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あらまし

本稿では，視覚情報保護を考慮した機械学習のための，ランダムサンプリング次元削減法を提案する．近

年，クラウドサービスを利用し，プロバイダーの提供する計算資源を利用する計算形態が急速に普及している．しか
し，プロバイダーの信頼性欠如や事故によって，データの不正利用，流出，プライバシー侵害などの問題が危惧され
ている．また，画像データを機械学習に適用する場合には，そのデータ数の膨大さから，次元削減を行うことが一般
的である．本稿では，そのような背景から，プライバシー保護と次元削減を同時に考慮した機械学習法を提案する．
提案法では，画像をブロックに分割し，そのブロックをランダムにサンプリングすることで次元削減を行う．これに
より，画像の視覚情報保護と，相対的な空間情報の保持が可能となる．また，提案法は実質的な鍵の管理を不要とす
るといった特徴を持つ．最後に，機械学習の一例としてサポートベクターマシンでの顔認証実験を行い，従来法と同
程度の精度を維持できることが確認された．
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Abstract In this paper, we propose a dimensionality reduction method with random sampling for privacy-preserving machine learning. Recently, cloud computing is spreading in many fields. However, the cloud computing
has some serious issues for end users, such as unauthorized use and leak of data, and privacy compromise, due to
unreliability of providers and some accidents. In addition, due to a huge amount of data, a dimensionality reduction technique is generally carried out in the case of applying image data to machine learning. Because of such a
situation, we consider a machine learning scheme considering both privacy-preserving and dimensionality reduction.
In this paper, we propose a novel dimensionality reduction technique that is carried out by dividing an image into
blocks and sampling the blocks randomly. The proposed scheme allows us to preserve visual information of images
and maintain the relative spatial relation between images. In addition, the proposed scheme has a feature that any
secret-key management is not required. Some face recognition experiments are carried out by using a support vector
machine algorithm as an example of machine learning algorithms to demonstrate the eﬀectiveness of the proposed
method.
Key words dimensionality reduction, machine learning, SVM, privacy-preserving

1. ま え が き
近年，様々な分野において，機械学習の利用が普及してきて
いる．しかし，機械学習の利用には膨大なデータを必要とし，

計算コストが高いといった課題が存在する．そのため，プロバ
イダーの計算資源を利用するクラウドコンピューティングや
エッジコンピューティングが用いられることが多い．しかしク
ラウドコンピューティングの利用は，プロバイダーの信頼性を
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前提にしており，その信頼性の欠如や事故によって，データの
不正利用や流失，プライバシーの侵害といった問題の発生が危
惧されている [1]．今後のクラウドコンピューティングの普及
にとって，データの不正利用や流出，エンドユーザーのプライ
バシーの問題をいかに解決するかが重要な課題となっている．
これらの問題を解決するために，データを直接公開すること
なく，暗号化したデータを第三者に渡し計算を依頼する方法が
盛んに研究されている．その一つに秘密計算がある [2–14]．秘
密計算は，一般にマルチパーティプロトコルや準同型暗号に基
づき実行される．しかし，暗号化に伴う計算コストの増大が大
図 1: ダウンサンプリング法

きいことに加えて，厳密な鍵の管理が必要であり，適用できる
応用が限定される．また，秘密計算とは独立に，ユーザーのプ
ライバシーやデータの秘匿性を考慮した知覚暗号化が研究され
ている [15–21]．それらの応用として，知覚暗号化を用いた機
械学習法が検討されている．さらにこれらの方法を用いると，
ある条件の下で，暗号化が機械学習の精度に影響を与えないこ
とが示されている [22–25]．これらは広く普及した多くのアプ
リケーションソフトウェアを直接利用可能であり，暗号化によ
る計算コストの増加もほぼない．ただし，このような方法では，

(a)

原画像
(192 × 160)

(b)

ダウンサンプリング法
ランダム射影
(c)
(24 × 20)
(24 × 20)

図 2: 原画像とその次元削減例

画像の空間情報を保持することは困難であり，物体検出のよう
な画素の相対的な位置情報を利用する機械学習には応用ができ
ない，また鍵の管理が必要であるといった問題点が解決されて

特徴を抽出し次元削減を行う方法である．全てのブロックにお

いない．

いて同じように平均値を計算することで，次元が 1/(Bx × By )

また，画像を用いた機械学習では，データ数の膨大さから入

に削減された画像を得ることができる．

力する特徴ベクトルに対して次元削減を施すことが一般的に行

この方法を用いると，次元を削減する過程でブロック同士の

われる [26]．代表的な次元削減法としては，ダウンサンプリン

位置関係は変わらないため，画像の相対的な空間情報を保持し

グ法 [27]，ランダム射影 [28]，主成分分析 [29] などがあげら

たまま次元削減することができる．しかし，視覚的な情報は保

れる．このような従来の次元削減法では，データに含まれるプ

護することができない (図 2(b) 参照)．

ライバシーの保護や空間情報を保持することは考慮されてこな

2. 2. 2 ランダム射影

かった．

ランダム射影 [28] は，高次元の特徴ベクトルを低次元の空間

以上の問題を解決するために，本稿では，視覚情報保護と次

に写像することで次元削減を行う方法である．元の d 次元の特

元削減を同時に考慮した機械学習法を提案する．これまで機械

徴ベクトル X, Y ∈ Rd は以下の式で dr 次元の空間 (dr ≦ d)

学習においてプライバシーの保護と次元削減は独立に扱われて

に射影される．

きた．提案法は，画像をブロックに分割し，ブロック単位でラ

X RP = RX

ンダムにサンプリングすることで，画像の視覚情報保護と空間
情報の保持を同時に可能とする次元削減法である．また，次元
削減後の画像からは原画像を復元することは困難であり，鍵の
管理が不要であるといった利点もある．実験では，機械学習法
の一例としてサポートベクターマシンを用いた顔認証実験を行
い，従来法と比較して提案法は同程度またはそれ以上の精度が
得られることを確認した．

2. 準

備

2. 1 機械学習における次元削減
機械学習では，入力された特徴ベクトルをより高速，正確に
分類するために，次元削減が行われる．本稿では，2 つの次元

(1)

ここで，X RP は X の射影後の特徴ベクトルであり，R は dr ×d
のランダム行列である．このとき R として N (0, 1) の正規分
布の乱数を用いることで，高い確率で射影前の特徴ベクトル間
のユークリッド距離を保存することが知られている．さらに，

∥X∥ ≦ 1 および ∥Y ∥ ≦ 1 を満たすとき，X と Y の間の内積
を保存することも示されている．
この方法は，視覚情報を保護することができるが空間情報は
保持することができない (図 2(c) 参照)．

3. 提 案 法
上で述べた従来の次元削減法の問題点を解決するために，本

削減法を例にして，議論を展開する．

稿ではプライバシー保護と空間情報の保持を同時に考慮した次

2. 2 次元削減法

元削減法を提案する．

2. 2. 1 ダウンサンプリング法

3. 1 プライバシー保護を考慮した認証システム

ダウンサンプリング法 [27] は，図 1 に示すように画像を重複

従来，プライバシー保護を考慮した認証システムでは，図 3

のないブロックに分割し，ブロックの平均値を計算することで，

のようなシステムが想定されていた. Client i, i = 1, ..., N は，
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Bx × By = 1 × 1 とすると，ピクセル単位で次元を削減するこ
とに相当する．次に，分割したブロックの中から，鍵によって
生成された乱数を用いて図 4 のようにランダムにブロックを選
択する．例えば，
次元削減率 =

削減後の次元数
× 100
元の次元数

(2)

が Dr [%] の場合，選択するブロックの数 n は，

n=

X ×Y
Dr
×
Bx × By
100

(3)

で与えられ，n 個のブロックをランダムに選択することによっ
図 3: 認証システム

て，次元削減が実行される．元画像の空間情報を保持するため
に，ブロックの位置の入れ替えは行わない．
図 5 に，ブロックサイズ Bx = By = 1，次元削減率がそれぞ
れ Dr = 5, 10[%] のときの次元削減の例を示す．画像の視覚情
報はブロックサイズと次元削減率で制御できることがわかる．
機械学習では選択されたブロックの情報を特徴ベクトルとして
用いて学習・テストを行う．

3. 3 提案法の特徴
提案法の特徴をまとめると，以下のようになる．
図 4: ブロックのランダムサンプリング

(a) 画像の視覚情報を保護できる
(b) 画素の相対的な位置情報を保持できる
(c) 鍵の管理が不要である
(d) 機械学習の高い精度を維持できる
従来法と比較すると，ダウンサンプリング法より (a) の点
で，ランダム射影より (b) の点で提案法は従来法よりも優れて
いる．位置情報を保持できることで，物体検出など画像の位置
情報を使用する機械学習への応用も期待される．また提案法を
用いた場合，クラウドプロバイダーや第三者に鍵が渡ったとし

図 5: ランダムサンプリング例

ても，次元削減後の画像からは原画像を復元することは困難で
あり，実質的には鍵の管理が不要となる．さらに後述するよう

顔画像などのトレーニングデータ gi,j , j = 1, ..., M を準備し，

に，提案法は従来法と比較して，機械学習において同等または

鍵 Bi を用いて M 個の暗号化されたテンプレート (保護テンプ

それ以上の精度を得ることができる．

レート)Ii,j を作成する．次にそれらを Cloud Server に送信す

4. 実

る．Cloud Server は，それらに次元削減を施し，データベー
スに保管すると同時に，機械学習での認証に必要なモデルを
保護テンプレートを用いて実行する．認証時には，Client i は

験

提案法の有効性を顔認証実験によって評価する．

4. 1 実 験 準 備

クエリから鍵 Bi を用いて保護テンプレートを作成し，Cloud

本実験では，代表的な顔画像データベースである Extended

Server へ送信する．Cloud Server は受信した保護テンプレー

Yale Database B [30] を用いた．38 人の顔画像が 64 枚ずつ，

トに次元削減を施し，構築した機械学習モデルを用いて認証を

計 2432 枚で構成され，すべて 192 × 160 のサイズに統一され

行い，認証結果を Client i に返す．このような認証システムに

ている．各被験者に対する 64 枚の画像を，トレーニング 32 枚

おいては，画像の視覚情報と鍵はクラウドには与えない．提案

とクエリ 32 枚に分けて実験を行った．実験では，機械学習の一

法では，以上のシステムにおいて暗号化と次元削減をクライア

例として，サポートベクターマシン (SVM) を用い，RBF カー

ント側で同時に行う．

ネルを使用した．RBF カーネルでは，ハイパーパラメータ γ

3. 2 ランダムサンプリング次元削減法

を 81 とした．

本稿では，画像の次元削減法としてランダムサンプリング次
元削減法を提案する．この方法では，画像をブロックに分割し，
その中からブロックをランダムにサンプリングすることで次元
削減を行う．
提案法の具体的な手順を以下で説明する．まず，X × Y ピ
クセルの画像を Bx × By のブロックに分割する．このとき，

また，提案法で使用するブロックサイズは Bx = By = 1, 2, 4, 8
であり，次元削減率は 1.6, 5, 10, 15, 20[%] の 5 種類を用いた．
比較手法としては，従来の次元削減法であるダウンサンプリン
グ法とランダム射影を用い，どちらも次元を 1/64(=1.6[ %]) に
削減した．図 6 に，原画像とそれぞれの次元削減法によって次
元削減された画像を示す．ランダムサンプリング法に使用する
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表 1: 従来法との EER の比較 (Dr = 1.6[%])
ダウン
サンプリング法

ランダム射影

0.0443

0.0359

提案法 (Bx = By )

1

2

4

8

0.0358 0.0605 0.1012 0.1304

鍵 Bi は B1 = B2 = ... = Bi である．ただし，鍵の管理は実質
的に不要である．それぞれの条件において，鍵を変えて 10 回
ずつ実験を行った．
(a) Dr =1.6[%]

(a) 原画像 (192 × 160)

(b) ダウンサンプリング法

(c) ランダム射影

(d) 提案法

(b) Dr =5[%]

図 6: 実験画像とその次元削減例 (Dr = 1.6[%])

4. 2 実 験 結 果
SVM による顔認識では，DB の各登録者に対して 1 つの分
類器が作成される．分類器は，各クエリテンプレートに対する
予測ラベルおよび分類スコアを出力する．分類スコアは，クエ
リから分類境界までの距離である．クエリテンプレートの正の
ラベルに対する分類スコア Sq と閾値 τ との間の関係は以下の
ように与えられる．
(c) Dr =10[%]

if Sq ≦ τ then accept; else reject.

(4)

実験での評価尺度には，本人棄却率 (False Reject Rate：FRR)
と他人受理率 (False Accept Rate：FAR)，それらが等しくな
る点である等価エラー率 (Equal Error Rate：EER) を用いた．
提案法を用いて実験を行ったときの EER を図 7 に示す．こ
れより，ブロックサイズ Bx = By が小さいほど，また次元削
減率 Dr が大きいほど EER が向上する．
ダウンサンプリング法，ランダム射影，提案法の EER を次
元削減率 1.6[%] で比較したものを表 1 に示す．ここで，ラン
ダム射影と提案法の結果は 10 回実験を行ったときの EER の

(d) Dr =20[%]

平均値である．表 1 より，提案法は Bx = By = 1 のとき従来

図 7: 提案法の EER

法よりも EER が向上していることがわかる．従って，提案法
は画像の視覚情報保護と空間情報の保持が可能となるだけでな
く，従来法と同程度以上の精度を維持できることが確認された．

5. ま と め
本稿では，視覚情報保護を考慮した機械学習のためのランダ
ムサンプリング次元削減法を提案した．提案法では，視覚情報
を保護し，かつ空間情報を保持した特徴ベクトルの生成を可能
とした．実験では，提案法は，画素単位のランダムサンプリン

グを用いることで，上記の特徴に加え，従来のランダム射影や
ダウンサンプリング法といった次元削減法と比較して，機械学
習の精度を低下させないことが確認された．今後は，画像の空
間情報を使用する機械学習への応用を検討している．
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