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Abstract: A technique for setting standard patterns for image pattern recognition based on elastic

matching is investigated. The proposed technique is a kind of clustering techniques, which generally

provide standard patterns as the centroids of the distribution of training patterns in pattern space. In

conventional clustering techniques, the centroid is defined as the local center of gravity under the metric

of the Euclidean distance. Contrary to this, in the proposed technique an elastic matching distance is

newly employed as the metric. Thus, the same elastic matching-based metric is consistently used at the

standard pattern setting stage and the recognition stage with the proposed technique, whereas different

metrics are inconsistently used in those stages with the conventional technique. From experimental re-

sults, it was shown that high recognition rates can be attained with the standard patterns provided by

the proposed technique because of the consistency of the metric.
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1. ま え が き

画像パターン認識に用いられている弾性マッチングと

は，標準パターン画像を非線形に変形させ，入力パター

ン画像に近づける手法である．弾性マッチングによって

得られる2画像間の距離は，変形補償されたものであり，

よって変形不変量となる．従ってその距離を用いること

で，変形に対して頑強な認識を行なうことができる．

他の認識手法と同じくこうした弾性マッチングに基づ

くパターン認識手法にとっても標準パターン画像の設定

は重要な課題である．特に，弾性マッチングが必要とさ

れるような変形の大きなパターンの認識問題では，各カ

テゴリに複数個の標準パターン画像が必要となるので，

それらの自動的な設定法の開発が実用上の課題となる．

また，画像そのものが標準パターンとして用いることに

よる利点も考慮する必要がある．

各カテゴリ複数個の標準パターンを自動設定する手法

としては，従来よりクラスタリングが用いられている．

本論文で言うクラスタリングとは，学習パターンのパ

ターン空間における分布の局所的な重心をカテゴリ毎に

求める手法である．この重心を標準パターンとすれば，

パターン分布の粗密に応じて標準パターンが効率的に配

置されることになり，Nearest Neighbor法などで識別す
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る際に好都合であると考えられる．

従来より用いられているクラスタリング法における距

離尺度はユークリッド距離であり，従って求まる標準パ

ターンはユークリッドの意味での重心である．しかし，

認識の際には弾性マッチング距離を用いるため，クラス

タリング時(標準パターン設定時)と認識時で距離尺度の

不一致が起こるという問題点がある．例えば，一つのパ

ターンがあるクラスタにユークリッド距離で属するとさ

れても，弾性マッチング距離だと別のクラスタに属する

という事態が起こり，この結果認識性能が低下すること

が考えられる．

本論文では，距離尺度に弾性マッチング距離を用いた

クラスタリング法を提案する．この本手法より得られる

効果には以下の3点が考えられる．

1. クラスタリング時と認識時で距離尺度が一致するこ

とにより認識性能が向上する．

2. ぼけのない標準パターンの画像が求まる．

3. 標準パターンとして学習パターンの生成源となるも

のが得られる．

効果1を得ることが，本手法の主な目的である．4.2節

において，標準数字画像パターンデータベースMNISTを

用いて，クラスタリング及び認識実験を行い，画像パ

ターン認識における本手法の有効性を確認する．

効果2で言うぼけとは，画像パターンをユークリッド距

離によって単純平均した際にパターンの変形に起因して

生じるものである．認識を行うだけならこのぼけは特に
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問題にはならないと考えられるが，標準パターンそのも

のが画像として意味を持つような場合にはこうしたぼけ

が問題となる．例えば，標準パターンがそのカテゴリの

代表であるとして観察の対象となるような場合，本来学

習パターンには存在しないぼけたパターンが標準パター

ンとして求まることは望ましいことではない．一方，本

手法では，位置や変形を正規化した後に平均化するため，

こうしたぼけが解消できる．4.3節において，人工的に生

成させた線分パターンを用いたクラスタリング実験を行

い，この効果を確認する．

効果3は，学習パターン集合がある基本となるパターン

が変形されることで生成されているとすれば，本手法に

よりその基本的なパターンそのものが得られる可能性が

高いことを意味している．4.4節では，ある文字パターン

を弾性マッチングの変形モデルに従ってランダムに変形

させたパターンを作り，それらを学習パターンとしてク

ラスタリング実験を行い，この効果を確認する．

本研究に類似した検討としては，オンライン文字認

識 1)や音声認識 2)における標準パターンの設定法がある．

いずれも1次元パターンを弾性マッチングによりクラスタ

リングする手法であり，特に弾性マッチングの持つパ

ターン次元数(長さ)の正規化能力に主眼を置いている．さ

らに，オンライン文字認識においてはクラスタリング時

に，パターンの位置を平均化するので，画像を平均化す

ることより扱いやすい．また，2次元パターンを対象とし

たものとしては，Tangent Distance法を前堤とした標準

パターン設定法3)がある．しかし，手法の提示のみに留ま

り，実験的な検討はなされていない．

本論文では，クラスタリング手法として分布の局所重

心を求める手法を採用しているが，クラスタリング法に

は他にも識別誤り最小化を基準とした手法がある．本手

法の基本となる考え方はこのどちらの手法にも適応可能

である．高い識別性能を追求する場合には，むしろ後者

の手法が主流であるが，本研究では扱いやすさの点から，

前者，後者の順に検討を進めることにした．

2. 弾性マッチングによる認識

本節では本手法の説明に先立ち，弾性マッチングを用

いた画像パターン認識の概要を示す．

前述のように，弾性マッチングとは標準パター

ン R = {r(u, v) | u, v = 1, 2, . . . , N}を入力パターン
X = {x(i, j) | i, j = 1, 2, . . . , N} に近づけるように非線
形に変形させる方法である．この弾性マッチングを用い

た認識では，X，R間の距離はユークリッド距離

Dr(X,R) =
∑
i,j

|| x(i, j) − r(i, j) || (1)

Y
De(X,R)

R

R’

X

Dr(X,R)

R’ De(Y,R)

Fig.1 Euclidean distance Dr(X,R) and elastic match-

ing distance De(X,R)．

training patterns Te
classified into Ci
according to De

training patterns
fitted to Ri

updated centroid Ri

step2

step3

initial centroid Ristep1

Fig.2 Algorithm of proposed method of setting of stan-

dard patterns．

の代わりに，次のu(i, j)，v(i, j)に関する最適化問題を解

くことで与えられる弾性マッチング距離De(X,R)を用い

る(Fig. 1)．

De(X,R)

= min
{u(i,j),v(i,j)}

∑
i,j

|| x(i, j) − r(u(i, j), v(i, j)) || (2)

ここでu(i, j)，v(i, j)は，入力パターンX上の座標(i, j)に

対応する標準パターンR上の座標である．その最適値を

ũ(i, j)，ṽ(i, j)とすれば，R’ = { r( ũ(i, j) , ṽ(i, j) ) } で
あり，De(X,R) = Dr(X,R’)となる．

認識においては，各入力パターンXについて，この距

離De(X,R)の意味で最も近い標準パターンのクラスをそ

の認識結果とする．

一般に，弾性マッチングは何らかのモデルに従って定

式化されており，このモデルによって補償可能な変形の

範囲が規定される．この範囲は，パターン空間上でRを

中心として等方的(円形)であるとは限らず，Fig.1で模式

的に示したように，一般には非等方形となっている．よっ

て，Rから同じユークリッド距離だけ離れた2パターン

(Fig.1中のXとY)についても，Rとの弾性マッチング距

離は大きく異なる場合がある．



弾性マッチングを用いた画像パターン認識のためのクラスタリング法に関する基礎的検討 – 3–

3. 標準パターンの設定アルゴリズム

3.1 クラスタリングによる標準パターンの設定
標準パターンの自動設定法としては，従来よりクラス

タリング法が利用されている．クラスタリング法では，

従来ユークリッド距離の意味でパターン分布の重心を求

めており，それを標準パターンとしていた．しかしなが

ら，上述のように，認識時に用いられる弾性マッチング距

離は非等方的であり，単純にユークリッド距離を用いて

クラスタリングを行ったとしても，認識時にこれらの距

離の性質の不整合による性能劣化が起こると考えられる．

そこで本論文では，クラスタリング時にも認識時と同

じく弾性マッチング距離を用いることを検討する．

3.2 アルゴリズム
前節での考察をもとにして，各カテゴリについて標準

パターンRを複数個設定するという課題に対し，本論文

では弾性マッチング距離を組み込んだクラスタリング手

法を用いることを考える．ベースとなるクラスタリング

法には，任意の手法が使用できるが，本論文では最も単

純なk-means法を採用した．

本手法の具体的なアルゴリズムは以下の通りである

(Fig.2)．

step1: 同一クラスの画像パターンによりなる学習パター

ンセット{Tl | l = 1, . . . , L}の中からK個の初期パターン

を適当に選び，それらを初期標準パターンR1, . . . ,RKと

する．

step2: 各学習パターンTlを最も近い標準パターンのク

ラスタCk(k ∈ {1, . . . , K})に属させる．ただし，このと
きの距離は弾性マッチング距離Deとする．すなわち，

Ck = {Tl | argmin
m

De(Tl,Rm) = k} (3)

このとき同時に，各Tl を最近傍標準パターンRkに近づ

くように変形したパターンが求まるが，以下ではそれを

T’lとする．

step3: それぞれのクラスタCkについて，T’l(∈ Ck) の

平均を新たな標準パターンRkとする．

Rk =
1

| Ck |
∑

l∈Ck

T’l (4)

ここで | Ck | はCkに属しているとされた学習パターンの

個数とする．

step4: step3が終った時点で，標準パターンが更新され

た場合step2へ戻る．標準パターンが更新されなかったら

終了．

standard pattern
R

input pattern
X

u

vj

i

(u2
i , N)

(u1
i , 1)(i, 1)

(i, N)

Fig.3 Elastic matching method in experiment．

3.3 求まる標準パターン画像の性質
従来のk-means法では，標準パターン更新時に標準パ

ターンの近傍にあるパターンをそのまま平均化して新た

な標準パターンとするため，学習パターンの変形に起因

してぼけが生じたり，存在しないようなパターンが生じ

るという問題点がある．一方，本手法においては，Fig.2

からもわかるように平均化する前に弾性マッチングに

よって各学習パターンを標準パターンに近づけるよう変

形しており，従って位置や変形の正規化を行っている．こ

のため，平均化された画像にはぼけが少なくなる．この

点については4.3節で実験的に確認する．

また学習パターン集合が，ある基本となるパターン(以

下，基本パターンと呼ぶ)が変形されることで生成されて

いるとすれば，本手法では標準パターンとしてこの基本

パターンが得られる可能性が高い．今，あるクラスタに

属する学習パターンを考えると，それらは弾性マッチン

グ距離の意味でそのクラスタの標準パターンに最も近い

ものである．そのため，得られる標準パターンは，弾性

マッチングによってそのクラスタ内の全ての学習パター

ンに十分近づくよう変形できるものであり，従って基本

パターンであると考えられる．

4. 実 験

4.1 使用した弾性マッチング法
以下全ての実験では，Fig.3に示した弾性マッチン

グ法 4)を共通して用いた．この方法では，全ての

u(i, j), v(i, j)を制御する代わりに，入力画像パターンX

各列の両端点のみを制御点とし，その最適な対応先を標

準画像パターンR上に求めることで2画像間の最大一致を

図る．以下に弾性マッチングの定式化を示す．

サ イ ズ N × N の 入 力 画 像 パ タ ー ン

X = {x(i, j) | i, j = 1, 2, . . . , N} の第 i列は，参照画像

パターンR = {r(u, v) | u, v = 1, 2, . . . , N}に (u1
i , 1)と

(u2
i , N)を両端点とする線分に写像される．この際，同列

上の画素(i, j)(j = 1, . . . , N)の対応先は線形補間により

定められるものとする．すなわち，
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(i, j) �→
(
u(i, j), v(i, j)

)
(5)

ただし

{
u(i, j) = (u2

i − u1
i )j/N + u1

i

v(i, j) = j

この弾性マッチングの最適化問題は次式のように定義さ

れる．

[目的関数]
N∑

i=1

N∑
j=1

|| x(i, j) − r((u2
i − u1

i )j/N + u1
i , j)||→ min (6)

[制御変数]

{u1
i , u

2
i | i = 1, . . . , N} (7)

[制約条件]


0 ≤ up
i − up

i−1 ≤ 2 . . .単調連続性

i − w ≤ up
i ≤ i + w . . .範囲制限

up
1 = 1, up

N = N . . .境界条件

(8)

ここで，pは1または2を表し，wは正定数である．これら

(8)の制約条件は，補償対象とする変形を妥当な範囲に制

限するためのものである．

4.2 文字パターンのクラスタリング及び認識
実験

標準数字画像データベースMNIST(学習パターン60000

個，テストパターン10000個)を用いて実験を行った．全

てのサンプルについて，文字の大きさを14×14に線形正

規化し，周囲に1画素分のマージンを付け，結果的に

16×16とした．Fig.4に正規化後のサンプルの例を示す．

これらのうち学習パターンを用いて従来手法(ユーク

リッド距離によるクラスタリング法)もしくは本手法(弾性

マッチング距離によるクラスタリング法)によりクラスタ

リングを行い，標準パターンを求めた．Fig.5に，K = 5

として求まった数字0から9の標準パターンの例を示す．

ただし，従来手法と本手法で同じ初期パターンを用いた．

こうして求まった2通りの標準パターンそれぞれに対し

て，前述の弾性マッチングによる認識実験を行なった．

ただし，k-means法には初期値依存性があるため，初期パ

ターンを10通りに変えながらそれぞれクラスタリングお

よび認識処理を行なった．その平均認識率を，クラスタ

数Kに関するグラフとしてFig.6に示す．ここで，図中に

破線で示した極限値とは全N個の学習パターンをそのま

まN個の標準パターンとした場合の認識率である．Fig.6

Fig.4 Handwritten numerals from MNIST database

(after size normalization)．

conventional technique proposed technique

Fig.5 Reference patterns provided by the conventional

and the proposed methods (K = 5)．
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Fig.6 Average recognition rate of MNIST．

から，同程度の認識率を得ようとする場合，本手法が従

来手法に比べより少ない標準パターンで済むということ

がわかる．結果より，弾性マッチングを用いた認識にお

いては，弾性マッチング距離を用いたクラスタリング法

が有効であることが確かめられた．

標準パターン数Kの増加に従って認識性能の差は小さ
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Fig.7 Averaged distortion on training patterns．
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Fig.8 Averaged distortion on test patterns．

くなっている．これは次のように説明できる．標準パ

ターン数Kが大きくなるにつれて，1つのクラスタに属す

る学習パターン数 | Ck | は小さくなる．これに従い従来
手法と本手法で求まる標準パターンの差は小さくなり，

特に極限すなわちK = Nで一致する．その結果，認識率

の差も小さくなるものと考えられる．

次に弾性マッチング距離によって計算したクラスタ内

の平均の歪み
(
(1/L)

∑
k

∑
T∈Ck

De(Rk,T)
)
を測定し

た．学習パターンT，およびTをテストパターンXに変え

て得られた測定結果をそれぞれFig.7，Fig.8に示す．本

手法に比べ従来手法によるクラスタリング結果にはクラ

スタ内の歪みが大きく，弾性マッチング距離の意味で標

準パターンから遠い学習パターンもしくはテストパター

ンがクラスタ内に含まれていることがわかる．

以上の実験に加えて，単にクラスタリング時に弾性

マッチング距離を用いたために認識性能が向上したので

はなく，距離尺度が一致したためであることを示すため

の実験を行った．具体的には，認識時，クラスタリング

時において共に同じ弾性マッチング(4.1節) を用いた場合

(以下(a))と，認識時には変形モデルを90°回転した弾性

マッチングを用いた場合(以下(b))について比較を行った．

このうち(b)については，認識時，クラスタリング時共に

Table 1 Recognition rate by different deformation

model in clustering(K = 10)．

recognition rate

82.23%

clustering
phase

89.40%

recognition
phase

consistent
case (a)

inconsistent
case (b)

弾性マッチングを用いているものの，その伸縮の方向性

の違いから，距離尺度としては異なるものを用いたこと

になる．(a)及び(b)でK = 10としてクラスタリング及び

認識実験を行い，結果をTable 1に示す．場合(b)による

認識率は(a)だけでなく従来手法による認識率(Fig.6)よ

りも低くなっている．これにより，本手法を用いること

により認識性能を向上することができる理由は，クラス

タリング時と認識時で距離尺度が一致するためであると

いうことがわかる．

なお，1節でも述べたように認識率を追及するならば，

GLVQ5)など誤識別率最小化基準に基づくクラスタリン

グ法を用いた方が有利と考えられるが，本論文では簡単

のためにk-means法を適用した．本手法の，クラスタリン

グ時と認識時で距離尺度を一致させるという考え方自体

は，GLVQにも適用可能であると考えられている．

4.3 線分パターンのクラスタリング実験
Fig.5の比較から，本手法(De)により求めた標準パ

ターンは従来手法(Dr)によるものに見られるぼけが解消

されていることがわかる．このことより1節で述べた効果

2が確認される．この効果をさらに明確に示すために，非

常に単純なパターンを用いた実験を行った．具体的には，

端点の水平位置をランダムに変えて作成した線分パター

ンを学習パターンとして，従来手法と本手法のそれぞれ

でK = 3としてクラスタリングを行った．求まった標準

パターンをFig.9に示す．

本手法による結果にはほとんどぼけがなく，学習パ

ターンを代表するようなパターンが得られていることが

わかる．

一方，従来手法による標準パターンには画像がぼけて

いたり，学習パターンにはない形状が現れるなどしてい

る．特に，本来1本の線分画像を対象としているにもかか

わらず，2本の線分を含む画像が標準パターンとして求ま

るケースが見られた．この結果は，位置や傾きが異なっ

ていた学習パターン群を単純に平均化してしまう従来手

法の限界を端的に表している．以上により，1節で述べた

効果2を確認することができた．
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Fig.9 Clustering results of line patterns (K = 3)．

4.4 人工的に生成した文字パターンのクラスタ
リング実験

1節では効果3として，標準パターンは学習パターン集

合の基本パターンとなる可能性が高い．このことを確認

するため以下の実験を行った．

まず基本パターンとして1つの文字パターン(Fig.10

A)を選び，それを4.1節の弾性マッチングの変形モデルに

より変形できる範囲内でランダムに変形させてパターン

を1000個作成する．これら作成されたパターンを学習パ

ターンとしてクラスタリング(K = 1)し，従来手法および

本手法により標準パターンを求めた．加えて，基本パ

ターンを2個(Fig.10 A,B)としてそれぞれから学習パ

ターンを500個ずつ作成し，これらを混合した合計1000個

のパターンに対して，K = 2として同様の実験を行った．

得られた結果をFig.10に示す．従来手法による結果では，

標準パターンはぼけてしまい，学習パターンの元となっ

た基本パターンとは異なるパターンが得られているのに

対し，本手法による結果では，標準パターンには基本パ

ターンに近いパターンが得られていることがわかる．以

上により，1節で示した効果3を確認することができた．

5. む す び

弾性マッチングを用いた画像パターン認識のための，

標準パターン設定法を検討した．具体的には，弾性マッ

チングによる距離を用いたクラスタリング手法を提案し

た．手書き数字画像を用いた認識実験の結果，従来の

ユークリッド距離に基づくクラスタリング手法に比べ，

本手法で得られた標準パターンのほうが少数で高い認識

率を与えることが判った．また本手法の副次的な効果と

して，ぼけのない標準パターンを得ることができ，さら

に標準パターンとして学習パターンの変形の元となるパ

ターンを得ることができることを確認した．

今後の課題としては，(i)より識別を意識したクラスタ

リング法(例えばGLVQ)の利用，(ii)性質の異なる弾性

マッチングを使用することの結果への影響の観察，(iii)弾

性マッチングとクラスタリングの他の組み合わせ形態が

挙げられる．特に(iii)の一例として，弾性マッチングに

よって得られた変位ベクトルを変位空間内においてクラ

スタリングする手法の検討を考えている．

randomly deformed patterns

base={A} , K=1

centroids by coventional technique

・・・

centroids by proposed technique

・・・

A

B

base pattern

base={A,B} , K=2

base={A} , K=1 base={A,B} , K=2

Fig.10 Result of clustering patterns randomly deformed

from original pattern．
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