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本稿では，顔画像認識の研究開発を中心に，これまで行ってきた自身の研究歴を振り返りながら，部分空

間法との出会い，その面白さ，実用性について述べてみたい．さらに部分空間法から相互部分空間法へ拡張，一般化
差分部分空間への射影による特徴抽出，そしてグラスマン多様体上での部分空間表現の導入と，これまでの部分空間
法の機能強化の流れを整理する．最後に今後の展望をまとめる．
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Abstract In this report, I mention the fateful encounter with the subspace method, its fun and practicality,
through looking back on my research history with the development of various face recognition systems. Next, I
summarize the history on the extensions from the subspace method to the mutual subspace method, and further
various enhancements of their classification ability.
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1. は じ め に

く，「領域と領域を最も分離する領域境界」として定義したこ
とに依る．ちょっとしたアイデアであったが，これが非常に有

画像認識の研究を始めて４半世紀以上が経った．部分空間法

効に働き，現在でも実装が容易で便利なフィルタとして色々な

の出会いやその面白さについて述べる前に，部分空間法と出会

場面で使われているのは嬉しい．さらに同様のアイデアに基づ

うまでの私の研究歴を少し振り返ってみたい．部分空間法と出

いて，物体輪郭を「領域と領域を最も分離する領域境界」と定

会うまでは，一言で言うと試行錯誤の時期だった．大学院では

義して，ノイズに頑健な輪郭抽出法を開発した．この輪郭抽出

目に見える流体の挙動について研究していた．それが東芝に入

法は超音波心臓診断装置に心臓輪郭抽出機能の一部として使わ

社後は，対象が目に見えない情報分野に放り込まれ，両者の研

れた．

究スタイルの違いに大いに戸惑った.

今，これら一連の研究開発を振り返ると，自分なりには頑

1988 年の入社後の暫くは，配属された研究グループが独自開

張ったとは思うが，直感に基づく職人芸的な側面が多分にあっ

発していた並列画像処理装置 (Vision Processor) によるリアル

たように感じる．ただ私だけではなく，当時の画像認識の研究

タイム画像認識システムの研究開発に携わった．試作システム

全般的にそのような傾向があったように思う．こんな事を言う

の有効性をアピールするために，不規則運動する風船の重心座

と，当時の研究者・技術者は数理の重要さを認識していなかっ

標を計測するステレオ視覚システムを開発し，７軸ダイレクト

たのではと勘違いされそうだが，そうではない．当時は画像処

ドライブアームと組み合わせて風船ジャグリングロボットを構

理・認識アルゴリズムを如何に実用速度で動かすという興味や

築したことは楽しい思い出である． その後，1993 年〜1998 年

社会ニーズが大きかったのである．加えて，数理の重要さを理

には，不明瞭で微弱エッジや特徴点を高精度かつ安定に抽出す

解しつつも，今からすると想像も出来ない程の非力な画像入力

るフィルタについて研究した．これらの一連のフィルタには分

や計算機パワーに押し流されて，大量データを用いる複雑なア

離度フィルタという名前を付けたが．その理由は大津の２値化

ルゴリズムの研究開発には踏み込めなかったのである．工学で

に着想を得て，エッジを「輝度が急激に変化する位置」ではな

ある限り，有効性をシステム動作を通して示す必要があるが，
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それが非常に困難だった．高度で複雑な数学を用いたアルゴリ

タ分布を部分空間で表現することにある．メディア処理分野に

ズムでも工夫次第では容易に動作や検証させることが出来る現

おいて部分空間というと，画像セットに対して主成分分析を適

状を鑑みると，隔世の感がある．今でこそ，数理，統計が土台

用して求まる空間が思い浮かぶかも知れないが，部分空間の定

にあって初めてしっかりとした研究だとする風潮があるが，研

義自体はベクトル空間の

究者が取るアプローチはその人の研究センスや数理能力に拘わ

思われるかも知れないが，部分空間の定義を線形代数の教科書

らず，計算機パワーやデータ環境などの道具立てや研究環境に

部分

と素っ気ない．ここで今更と

から抜き出しておく．

大きく左右されるということであろうか．もちろん，このよう

［定義 3.1］（部分空間の定義） K 上のベクトル空間Ｖの空で

な時期にも，深い数理的な理論研究を進めた研究者が数多くい

ない部分集合Ｗが条件，
「x,y ∈ W, c ∈ K ならば，x+y, cx ∈

たことは付け加えておく．

W」を満たすとき，W をＶの部分空間という．
さらにベクトル空間の定義も示しておく．

2. 部分空間法との出会い

［定義 3.2］（ベクトル空間の定義） 集合Ｖに，加法，スカラー

エッジや輪郭抽出などの特徴抽出の研究が一段落した後，顔
画像認識の研究に軸足を移していった．その当時，東芝は複合
（注 1）

類似度法 [1]

を用いた文字認識の研究を精力的に進めており，

その水準は世界トップクラスにあった．それに刺激を受けて，
部分空間法ベースの顔画像認識の研究を始めた．

倍とよばれる次の２種類の演算：
加法：V の２つの要素 の組 (x, y) に対して，Ｖの要素

x + y を対応させる演算
スカラー倍：K の要素 c とＶの要素 x の組 (c,x) に対し
て，Ｖの要素 cx を対応させる演算．

部分空間法 [2], [3] は入社早々に知っていたが，その時はシン

が定義されていて，任意の x, y, z ∈ V, c,d ∈ K に対して，次

プルな方法という印象以外あまり残らなかった．顔画像認識に

の (1)〜(8) が成り立つとき，V を K 上のベクトル空間という．

取り組み始めて，初めてその有効性を実感することとなった．

またＶの要素をベクトルと呼ぶ，それに対して，K の要素をス

言うまでもなく，部分空間法は線形代数や統計学などの数学に

カラーと呼ぶ．

支えられた技術体系であり，これを契機に数理や統計の重要さ （ 1 ） (x + y) + z = x + (y + z) (結合則)
に目覚め，私は研究スタイルを変化させた．

（2） V の 要 素

0 で ，全 て の x

∈

V に対して，

x + 0 = 0 + x = x をみたすものがある．

3. 部分空間法

（ 3 ） 各 x ∈ V に対して，x + x′ = x′ + x = 0 をみたす x′ ∈

3. 1 部分空間法の識別規則

V がある．

ご存じの方も多いとは思うが，部分空間法の識別規則につい （ 4 ） x + y = y + x

（交換法則)

て簡単に説明しておきたい．部分空間法では，各クラスのパ （ 5 ） (cd)x=c(dx) （結合法則)
ターンの拡がりを部分空間として捉え，入力ベクトル x がどの （ 6 ） 1x=x
クラス部分空間に最も近いかに基づいて識別を行う．近さを測 （ 7 ） c(x + y)=cx+cy （分配法則)
る指標 S は，N 次元部分空間を張る基底ベクトルを ψ i とする （ 8 ） (c+d)x=cx+dx （分配法則)
と次式で表される．ここで基底ベクトルは学習データに対して

これを眺めると，部分空間は高次元ベクトル空間において用

主成分分析 (PCA) を適用して求めるが，この際，各データか

意された単なる箱に過ぎないことが改めて実感できる．しかし，

ら平均ベクトルを引かない点に注意が必要である．つまり同一

この数学的には単純で面白みがあまり無いように見える部分空

クラスに属する学習データから計算される自己相関行列の固有

間も，現実の物理現象に照らし合わせて考えると，色々と興味

値問題を解き，大きい方から N 個の固有値の対応する固有ベ

深い研究対象となり得る．

3. 3 確定的な部分空間

クトルを基底ベクトルとする．

以前，ある研究者と部分空間ベースの識別法について話をし

S=

N
∑
i=1

(x, ψ i )2
.
∥ x ∥ ∥ ψi ∥

ている時，部分空間には数枚の画像から物理的に決まる確定的

(1)

な部分空間と，多数のデータから統計的に決まる部分空間があ
るが，前者の方に興味があるようなニュアンスの事をおっしゃ

上式は入力ベクトル x の部分空間への射影長の自乗を表してい

ていた．このように画像認識において異なるタイプの部分空間

るが，同時に入力ベクトルと部分空間の成す角度 θ1 の余弦の

がある事は明確には意識されていない気がする．

自乗 cos2 θ1 でもある．このように部分空間法の類似度は２つ

確定的な部分空間法の例として，正面顔の照明部分空間はそ

の解釈が可能であるが，本稿では角度で類似度を測るとする．

の代表例であろう．３次元物体とカメラの相対位置が固定され,

3. 2 データ分布の部分空間表現

光源の位置のみが変化し，さらに対象物が完全拡散反射面, 凸

部分空間法の名前の由来は，識別規則から分かるように，デー

形状，影を含まないという理想的な状況を考える．顔はこの条
件をほぼ満足する３次元物体と見なせる [7]．この場合，図 1 に

（注 1）
：複合類似度は飯島先生が提案された方法であり，部分空間法において各

示すように，任意照明下の顔の見え方は異なる照明下の３枚の

基底ベクトルの重みを１にした方法である．本稿ではこれも含めて部分空間法と

顔画像の線形和で表される．これは任意照明条件における顔の

表記することにする．

見え方パターン (ベクトル) が，３次元部分空間（照明部分空間
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図 1: 照明錐と照明部分空間: 各人物において，点線の三角錐が
照明錐，太線ベクトルが照明部分空間を張る基底ベクトルを示

空間を用いることで，対象物とカメラの相対位置関係に不変な
３次元物体認識を実現できる [30], [31].

している．

4. 相互部分空間法
と呼ばれる）内に含まれることを意味する．さらに，これらの

4. 1 最小角度に基づく識別規則

見え方は，図に示すように部分空間内の照明錐 [8], [9] と呼ばれ

部分空間法はパターンの拡がりを部分空間で表すことで，単

る凸錐の内部に制限されている．上記条件はかなり厳しいが,

純類似度法 (r=1 の場合）に対してパターン変動に対する吸収

これらが完全に成立しなくても顔の見え方は４〜９次元の部分

能力を大きく向上させた．この自然な拡張として，入力側も

空間内に分布すること [6], [10] が示されている．照明部分空間

ベクトルから部分空間に置き換えて，入力部分空間 P と辞書

は与えられた顔画像セットに対してグラムシュミットの直交化

部分空間 Q のなす最小角 θ1 に基づく識別法が，相互部分空

を適用することで主成分分析を用いなくても容易に得られる．

間法 (Mutual Subspace Method(MSM)) [17] である．(図 2)．

このような照明部分空間は大量データから主成分分析 (PCA)

MSM では次式で定義される類似度 S に基づいて識別を行う．

により得られる 確率的な 部分空間に対して，最低３枚という
少ない枚数から物理的に決まる 確定的な 部分空間と言える．
ここで照明部分空間は物体表面の法線ベクトル（３次元形状情
報）を反映していることを考えると，図 1 に示すように，異な
る人物の２つの照明部分空間の幾何学的な関係を測ることは，

S=

(u · v)2
max
.
u∈P,v ∈Q ∥ u ∥2 ∥ v ∥2
∥u∥=0,∥
|
v ∥=0
|

(2)

上式は２つの部分空間の成す最小角 θ1 の余弦の自乗 cos2 θ1

顔の３次元形状の類似度を測ることに相当することが分かる．

を表している．この最小角 θ1 を求める問題は，２つの部分空間

逆に，カメラと光源の相対位置が固定され, 顔が運動する場

P と Q に含まれる任意ベクトル u ∈ P と v ∈ Q のペアの中

合でも, 各画像間で顔特徴点の正確な対応付けができれば, これ

で，最大相関係数を持つペアを探索する問題となる．実はこの

らに基づいて正規化することで，同様の照明部分空間を生成す

問題の定式化は多変量解析の正準相関分析 [16] と等価であり，

ることができる [11]. 顔向変動が微小の場合には，目鼻などの

解くべき固有値問題も同一である．ただし相互部分空間法と正

顔特徴点を基準にした２次元アフィン変換に基づく正規化を施

準相関分析のデータの扱いには大きな違いがあることには留意

すことで，線形部分空間でもパターン分布を近似することは可

されたい．相互部分空間法ではペア探索の対象ベクトルは画像

能であるが，顔向変動が大きい場合にはそれも難しくなる．ま

ベクトルそのものである．これに対して正準相関分析からはこ

た完全拡散反射，凸形状等の仮定が成立しない領域が多くなる

のような発想が出て来ることは難しい．両者の基本的な発想の

と，線形部分空間による表現はより困難になる．このような場

違いにも拘わらず，相互部分空間法を用いて画像認識を行って

合には線形部分空間の替わりに非線形部分空間で表現すること

いながら，正準相関分析を用いている如くの記述が散見される

が有効である [12]. また光源あるいは顔が静止している場合で

のは残念である．

も，システム構成が大掛かりになるが，マルチカメラやマルチ

N 次元部分空間 P と M 次元部分空間 Q の間には N (≦M )

照明を用いることで多視点画像を能動的に獲得し照明部分空間

個の正準角 [14], [15] が定義できる．相互部分空間法における最

を生成できる．

小角は N 個の内の最小正準角に対応する．第２正準角以降も

確定的な部分空間の例をもう一つ挙げよう．運動する３次元

部分空間の判別に有効な情報を持っているので，相互部分空間

物体を撮影した時系列画像に対して，因子分解法 [13] を適用す

法の識別規則は N 個から任意の複数個の正準角を用いるよう

る際，対象物の３次元形状情報を反映した形状部分空間と呼ば

に一般化できる．以降では，ＭＳＭでは複数正準角を用いた識

れる部分空間が副産物として得られる [13], [30]．形状部分空間

別規則を考える．

は特徴点数分の次元を持つ高次元ベクトル空間内の３次元部分
空間となり，対象物とカメラの相対位置関係に依らずに同一と
なる．この点で形状部分空間も

確定的な

5. 部分空間の差分

部分空間と呼んだ

２つのベクトルを比較する際，両者の差分ベクトルには有効

方が自然であろう．動画像列や距離画像から得られる形状部分

な情報が含まれることは納得頂けると思う．差分ベクトルの自
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図 3: 差分部分空間の概念図: (a) 差分ベクトル, (b) 差分部分
空間.

Difference subspace
subspace

図 4: 差分部分空間の定義：２つの部分空間の和空間 S2 の主
成分部分空間 M2 と差分部分空間 D2 への直和分解を示して
いる.

然な拡張として，２つの部分空間に対しても同様の特性を持つ
差分部分空間 (Diﬀerence subspace (DS)) が定義できる [12]．
さらに３つ以上の部分空間に対しても差分成分を含む空間が
定義でき，これを一般化差分部分空間 (Generalized diﬀerence

Sum space

subspace (GDS)) [12] と呼ぶ．後で述べるように，これらの差
分を表す部分空間は部分空間ベースの識別法において有効な特

Illumination subspace

Illumination subspace

徴抽出となる．

5. 1 差分部分空間の定義
差分部分空間は幾何学的な定義と解析的な定義の両方が可能
である．前者では２つの部分空間の成す各正準角 θ を張る２

Principal component subspace

つの正準ベクトル u と v の差分ベクトル d̄ を用いて定義され

図 5: 差分部分空間の例：照明部分空間 P と Q の 主成分部分

る [12]．後者では各部分空間への正射影を表す射影行列を用い

空間 M2 と差分部分空間 D2 を示している．

て解析的に定義されれる．ここでは後者の定義を説明する．

Difference subspace

Principal component subspace
Mc
P3

図 4 に示すように，２つの N 次元の部分空間 P と Q の和

P2

空間 S2 は両者の共通的な成分を含む N 次元の主成分部分空

Pc-1

P1

間 M2 と N 次元の差分部分空間 D2 に直和分解できる．後者

Pc

は全体から共通的な成分を差し引いた成分，つまり差分成分の
Dc
Mc
Generalized difference subspace Dc

みを含む部分空間となっている．部分空間 P と Q への正射影
を表す射影行列をそれぞれ P と Q とすると，両者の差分部分
空間 D2 は以下のように定義される [12]．
［定義 5.1］（差部分部分空間の定義） D2 は，行列 P + Q の

図 6: 一般化差分部分空間 (GDS) の概念図: c 個の部分空間に
対する GDSDc を示している.

N × 2 個の固有ベクトルの内で，1.0 より小さい固有値に対応
する N 本の固有ベクトルで張られる．
図 5 は２つの３次元形状（半径の異なる２つの半球）に対応

［定義 5.2］（一般化差部分部分空間の定義） Dc は，行列 G =

∑C

k=1

Pk の 小 さ い 方 か ら Nd 個 の 固 有 ベ ク ト ル, xi (i =

する照明部分空間 P と Q の差分部分空間の基底ベクトルを示

1, . . . , Nd ) により張られる．ここで，Pk は各クラス部分空

している．この例からも，差分部分空間が２つの部分空間の差

間への正射影を表す射影行列である．

異を表した空間であることが見て取れる．

5. 3 一般化差分部分空間の非線形化

差分部分空間は線形代数に基づいた数学定義なので，色々な

多視点画像セットを線形部分空間で正確に近似することは難

応用が期待できると考えられる．例えば，２つの部分空間を近

しく，非線形部分空間を用いて表現することになる．このよう

付ける極限では，差分部分空間は部分空間の 微分 的な操作に

な非線形部分空間に対しても，差分部分空間や一般化差分部

対応する．この対応関係とグラスマン多様体を組み合わせるこ

分空間を生成できる．図 7-(a)-(c) に示すような３種類のビー

とで何か面白い数理体系が作れないか興味あるところである．

ナス３次元像（アクセサリの有無）の多視点画像セットから生

5. 2 一般化差分部分空間の定義

成した３つの非線形部分空間を考える．図 7-(d) は，この３つ

２つの部分空間に対する差分部分空間を３つ以上の部分空

の非線形部分空間に対する非線形一般化差分部分空間 (Kernel

間に対して拡張した概念が，一般化差分部分空間 (Generalized

generalized diﬀerence subspace (KGDS)) への射影結果を示し

diﬀerence subspace(GDS)) である [12]．図 6 に示すように，一

ている．３種類のビーナス像の微妙な形状差異（イヤリングと

般化差分部分空間 Dc は，先に述べた差分部分空間の解析的な

ネックレス）を的確に捉えていることが分かる．

定義を複数の部分空間セットに対して適用して定義される．
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認識などに有効な方法である [12], [20]．また混合類似度法 [4]
に着想を得て，相互部分空間法から得られる類似度に差分部分
(a) ビーナス像 1(ネックレスとイヤリング有)

空間の比較により得られる類似度を加味した混合相互部分空間
法 (Compound Mutual Subspace Method(CPMSM)) を提案
した [26], [27]．

(b) ビーナス像 2(イヤリング有)

GDS 射影による特徴抽出は，クラス部分空間の直交化とほぼ
同じ効果を持つ．２つのクラス部分空間が直交関係にあるとい
うことは，一方のクラス部分空間に含まれる特徴は，他のカテゴ
リ空間には含まれないということを意味する．このような直交

(c) ビーナス像 3(無し)

化をより積極的に実現する方法として，各クラス分布の自己相
関行列の総和を用いた白色化が挙げられる．この方法は有効な
特徴抽出法として提案され，これを前処理として組み込んだ部
分空間法は直交部分空間法 [5] と呼ばれている．この拡張とし
て，全てのクラス部分空間の射影行列の総和を白色化すること
で，クラス部分空間同士を直交化できる．この直交化を相互部
分空間法へ組み込んだ，Whitened Mutual Subspace Method
(d) 上段から，入力画像, 非線形一般化差部分部分空間への射影, 差分成分
の強調画像

(WMSM) [25] が提案されている．WMSM は顔画像認識にお
いて，相互部分空間法の識別性能を更に向上させることが示さ

図 7: 非線形一般化差分部分空間への射影 (KGDS projection)

れている [25]．
多視点画像セットなどの非線形分布に対応するために，部

SM

分空間法と相互部分空間法は，それぞれ非線形部分空間法
KSM
KMSM

MSM

と KOMSM [24] に非線形化されている．

Generalizedb

KMSM

MSM
+bdifferenceb
bbbsubspace

CPMSM

+bbConstraint

(KSM) [21], [22] と核非線形相互部分空間法 (KMSM) [19] に拡
張された．CMSM と OMSM についても同様に KCMSM [12]

Orthogonalized
bb(whintening)

先に述べたように物体の見え方は，厳密には照明部分空間に
含まれる錐照明空間の内部に限定される．これに着目してデー
タ分布を凸錐で表現した錐制約部分空間法 (Cone-restricted

+Multi
bbbconstraint

CMSM

subspace method) [28], [29] が提案されている．部分空間表現

bbOMSM
(WMSM)

に比べて，錐制約を付加することで識別性能が向上することが

MCMSM

示されている．
KOMSM

KCMSM

Nonlinearbextension

onbGrassmanbmanifold

OnbGrassmanb
manifold

GCMSM

KGCMSM

onbGrassmanbmanifold

GOMSM

KGOMSM

図 8: 部分空間法の機能拡張

さらに複数の部分空間の集合はグラスマン多様体上の点
群として扱うことが可能である．GDS 射影とグラスマン判
別分析との組み合わせ [32] や部分空間の集合を
ン多様体上の一つの部分空間

グラスマ

で表現する方法 (Grassman

MSM/CMSM/OMSM) の研究を進めている [33]．このように
部分空間法はグラスマン多様体の概念と結びついて，依然とし
て面白い進展を続けているのである．

6. 部分空間法から相互部分空間法，機能拡張へ

7. 相互部分空間法ベースの顔画像認識

図 8 は部分空間 (SM) から相互部分空間法 (MSM)，さらに

最後に相互部分空間法 (MSM) に基づく一連の顔画像認識の

相互部分空間法の機能拡張の流れを示している．MSM は最小

開発を少し振り返ってみる．1994 年に顔画像認識の研究に着

正準角度を用いた相互部分空間法 [17]， Generalized MSM は

手し，1999 年に，MSM を用いた顔によるセキュリティソフト

複数の正準角を用いた相互部分空間法，KSM はカーネル関数

(SmartFace) を開発し，東芝製超小型ノート PC（Libretto）に

を用いた SM の非線形拡張，KMSM は Generalized MSM の

搭載した．さらに MSM の識別性能を向上させた制約相互部分

非線形拡張である．

空間法 (CMSM) を開発し，2001 年に CMSM は入室管理シス

相互部分空間法の機能強化は，既に説明した各クラス部分

テム (東芝 FacePass1 ) にその照合エンジンとして組み込まれ

空間の差異を表す一般化差分部分空間 (GDS) への射影（GDS

た．近年は，動画像列から得られる顔面微小特徴点 (シミ，ホ

射影と呼ぶ）により実現できる．GDS 射影を前処理として

クロ) の動き情報から形状部分空間を求め，これを用いて視点

組み込んだ相互部分空間法は制約相互部分空間 (Constrained

や頭部の動きに対して不変な個人識別システム [30], [31] の研究

Mutual Subspace Method(CMSM)) と呼ばれ，顔認識，物体

を進めている.
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8. 今後の展望
[12]

本稿ではこれまでの研究を振り返りながら，部分空間法との
出会い，その面白さや実用性について述べた．部分空間表現と
その幾何に基づく部分空間法の汎用性と実用性は理解してもら

[13]

えたと期待する．しかしながら，逆にこのシンプルさが故に，
ほぼ研究し尽くされた方法と感じられる方も多いのではないだ
ろうか．私はそうは思わない．部分空間は数理問題の様々な階

[14]

層に現れる概念であり，どのような情報源に対して推定するか
でその特性が違ってくる．本稿で述べたように物理現象から必

[15]

然的に確定される部分空間もあれば，統計的に推定される部分

[16]

空間もある．また部分空間内にデータが均一に存在するとは考
えられず，精密な議論のためには凸錐制約が必要となる．
最近注目を集めている深層学習との関係も気になるところで

[17]
[18]

ある．深層学習の有効性の源の一つに，非線形主成分分析に相
当する処理モジュールが有効に働いている点にあるように思え

[19]

る．そう考えると，深層学習は非線形主成分分析の繰り返しと
いう見方が出来，これまでの部分空間法の研究において得られ
ている様々な知見やノウハウが，深層学習の原理解明および性

[20]

能強化に貢献できる場面が出てくるかも知れない．
[21]

謝辞 本稿で述べた研究の一部は科研費基盤 (B)(16H02842)，

[22]

挑戦的萌芽研究 (16K12453) の助成を受けたものである．
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