な

変形を適切に補償していることが分かる．また，それ

に比べてカテゴリー “H”の”M” に対する変形補償能

力は鈍いことが分かる．特に図 1 で例示した，“M”

の垂直ストロークの「ハ」の字状の変形についてはほ

とんど追従できていないことが分かる．以上より，本

手法には，カテゴリー内に起こる変形は適切に補償し，

一方でカテゴリーに生じない変形については無視する

ような所期の能力があるといえる．

4. 4 認 識 結 果

図 9 左に，使用固有変形数 M を変えながら測定

した，本手法の認識率と計算時間の関係を示す．なお

本実験においては，比較を簡単にするため，すべて

のカテゴリーで固有変形数 M を同一とした．最高認

識率は 99.21％となった．これは単純重ね合せ（rigid

matching，本手法において α = 0 若しくは M = 0

の場合に相当）に比べ 1.12％の改善となっていた．こ

の改善（144サンプル分）の内訳を見ると，本手法に

より初めて正しく認識されたものが 152サンプル，本

644



論文／カテゴリー固有変形の線形結合モデルに基づく弾性マッチング法

図 9 認識率と計算時間の関係
Fig. 9 Recognition rates and computation times.

手法により誤認識に転じたものが 8サンプルであった．

使用固有変形数 M と認識率の関係を見ると，認識

率は M の増加に従って急激に向上し，M = 3 で最

高となっていることが分かる．このことは，式 (4)の

カテゴリー依存変形モデルを用いることで，各カテゴ

リーに発生する変形を非常に少ないパラメータ数で効

率的に表現できることを示している．更に，M が非

常に小さいことで，計算が効率的に行えることが分か

る．一方，M をそれ以上大きくしても，認識率は向

上しないことが分かる．これは寄与の小さな高次の固

有変形を用いることに意味がないためと考えられる．

4. 5 カテゴリー非依存の変形モデルに基づく弾性

マッチングとの比較

提案したカテゴリー依存変形モデルのカテゴリー非

依存変形モデルに対する優位性を確認するための実験

を行った．具体的には，式 (4)の代わりに，通常用い

られることの多いアフィン変形モデル

s(α, Pc(x, y)) = Pc(x + (α1x + α2y + α3),

y + (α4x + α5y + α6)) (9)

をすべてのカテゴリーにおいて用いた弾性マッチング

法による認識実験を行った．このアフィン変形モデル

を用いた場合も，本手法と同様に接平面近似 (5)に基

づく線形近似解法を導出できる．この場合，六つの

カテゴリーによらない接ベクトル φm が得られるこ

とになる．なお，このアフィン変形モデル (9)とその

線形近似に基づく認識手法は，Simard らの tangent

distance法 [3]～[5]と同じものになる．

図 9 左に示したように，その認識率は 98.98％であ

り，本手法の 99.21％よりも低い．更にこれらのパラ

メータ数 M は，それぞれ 6と 3であるから，本手法

図 10 変形モデルのカテゴリー依存/非依存性によるマッ
チング結果の差異

Fig. 10 Comparison between category-dependent and

category-independent deformation models.

の方が半分のパラメータ数で高い認識率を与えたこと

が分かる．この結果より，カテゴリー依存変形モデル

(4)を用いた方が，カテゴリー非依存変形モデルを用

いるよりも，各カテゴリーの生じる変形をより的確に

かつ効率的に表現できているといえる．なお，アフィ

ン変形モデルに対する本手法の改善率は 0.23％と一見

小さいが，これは誤認識数を約 3/4に低減できたこと

に相当する．

図 10 に，本手法で正しく認識され，かつアフィン

変形モデルに基づく方法で誤認識されたテストサンプ

ル E 及びそのマッチング結果を示す．これから，本手

法の方が P c を E に近づくよう変形できており，変

形補償能力が適切であることが分かる．

4. 6 解法の影響

以上では目的関数 (1) の最小化法として，3. の線

形近似解法を用いてきたが，他の解法の利用も考えら

れる．そこで共役こう配法 [11] を用いて同様の認識

実験を行った．共役こう配法は，反復に基づく最適化

法の一種であり，初期解から出発して目的関数のこう

配 (∂J/∂α1, . . . , ∂J/∂αm, . . . , ∂J/∂αM )T を利用し

ながら，目的関数の極小値を探索する方法である．以
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下では，反復の停止条件として目的関数値の更新量が

しきい値 (105)以下になるという基準を採用した．ま

た初期解は α1 = · · · = αM = 0 とした．

共役こう配法を用いる利点としては，変形モデル

(4)自体には近似を行わないため，その補償能力を十

分に発揮できる点がある．このため，カテゴリー内の

変形の補償能力については，線形近似の場合よりも優

位と考えられる．一方，線形近似の場合に比べ計算量

が多くなるという欠点がある．これは，反復ごとにこ

う配を求めたり，そのこう配方向に 1次元探索を行う

際に多数回目的関数値を計算する必要があるためであ

る．前処理により反復回数を減らす方法もあるが [12]，

平均反復回数自体はそう多くはないので（以下の実験

ではM = 2 と 15 でそれぞれ平均 3.5回，4.8回），1

けた以上の高速化は困難と思われる．

この共役こう配法を用いた場合の認識実験の結果

を図 9 の右側に示す．最高認識率（M = 4 のとき

99.33％）を与えた場合について同図左の線形近似解法

と比較すると，共役こう配法を用いた方が若干高い認

識率（16サンプル分）を与えている．これは変形モデ

ル (4)のもつ変形補償能力を近似なしに活用できたた

めと考えられる．実際，共役こう配法のみで正しく認

識された 37 個のテストサンプルを見ると大きく変形

しているものが多く，共役こう配法に比べて線形近似

解法によるマッチングでは十分に変形が補償されてい

ない（すなわち E と t(α, P c) に差異が残っている）

場合が多かった．

ただし，線形近似解法のみで正しく認識されたテス

トサンプルも 21 (= 37 − 16) 個あり，現状では共役

こう配法が認識率の点で圧倒的に優れているとは結論

できない．これら 21 サンプルの共役こう配法による

マッチング結果には，過変形（例えば “T” が “Y”に

類似するような過変形が 8例）が生じている場合が散

見された．これは変形補償能力が悪用された結果であ

るが，本モデル (4)を用いてカテゴリー内の変形方向

を規定しても，少数ながら依然として過変形が発生し

得ることを意味している．

図 9 から，共役こう配法と線形近似解法の計算時間

には，同じ固有変形数 M で比べると 2けた以上の差

があることが分かる．前述したように，線形近似解法

では O(MI2) という少ない計算量で解析的に解が求

まるが，共役こう配法では反復ごとに目的関数及びこ

う配を多数回求める必要があり，その差異がそのまま

この結果に反映されているものと考えられる．

図 11 目的関数値 J(α) の等高線表示 (M = 2)

Fig. 11 The value of the objective function J(α).

共役こう配法などの反復解法に共通する問題点とし

ては，目的関数が非凸な場合に生じる局所最小解が考

えられる．しかし本問題の目的関数 J(α) を観察した

ところ，ほぼ凸関数となる場合が多く，したがって局

所解はあまり問題にならなかったと考えられる．図 11

は，カテゴリー “A”の 2画像のマッチングにおける目

的関数値を M = 2 の場合について等高線表示したも

のであるが，ほとんど単峰であることが分かる．実際

にこの図の目的関数に対し共役こう配法を適用した結

果，ほぼ最適解と思われる (α1, α2) = (18.5,−1.27)

が得られている．また，誤認識の場合のマッチング結

果を観察したところ，局所最適解に陥ってしまったよ

うなものは見当たらなかった．よって，目的関数 (1)

の最小化問題における共役こう配法の解探索能力には

特に問題がなかったものと考えられる．

このように，共役こう配法により目的関数 (1)の最

小解がほぼ常に得られていたとなれば，それによって

得られた実験結果は，本変形モデル (4)による認識性

能の限界を表していることになる．前述のように，本

実験結果から過変形が少数ながら誤認識の要因となっ

ていることが明らかになっており，それがこの限界の

現れであるとすれば，今後は 2. 2後半での指摘と関連

して重み α の範囲制約を検討する必要があると思わ

れる．

なお，非線形最適化問題の反復解法としては，他

にも逐次代入法などがある．Wakaharaら [13]は，ア

フィン変形モデルに基づく弾性マッチングを同様の非

線形問題として定式化し，それを逐次代入法によって

解く手法を提案している．
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5. 他の手法との関連

5. 1 固有変形を事後評価において利用する手

法 [1], [2]との関連

弾性マッチングを用いた文字認識における，固有変

形の他の利用形態として，事後評価における利用が提

案されている [1], [2]．具体的には，まず従来法の弾性

マッチングを行った後，その際の変位を固有変形と比

較照合し，逸脱が見られた場合を過変形としてペナル

ティを与えるというものである．文献 [1], [2]では，こ

の間接的な利用形態によっても，十分高い認識率が得

られると報告されている．

しかしながら，計算効率の面では，本手法の方が有

利と考えられる．事後評価を行う方式で用いられた従

来の弾性マッチングでは，すべてのカテゴリーに生じ

る変形を補償できる程度の能力を確保しておかなけれ

ばならない．よって，図 1 に示した “H” の両縦スト

ロークを傾けるような不要な変形も対象としながら，

計算コストをかけて無駄な探索をいったんは行うこと

になる．これに対し本手法は，変形モデルに直接固有

変形を組み込んだ新しい弾性マッチング法であり，結

果的に無駄な変形を根本的を排除し，効率的/高速な

マッチングを可能としている．

また，事後評価型の利用形態においては，マッチン

グコストと事後評価値の比重を定めるパラメータの値

が重要であり，それにより性能が大きく左右される．

一方，本手法にはそうしたパラメータは不要である．

5. 2 部分空間法 [14] との関連

線形近似された変形モデル (6)と部分空間法 [14]は，

任意の変形画像を複数の画像（基底画像）の線形結合

で近似表現するという点で類似している．一方で，以

下のような違いがある．第 1に，本手法は弾性マッチ

ング法であり，求められた α から 2 パターン間の画

素対応関係が判明するという意味で構造解析的パター

ン手法の側面ももっている．一方，部分空間法にはそ

ういう意味合いはない．第 2に，モデル (6)の基底画

像 φm はパターン空間内において互いに直交してい

ないが，部分空間法のそれは直交している．もちろん

{φm} の直交化は可能であるが，もともと φm は変位

空間の基底 uc,m をパターン空間内で表現したもので

あり，本質的に部分空間法で用いる基底とは異なって

いる．

このように両手法には差異があるが，相対する立場

にあるのではなく，相補的な手法となり得るものと考

えている．例えば，本手法の基底画像 φm と部分空

間法の基底画像が，パターンの分布を表現する上で異

なった役割を相補的に担う可能性もあり，両者の組合

せを含めて，今後比較検討が必要と考えている．

5. 3 カテゴリーごとの変形特性を組み込んだ他の

弾性マッチング法

カテゴリーごとの変形方向を学習し，モデルに組み

込む試みは，本手法以外にもいくつか検討されてい

る．文献 [15]～[17] で提案されている文字認識手法で

は，スプライン曲線モデルを用い，その節点の変位の

確率分布をカテゴリーごとに学習している．本手法で

用いる固有変形も変位の分布を表現するものであり，

したがって両手法には共通点があるといえる．ただし，

弾性マッチング法としての性質には大きな違いがあ

る．具体的には，本手法では最適整合を得るために固

有変形の重みパラメータ α を制御するのに対し，文

献 [15]～[17]の手法では全節点の変位を直接制御する．

すなわち，前者はパラメトリックな弾性マッチング法

（2. 1参照）であるのに対し，後者はノンパラメトリッ

クである．また，本手法が 2次元–2次元弾性マッチン

グであり濃淡画像のマッチングに直接適用できるのに

対し，この従来法は 1 次元–2 次元弾性マッチング法

であるという点も異なる．

文献 [18]では，パターンを構成する各線分の方向や

長さなどの統計量を整合度の評価値に組み込んだ 1次

元–2次元弾性マッチング法が提案されており，文字認

識に利用されている．この手法も文献 [15]～[17] の手

法と同様にノンパラメトリックである．

弾性マッチング法をHMMの枠組みで実現する試み

も提案されている [19], [20]．この場合，各カテゴリー

ごとに用意されたHMMの状態遷移確率や出力確率と

して，変形特性が表現されることになる．ただし，マ

ルコフ性の制約により学習の結果得られるのは隣接画

素間の関係だけであり，大局的な変形の方向性を直接

組み込むことはできない．

6. む す び

変形に対して頑強な認識系の実現を目的として，カ

テゴリー依存変形モデルに基づく弾性マッチング法を

提案した．この変形モデルでは，あるカテゴリーの任

意の変形をそのカテゴリーに固有ないくつかの変形方

向の線形結合で表現する．本モデルを用いることで，

そのカテゴリーに生じる変形だけを効率的に補償でき，

その結果，認識率の向上や計算量の低減という二つの
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効果が得られると期待される．非線形最適化問題とし

て定式化される本手法に対し，本論文では線形近似に

基づく解法を提案した．加えて共役こう配法による解

法についても検討した．手書き文字を対象として実際

に認識実験を行い，所期の効果が得られることを確認

した．
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