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巻頭言

情報論的学習理論ワークショップ（略称 IBIS; Information-Based Induction
Sciences）は、情報理論、統計学、統計物理学、計算機科学など、広い意味
で機械学習に関係する分野の学際理論フォーラムを作ることを目指し、1998
年に産声をあげました。それ以来、参加者の方々の質の高い発表に支えられ、
今年で 12回目を迎えます。
第 1回開催以来 10年以上が経過しますが、その間社会の様相は大きく変

わりました。インターネットを介した情報のやりとりが完全に社会基盤の一
部となり、大量のデータから有用な情報を引き出す技術としてのデータマイ
ニング、そしてその基礎を与える機械学習は、かつて半導体工学と量子力学
がそうだったように、今や社会的に最も注目を浴びる学問分野になりつつあ
ります。
第 12回を迎える今年の IBISでは、これまでの IBISの伝統と、IBISをめ

ぐる社会的・国際的な環境の変化に鑑み、次のようなフォーラムを提供する
ことを目標にしました。

• ワールドクラスの質を備えた研究を生み出しうるという意味で国際的
なフォーラムであること

• 同時に、研究者の出身分野や知識背景、所属組織にかかわらず、新し
い萌芽的研究を迎え、生み出しうる開かれたフォーラムであること

• 理論的研究と社会的応用とをうまくバランスさせることで、機械学習
に対する社会的期待に応えられるフォーラムであること

これらの目標に少しでも近づくため、IBIS 2009ではいくつかの新しい試みを
行いました。第 1に、「テクニカルトラック」と「ディスカッショントラック」
という 2トラック制で一般発表を募集したことです。第 2に、4-8ページの投
稿論文を集めた通常の予稿集に加えて、2ページのプレゼンテーション資料
をまとめた概要集も公開することにしたことです。IBISが開かれたフォーラ
ムとなるためには研究発表の内容を広く公開することが極めて重要ですが、
これらはその用途に十分役に立つものと思います。
一般発表に加えて、IBIS 2009では、次の 7つの企画セッションを開催し

ます。
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• 金融リスクと統計的学習

• 音声・音響処理と機械学習

• 化学構造とその数理

• 疎なネットワーク上のダイナミクス

• ランキング学習の最前線

• パターン認識の新潮流

• 広がる機械学習応用のフロンティア

金融、音声、化学、画像、制御、など、これらセッションに含まれる応用分
野の広がりは、先に述べたような機械学習の高い社会的需要を明瞭に表すも
のになっていると思います。また、コピュラ、極値統計、pre-image、経路積
分、パタン符号化、など、これらのセッションに含まれる概念の多彩さは、
機械学習研究の最近の急速な発展を象徴するものとなっていると思います。
機械学習という、おそらくすべての学問分野で最もホットな分野におい

て、IBIS2009という学際理論フォーラムが、研究上の新たな出会いと創造の
一助になることを、実行委員一同期待しています。

2009年 10月 19日
IBIS 2009 実行委員会
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Preface

The IBIS Workshop is well established as a top-ranked research conference
in machine learning in Japan. Since 1998 the IBIS Workshop has been a
leading interdisciplinary forum where researchers and practitioners in various
machine-learning-related disciplines can collaborate, including information
theory, statistical science, statistical physics, computer science, data mining,
and services sciences.

In the last decade of IBIS Workshops, we have seen drastic changes in
many aspects of society: Massive information exchange through the Inter-
net has become an essential part of the social infrastructure, and machine
learning is receiving increasing attention from everyone as a basic and es-
sential tool to extract useful knowledge from an enormous amount of data
of the Internet age, just as quantum physics is the basis of semiconductor
engineering.

The IBIS Workshop this year aims at being:

• International in promoting world-class research presentations from the
Japanese community

• Open in encouraging new research attempts from new contributors and
research domains

• Sound in supporting innovative research that matters in society while
balancing theoretical and practical research work

Besides the technical program that covers all aspects of machine learning
and related research, the IBIS Workshop this year features seven organized
sessions, where top-notch researchers talk about the latest trends and activ-
ities in various research domains such as financial risk management, speech
and audio processing, bioinformatics, network theories, machine learning of
ranking, pattern recognition, and real-world applications in computer vision
and plant monitoring.

To encourage discussions about ongoing studies also under submission
to other conferences and journals, this year’s IBIS Workshop accepted high-
quality technical presentations on two tracks. The Technical Track accepted
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4-8 page technical papers through a review process by the Program Com-
mittee, while submissions to the Discussion Track needed only an abstract
in the form of presentation slides up to 2 pages. The accepted papers in the
Technical Track are electronically published on the IBIS Web site as IBIS
2009 Technical Reports.

We hope the IBIS Workshop this year inspires your research by providing
a high-quality technical program and well organized sessions with top-notch
researchers, while also serving as an opportunity for networking between
researchers from different areas.

Oct. 19, 2009
IBIS 2009 Organizing Committee
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中島伸一†

Shinichi Nakajima

Abstract: This report reviews the features of the IBIS 2009 technical program, including
statistics about IBIS 2009 submissions.
Keywords: IBIS 2009, Poster Session, Organized Session

1 2トラック制
情報論的学習理論ワークショップ（Information-Based

Induction Sciences; IBIS, 図 1）は、機械学習を中心と
した学術会合としてはおそらく日本で最も水準が高く、

規模も大きい会合のひとつだと考えられている。第 1回
の IBISが開かれたのは 1998年、インターネットが社会
に浸透する以前の頃のことである。その時点において、

学習理論の学問的広がりと、現実社会へもたらすであろ

うインパクトを確信していた先人が存在していたという

事実は、ほとんど驚くべきことと言えよう。

それから 10年あまり、機械学習に関する研究分野は、
統計学、アルゴリズム論、統計物理、など関連諸分野を

次々に取り込み、急速にそのフロンティアを広げた。同

時に、研究分野を取り巻く状況も劇的な変化を遂げた。

第 1 には、言うまでもなく、機械学習が社会基盤整備
に必須の技術として、社会的に大変強い需要を持つに

至ったことである。このことは、Googleの検索エンジ
ン、あるいはAmazonの推薦システムなど、いわば、機
械学習の技術自体が市場を創出している例からも明ら

かである。そして第 2 に、そのような社会的注目度の
上昇につれて、研究分野における国際競争が激化したこ

とである。機械学習に関する主要な国際会議、たとえば

ICML 1やNIPS 2はいまや大変な激戦であり、個々人で

の努力で論文を採択させるのは簡単ではない。同時に、

そのような国際会議、国際ジャーナルでの発表の数が、

国内アカデミアでの主要な評価基準となる傾向がますま

す強まった。

∗IBIS 2009 プログラム委員長, IBM東京基礎研究所, e-mail goo-
didea@jp.ibm.com,
IBIS 2009 Program Committee Chair, IBM Research – Tokyo,

†IBIS 2009 プログラム副委員長, ニコン コアテクノロジーセン
ター 研究開発本部 光技術研究所, e-mail nakajima.s@nikon.co.jp,
IBIS 2009 Program Committee Vice-Chair, Nikon

1International Conference on Machine Learning
2Neural Information Processing Systems

図 1: IBIS（Information-Based Induction Sciences）ロ
ゴ。

これまで IBISワークショップは、発表論文の水準の
維持に大きな努力を払ってきたように見える。たとえば

ここ数年に限ってみると、2004年からの 4年間は、予稿
集に ISBN番号を取得し、比較的厳格な査読体制の下、
オリジナルな研究成果の発表の場となることを志してき

た。創立当初から続くこのような努力により、IBISは
機械学習関連分野の国内の代表的な会議として、高いブ

ランドイメージを確立してきた。しかし上記の通り、研

究の評価基準が国際会議・国際ジャーナルでの発表に傾

いているのであれば、研究のゴールはそれらの媒体での

発表に置かれるべきで、必然的に、IBISワークショップ
の位置づけも、それをアシストするようなものになるべ

きだ、という論理も成立しうる。

実際、IBIS 2008で追求されたのはその方向性であっ
た。IBIS 2008では、IBISワークショップを国際的な成
果発表のための予備的会合と位置づけ、採択確率の高い

隙のない論文の生産に直結するディスカッションフォー

ラムという性格を持たせた。具体的には、予稿集と査読

を廃止して、具体的研究内容の無差別的な公開を避けつ

つ、進行中の研究や萌芽的な研究についての議論を行え

る場を提供した。予稿集の廃止にはまた、国際会議投稿
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時に 2重投稿のトラブルが起こる可能性を原理的になく
すという意味もあった。2重投稿を論理的に厳密に解す
れば、言語の相違は理由にならないからである。ある意

味で IBIS 2008は、多くの国内学会・研究会に多かれ少
なかれ存在した雰囲気 — 主要国際学会とは異なるカテ

ゴリに属する「身内的会合」であるという自己規定 —
の矛盾を鋭く突いたものと言えた。

我々は IBISワークショップが、これまでと同様に最
高の研究者の集う最高の会合であり続けることを願う。

IBIS 2009では、プログラム委員一同で、発表品質の維
持、新規参入の促進、他発表媒体との干渉の解消、過去

の IBISとの連続性の維持、など、あらゆる角度から運
営方針を検討した。その結果、次の 2トラック制とする
ことで意見の一致を見た。

• ディスカッショントラック

• テクニカルトラック

ディスカッショントラックでは、IBIS 2008と同様に予
稿は提出せず、アブストラクトによる簡易査読を行い、

採択された発表は当日ポスター発表を行う。テクニカル

トラックでは、例年通りの形式で 4-8ページの予稿を提
出し、奨励賞応募論文に対してはプログラム委員 2名に
よる査読を行う。

この 2トラック方式を採用した背景には、IBISワー
クショップに関する上記二つの方向性（査読論文の発表

舞台か、進行中の研究に関する議論の場か）が十分両立

可能であるという我々の理解がある。新規参入促進と、

IBISのブランド価値の維持、それに自らの研究成果の宣
伝のためには、質の高い和文論文を出版公開することは

有用であるに違いない。一方、各人のタイミングによっ

ては、他媒体での発表との干渉を避けることを優先した

い場合もあろう。あるいは、書きつつある論文の完成度

を高めるために同志を募りたい場合や、萌芽的アイディ

アについてコミュニティの意見を聞きたいという場合も

あろう。これらの要望を広く受け入れることは、学際理

論フォーラムとしての IBISの性格にも合致しているこ
とと思う。細かい点にはまだまだ改良の余地があるにせ

よ、今回採用した 2トラック制は、IBISワークショップ
の誇るべき伝統と、先に述べた時代的要請との両立をあ

る程度可能にする解になっていることを期待している。

この点について、ワークショップ後に流布される予定の

アンケートにおいて忌憚なき意見をお願いしたい。

2 過去最大規模のポスターセッション

2.1 ポスタープレビュー集の提供

さて、上記のように 2トラック制で募集された一般発
表については、IBIS 2009ではトラックに関わりなくす
べてポスターセッションとした。各発表はポスターセッ

ションの前に、2ページのプレビュースライドを用いて聴
衆に概要を説明し、その後の 3時間のポスターセッショ
ンに臨む。このプレビュースライドは、両トラックとも

IBIS 2009 ポスタープレビュー集（仮称）として公開さ
れる。これにより、予稿を提出しないディスカッション

トラックであってもある程度のポインターを聴衆に提供

できるようになった。プレビュー集はまた、例えば学生

や分野外の研究者が、IBISすなわち日本の機械学習研
究の中心において、どのような研究がなされているかの

動向をすばやくつかむためにも有用なはずである。

2.2 一般発表の投稿状況

一般発表の投稿状況について以下見てゆこう。申し込

み締め切り時における受付システム上の発表申し込み数

は 107 件である。これには、下書きのみで提出されな
かったもの、重複申し込みがなされたものも含まれてい

る。この中から、最終的にポスター発表として採択され

たものは 72件であった。この数は昨年の 58件を大きく
上回り、少なくとも著者の手元のデータを見る限り、過

去最高の発表数であるように思われる。

この 72件の内訳を図 2に示す。全体の 6割の発表が予
稿を提出するテクニカルトラックを選択し、残りがディ

スカッショントラックである。ディスカッショントラッ

クでは、本来奨励賞の対象になるような若手の発表と、

それ以外の研究者の発表がほぼ半々程度の印象である。

すなわち、間口を広げるという観点でも、また、他媒体

への投稿との干渉を避けるという観点でも、この種の予

稿なし方式の発表には需要があるようである。この方式

を初めて導入した IBIS 2008は、いわばこの潜在需要の
堀り起しを行ったということができる。

一方、テクニカルトラックへ投稿された 45件のうち、
「プログラム委員特別奨励賞」に応募したものは 33件で
あった。これはおよそ 3/4弱と大半を占める。もともと
IBISでは大学院生など若手による発表も多く、この割
合だけから一概に結論はできないものの、Webサイト
の閲覧回数などから考えても、奨励賞の存在がテクニカ

ルトラックへの投稿数増加に正の効果をもたらしたと言

えそうである。奨励賞をはじめたのは IBIS 2008である
が、この意味でも IBIS 2008での試行には意味があった
と言うべきであろう。
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2.3 表彰制度

表彰制度にはさまざまな副作用があり、当初プログラ

ム委員会内でも強い懸念が表明された。しかし最終的

には、制度設計を慎重に行うことで、デメリットよりメ

リットを有意に大きくできるという点で意見の一致を

見た。

今回は、応募条件を、学位取得後 5年以内の若手研究
者とし、賞の応募は自己申告制とした。応募された論文

は、最低 2名のプログラム委員が詳細に査読し、著者に
それをフィードバックすると同時に、すべてのプログラ

ム委員で査読結果を共有した。これは密室で何かの意思

決定がなされることを防ぐためである。明示的に表彰対

象外という評価がされたもの以外の 10数件を受賞候補
とした。若手、とりわけ大学院生の研究を対象にした表

彰には、指導教官の貢献をどのように計量するかという

難しい問題がある。そこで、筆頭著者自身の貢献と独創

性を確かめるために、当日のポスター発表を見て最終的

な判断をすることとした。

我々は、上記の仕組みが究極の仕組みであるとはもち

ろん考えていない。しかし表彰に関わるすべての作業を

考えうる限りの誠実さで行ったということは、全プログ

ラム委員が保証する。例えば、プログラム委員は、仮に

自分の発表があったとしても、ポスターの評価を優先し

て確実に行うことに同意している。表彰は、彼我に絶対

的な非対称性を持ち込むという意味において、本来民主

的であるべき学術コミュニティ運営に異質な要素を導入

する。制度上、あるいは表彰の意義そのものについても、

ワークショップ後に流布されるアンケートにおいて忌憚

なき意見をお願いしたい。

Technical
(45), 62%

Discussion
(27) 38% Other

(12)
27% For

award
(33)
73%

図 2: 一般発表の内訳。

3 7つの企画セッション
IBIS 2009は、電子情報通信学会・情報論的学習理論

時限研究専門委員会と九州大学グローバル COE プログ
ラム 「マス・フォア・インダストリ教育研究拠点」（以

下、九大GCOEと略称）との共催で行う。九大GCOE
の強力なサポートにより、7つもの多彩な企画セッショ
ンを企画することができた。

• 金融リスクと統計的学習

• 音声・音響処理と機械学習

• 化学構造とその数理

• 疎なネットワーク上のダイナミクス

• ランキング学習の最前線

• パターン認識の新潮流

• 広がる機械学習応用のフロンティア

「金融リスクと統計的学習」は、昨年のいわゆるリー

マンショック以後、強い興味を引いている金融リスクに

ついてのセッションである。とりわけ、コピュラや極値

統計学についてまとまった話が聞けるのは国内の機械学

習の会合ではほとんど初めてではないかと思う。

「音声・音響処理と機械学習」のテーマは「音」であ

る。音声認識の分野では、最近高度な機械学習技術の応

用が急速に進展している。また、音楽情報処理の需要に

伴って、研究対象は「音声」から「音響」にまで拡がっ

た。このセッションは、音に関する広い範囲の最新研究

動向のレビューである。

「化学構造とその数理」 は、京都大学の阿久津達也

教授を招待して、バイオインフォマティクス分野での機

械学習の研究課題についてレクチャーを頂く。木構造お

よび化学構造に対する特徴ベクトル：埋め込み、検索、

構造推定、という副題から知れるように、カーネル関数

の中に陰に定義された各サンプルの特徴ベクトルを取り

出すための諸手法が解説される。

「疎なネットワーク上のダイナミクス」は、IBIS 2008
に引き続いて、機械学習の分野での流行のトピックであ

るネットワーク解析に関するセッションである。今年は

統計物理の問題意識から、ネットワーク上でのダイナミ

クスの解析手法を概観する。機械学習と物理学の接点を

探るこのようなセッションは、まさに IBISの面目躍如
といったところである。

「ランキング学習の最前線」では、Microsoft Research
Asia の Hang Li 博士を招待し、理論的面白さと広範な
応用を兼ね備えた興味深い研究テーマとして強い興味を
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引いているランキングの学習について、基礎から最新動

向までのレクチャーを頂く。

「パターン認識の新潮流」では、図形パターンの可能

な限り一般的な符号化を追求するという、パターン認識

の概念を根源的に問い直す気鋭の試みについての最新成

果が紹介される。そこで提起される計算と情報量に関す

る新しい概念に、符号化後の情報を扱うことの多い機械

学習研究者が新しい研究領域への参入の可能性を見出す

ことを期待する。

最後に、「広がる機械学習応用のフロンティア」では、

実世界で顕著な活躍を見せている機械学習の応用例とし

て、顔画像認識と生産プロセスデータ解析についてのレ

ビューがなされる。前者はコンシューマー製品に組み込

まれた機械学習技術としては代表的な成功例であり、後

者は、機械学習のコミュニティではほとんど知られてい

なかったプロセスデータ解析技術についての、この分野

でははじめてのレビューである。

4 新受付システムと新サーバー
今年は、IBISワークショップがこれまで培ってきたブ
ランドイメージに見合った IT基盤の整備にも力を注い
だ。まず、新しく ibis-workshop.orgドメインを取得

し、今年以降、

http://ibis-workshop.org

というURLの下にホームページを作ることにした。例え
ば今年のトップページは http://ibis-workshop.org/

2009/である。過去の IBISワークショップの記録もす
べてこちらに移動予定である。

同時に、ウニークス社の協力の下、新たに受付システ

ムを実装した（図 3）。このシステムは、国際会議におい
て使われるようなシステムに遜色ないものであり、管理

ページからは、簡単な集計、参加者へのメール送付など

が統一的なインターフェイスで行われる。これにより、

投稿の管理に関わるプログラム委員の負担が例年の数分

の一に減ったものと思われる。来年以降の IBISワーク
ショップも、このシステムによる運用がなされる見込み

である。

5 おわりに
プレ IT時代に産声をあげた IBISは、今や社会基盤
を支える良質な基礎技術を供給するという役割を社会か

ら期待される存在にまでなった。今我々は社会のフロン

ティアにいる。IBISをめぐる環境はずいぶん変わった
けれど、学習の理論を核とした学際理論フォーラムを作

ろうとした IBISの創立時の純粋な志は [1]、多くの人の

図 3: 新受付システムのスクリーンショット（申し込み
画面と管理画面）。

努力によって、変質することなく今日まで IBISワーク
ショップの中に生き続けているように思われる。我々は

その伝統を受け継ぎたいと思った。最高の研究者をこの

ワークショップに集め、また、この会合が新しい才能の

フォーカルポイントとなることを願った。それがどこま

で実現できていたか、参加者の批判を待ちたい。

参考文献
[1] 山西健司, 竹内純一, 中村勝洋, IBIS’98 予稿集序文,

1998.
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情報論的学習理論テクニカルレポート 2009
Technical Report on Information-Based Induc-
tion Sciences 2009 (IBIS2009)

金融リスク～企業倒産の判別問題の現状と課題∗

山下智志†

Abstract: 金融リスクは株価や為替などのマーケットの変動を表す市場リスクや企業倒産を

対象とした信用リスクなどに細分される。本発表では、信用リスクの計量化モデルとその予

測結果の評価方法を紹介し、限られた信用データのもとでの企業倒産判別の最適化に向けた

アプローチを提案する。さらに判別モデルでは表現できない、実務的な課題について述べる。

∗企画セッション 「金融リスクと統計的学習」
†統計数理研究所, e-mail: yamasita@ism.ac.jp
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情報論的学習理論テクニカルレポート 2009
Technical Report on Information-Based Induc-
tion Sciences 2009 (IBIS2009)

金融リスクとコピュラ～依存構造がリスクに及ぼす影響∗

吉羽要直†

Abstract: 金融リスクの把握では、個別の株価や個別企業の信用力の変動などの各変量に関

する分布（周辺分布）を把握するとともに、変量間の依存構造を把握することが大切である。

コピュラは依存構造を表す一般的な関数であり、線形相関係数よりも柔軟に依存構造を表現

する。本発表では、さまざまなコピュラを紹介し、変量間の裾での依存度合いに注目したう

えで、コピュラの違いが市場リスクや信用リスクに及ぼす影響を具体例で考察する。

∗企画セッション 「金融リスクと統計的学習」
†日本銀行 金融研究所 / 統計数理研究所, e-mail:

toshinao.yoshiba@boj.or.jp
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情報論的学習理論テクニカルレポート 2009
Technical Report on Information-Based Induc-
tion Sciences 2009 (IBIS2009)

極値統計学∗

Statistics of Extremes

高橋倫也†

Rinya Takahashi

Abstract: Statistics of extremes deals with disastrous rare events like heavy rains, strong
winds, earthquakes, etc. For planning embankments and other constructions, or to sell the
insurance to cover the loss, the assessment of the possible severeness is essential. Frequently,
the possibility of the events, which people have never experienced, must be estimated, that
is we have to extrapolate statistically available data. A standard procedure is to make use
of the two types of basic distributions, the generalized extreme value distributions (GEV),
and the generalized Pareto distributions (GP). According to the available data one of two
distributions is adopted, the GEV for block maxima and the GP for threshold exceedances.

Keywords: 極値理論，一般極値分布，一般パレート分布，再現レベル，バリューアットリ

スク

1 まえがき
数理統計学の入門では，データに適合させる分布とし

てまず正規分布が出てくる．正規分布がデータに適合

可能であることは中心極限定理によって説明される．正

規分布の平均と分散は標本平均と不偏分散で推定され，

平均や分散に回帰構造が仮定される場合はパラメータ

は最尤法で推定される．一方，統計的信頼性理論では寿

命データにワイブル分布が適合される．ワイブル分布が

データに適合できることは最弱リンクモデルにより説明

される．

極値統計学の目的は，長期間または広領域等におけ

る最大値（または最小値）に関する推測である．最大値

に関する情報を有しているデータとして，標本を同じ

大きさのブロックに分けたときの各ブロックごとの最大

値データ（これを区分最大値データ（block maxima)と
よぶ），または標本の中で十分大きな閾値を超えるデー

タ（これを水準超過データ (threshold exceedances or
Peaks Over Threshold)とよぶ）の 2つのタイプが考え
られる．極値理論により，区分最大値データには一般極

値分布を，また水準超過データには一般パレート分布を

適合させる．通常パラメータは最尤法で推定する．一般

に，極値統計学で興味があるのは，一般極値分布や一般
∗企画セッション 「金融リスクと統計的学習」
†神戸大学　海事科学部, 〒 658-0022神戸市東灘区深江南町 5-1-1,

tel. 078-431-6267, e-mail r-taka@maritime.kobe-u.ac.jp,
Faculty of Maritime Sciences, Kobe University, 5-1-1, Fukae-
Minami-Machi, Higashi-Nada-ku, Kobe, 658-0022.

パレート分布のパラメータではなく，それらの分布の上

側微小確率点（再現レベルとバリューアットリスクとよ

ばれるもの）である．

以下 2節では，2つのタイプの極値データに適合させ
る 2つのタイプの分布について紹介する．3節ではデー
タに一般極値分布と一般パレート分布を適合させる場合

の推測法について述べる．なお，実データ解析や詳しい

文献，ソフトの紹介はスライドで行う．

2 極値理論
分布関数 F を持つ確率変数Xを考える．分布 F から

の確率標本をX1, X2, . . . , Xn とし，極値統計量を

Zn = max{X1, X2, . . . , Xn}

とする．このとき分布 F の上限 (upper boundary) を
xF = sup{x : F (x) < 1} ≤ ∞ とすると，Zn → xF

(n →∞) となる．そこで，Znを規準化した場合の極限

分布を考える．分布F に依存する定数列 an > 0，bn ∈ R
(n = 1, 2, . . .)が存在して，非退化な分布 Gに対して

P

(
Zn − bn

an
≤ x

)
= P (Zn ≤ anx + bn)

= Fn(anx + bn) L→ G(x)

となるとき，Gを極値分布 (exreme value distribution,
EVD) とよぶ．これを記号で F ∈ D(G)と書き，F は
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Gの吸引領域に属するという．また，an，bn を基準化

係数という．

よく知られている分布の場合の極値分布について考え

る．分布関数を F，その密度関数を f とする．

例１．標準指数分布 Exp(1)

F (x) = 1− e−x, f(x) = e−x, x ≥ 0.

Fn(x + log n) =
{

1− e−(x+log n)
}n

　　

=
{

1 +
−e−x

n

}n

→ e−e−x

, n →∞.

(−∞ < x < ∞).

an = 1，bn = log nである．

例２．Pareto分布　 (∀α > 0)

F (x) = 1− 1/xα, f(x) = αx−α−1, x ≥ 1.

Fn(n1/αx) =
{

1− 1
(n1/αx)α

}n

=
{

1 +
−x−α

n

}n

→ e−x−α

, n →∞. (x > 0).

an = n1/α，bn = 0である．

例３．ベータ分布　 (∀α > 0)

F (x) = 1−(1−x)α, f(x) = α(1−x)α−1, 0 ≤ x ≤ 1.

Fn(n−1/αx + 1) =
{

1− (−n−1/αx)α
}n

=
{

1 +
−(−x)α

n

}n

→ e−(−x)α

, n →∞. (x ≤ 0).

an = n−1/α，bn = 1 = xF である．

極値分布は（位置と尺度を別として）上の例の 3つの
型になる事が知られている．

定理１． [Fréchet (1927)， Fisher and Tippett (1928)，
Gnedenko (1943);“Trinity Theorem”]　極値分布G(x)
は次の３つの型に限る：

Λ(x) = exp(− exp(−x)), x ∈ R,

Φα(x) = exp(−x−α), x ≥ 0, α > 0,

　Ψα(x) = exp(−(−x)α), x ≤ 0, α > 0.

分布 Λ，Φα，Ψα はそれぞれ Gumbel，Fréchet，（負
の）Weibull分布とよばれる．
極値分布の吸引領域に属するための必要十分条件は次

のようになる：

定理２．[Gnedenko (1943)，de Haan (1970)]
F ∈ D(Φα) ⇐⇒ xF = ∞ and

lim
x→∞

1− F (tx)
1− F (x)

= t−α, ∀ t > 0.

F ∈ D(Ψα) ⇐⇒ xF < ∞ and

lim
x↑xF

1− F (xF − (xF − x)t)
1− F (x)

= tα, ∀ t > 0.

F ∈ D(Λ) ⇐⇒ ∃ s( · ) > 0 s.t.

(∗) lim
x↑xF

1− F (x + ts(x))
1− F (x)

= e−t.

(∗) =⇒
∫ xF

x

(1− F (y))dy < ∞, x < xF .

=⇒ s(x) =
∫ xF

x

1− F (y)
1− F (x)

dy satisfies (∗).

定理１の 3つの極値分布は次の 1つのパラメータ (ξ ∈
R)を持つ分布で表される．これを一般極値 (generalized
extreme value, GEV) 分布とよぶ．

Gξ(x) = exp
{− (1 + ξx)−1/ξ

}
, 1 + ξx > 0,

ここで，ξ = 0の場合は

G0(x) = lim
ξ→0

Gξ(x) = exp{− exp(−x)} = Λ(x)

とする．また，

Φα(x) = G1/α(α(x− 1))， Ψα(x) = G−1/α(α(x + 1))

である．

一般極値分布は最大値安定 (max–stable) 性という性
質を持つ：任意の nに対して An > 0と Bn ∈ Rが存在
して

Gn
ξ (Anx + Bn) = Gξ(x)

となる．この関数方程式の解が定理１の 3つの型の極値
分布になる．

一般極値分布を用いると，

Fn(anx + bn) → Gξ(x).

よって nが十分大のとき，anx + bn = zとおくと

P (Zn ≤ z) = Fn(z) ≈ Gξ

(
z − bn

an

)
.

8



ここで「Gξ による近似が十分であるためには nがどれ

くらい大きければよいか？」が重要な問題になる．

一方，

Fn(anx + bn) =
[
1− {

1− F (anx + bn)
}]n

=
[
1− n

{
1− F (anx + bn)

}/
n
]n

→ exp
[− lim

n→∞
n
{
1− F (anx + bn)

}]

から，

lim
n→∞

n{1−F (anx+bn)} = − log Gξ(x) = (1+ξx)−1/ξ.

ここで，x = 0とおくと

lim
n→∞

n{1− F (bn)} = 1.

上の 2式の比をとると，

lim
n→∞

n{1− F (anx + bn)}
n{1− F (bn)} = (1 + ξx)−1/ξ.

よって nが十分大のとき，

P (X > anx + bn |X > bn) =
1− F (anx + bn)

1− F (bn)

≈ (1 + ξx)−1/ξ.

すなわち，

P (X − bn ≤ anx |X > bn) ≈ 1− (1 + ξx)−1/ξ.

この右辺の分布

Hξ(x) = 1 + log Gξ(x) = 1− (1 + ξx)−1/ξ

を一般パレート (Generalized Pareto, GP) 分布とよぶ．
よって bn が十分大のとき

P (X − bn ≤ y |X > bn) ≈ Hξ

(
y

an

)
.

ここでも「Hξによる近似が十分であるためには bnがど

れくらい大きければよいか？」が重要な問題になる．

分布 F の条件付き超過分布関数 Fu を

Fu(y) = P (X − u ≤ y |X > u), 0 ≤ y ≤ xF − u

とする．このとき上で述べたことは次のようになる：

定理３．[Pickands (1975)]

F ∈ D(Gξ) ⇐⇒ lim
u→xF

Fu(a(u)y) = Hξ(y),

∀ y ≥ 0, Fu(a(u)y) < 1.

ただし，a( · )は an を連続化した適当な正の関数．

定理２より，裾の重たい分布の t分布や Pareto分布
等は Fréchet分布 (ξ > 0)の吸引領域に属する．裾の確
率が指数的に減少する正規分布，指数分布，ガンマ分布

等は Gumbel 分布 (ξ = 0) の吸引領域に属する．そし
て，上限のあるベータ分布はWeibull分布 (ξ < 0)の吸
引領域に属する．また定理３より，上で述べた分布の十

分大きな値での条件付き超過分布は一般パレート分布

Hξ (ξ > 0，ξ = 0，ξ < 0) で近似出来る．すなわち，一
般極値分布と一般パレート分布は，ξ > 0の場合は裾が
重たい分布に，ξ = 0の場合は裾が軽い分布に，そして
ξ < 0の場合は上限のある分布に対応する．
最小に関しては，

min{X1, X2, . . . , Xn} = −max{−X1,−X2, . . . ,−Xn}

の関係式を利用すれば同様の結果が得られる．

3 推測
極値統計学の目的は，未知の母集団分布の右裾（また

は左裾）の推測である．極値データに対して統計的推測

を行う準備として，まず一般極値分布族と一般パレート

分布族を考える．

定義１．次の分布を一般極値分布といい GEV(µ, σ, ξ)
で表す．

G(z) = exp

{
−

[
1 + ξ

(
z − µ

σ

)]−1/ξ
}

= Gξ

(
z − µ

σ

)
,

1 + ξ(z − µ)/σ > 0.

ただし，Gξ は標準一般極値分布 GEV(0, 1, ξ) の分布
関数．µ ∈ R は位置，σ > 0 は尺度，ξ ∈ R は形状パラ
メータである．

G(z)は，ξ < 0のときはWeibull分布で z < µ−σ/ξ，

ξ = 0 のときは Gumbel分布で −∞ < z < ∞，ξ > 0
のときは Fréchet分布で z > µ− σ/ξ．

標準一般極値分布 Gξ(z) の密度関数は，ξ 6= 0のとき

gξ(z) = (1 + ξ z)−1/ξ−1 exp
{− (1 + ξ z)−1/ξ

}
,

1 + ξz > 0,

で，ξ = 0のとき

g0(z) = exp
{− z − exp(−z)

}
,

−∞ < z < ∞,

となる．図１は一般極値分布 GEV(−2.5, 1,−0.4)（上
限 0），GEV(0, 1, 0)，そして GEV(2.5, 1, 0.4)（下限
0）の密度関数である．
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定義２．次の分布を一般パレート分布といい GP(σ, ξ)
で表す．

H(y) = 1−
(
1 + ξ

y

σ

)−1/ξ

= Hξ

( y

σ

)
, 1+ ξy/σ > 0.

ただし，Hξ は標準一般パレート分布 GP(1, ξ) の分布
関数．σ > 0 は尺度，ξ ∈ R は形状パラメータである．

H(y)は，ξ < 0のときはベータ分布で 0 < y < −σ/ξ，

ξ = 0のときはH0(y/σ) = lim
ξ→0

Hξ(y/σ) = 1− e−y/σ よ

り指数分布で 0 < y < ∞，ξ > 0のときは Pareto分布
で 0 < y < ∞．
標準一般パレート分布 Hξ(y) の密度関数は，

hξ(y) =





(1 + ξ y)−1/ξ−1, 1 + ξy > 0, ξ 6= 0,

exp(−y), 0 < y < ∞, ξ = 0,

となる．図２は，標準一般パレート分布 GP(1, ξ)，ξ =
−0.4, 0, 0.4 の密度関数である．

図 1: 一般極値分布 GEV(−2.5, 1,−0.4)（上限 0），
GEV(0, 1, 0)，GEV(2.5, 1, 0.4)（下限 0）の密度関数．

　

図 2: 一般パレート分布 GP(1, ξ)，ξ = −0.4, 0, 0.4 の
密度関数．

3.1 一般極値（GEV)モデル

区分最大値データ {z1, z2, . . . , zn} に一般極値分布
GEV(µ, σ, ξ) を適合させる場合の推測について述べる．

ここでは，母集団分布は一般極値分布の吸引領域に属し

ていると仮定し，最大値データは一般極値分布に従うと

考えている．しかし，「吸引領域に属する」はデータが存

在しない領域に関する仮定で，それをデータから検証す

ることは出来ない．同様の事が一般パレート分布の場合

にも言える．

最尤法
一般極値分布 GEV(µ, σ, ξ)の対数尤度は，ξ 6= 0 の
とき

l(µ, σ, ξ) = −n log σ − (1 + 1/ξ)

nX
i=1

log
h
1 + ξ

“zi − µ

σ

”i

−
nX

i=1

h
1 + ξ

“zi − µ

σ

”i−1/ξ

,

1 + ξ(zi − µ)/σ > 0, i = 1, . . . , n,

で，ξ = 0 のとき

l(µ, σ) = −n log σ−
nX

i=1

“zi − µ

σ

”
−

nX
i=1

exp
n
−
“zi − µ

σ

”o
,

となる．これらの対数尤度を最大にする最尤推定値

(µ̂, σ̂, ξ̂) または (µ̂, σ̂) を求める．

情報行列は次のようになる (Prescott and Walden,
1980)：

n

σ2ξ2




e∗11 e∗12 e∗13
〃 e∗22 e∗23
〃 〃 e∗33


 ,

e∗11 = ξ2p, e∗12 = ξ
{
Γ(2 + ξ)− p

}
,

e∗13 = σξ(p/ξ − q), e∗22 = 1− 2Γ(2 + ξ) + p,

e∗23 = σ

[
Γ(2 + ξ)− 1

ξ
+ q − p

ξ
− 1 + γ

]
,

e∗33 = σ2

[
π2

6
+

(
1− γ +

1
ξ

)2

− 2q

ξ
+

p

ξ2

]
.

ただし (µ, σ, ξ) の順で，Γ( · ) はガンマ関数，Ψ(r) =
d log Γ(r)/dr で p = (1 + ξ)2Γ(1 + 2ξ)，q = Γ(2 +
ξ){Ψ(1 + ξ) + (1 + ξ)/ξ}，γ = 0.5772157... Euler の
定数．

分布族 GEV(µ, σ, ξ)，µ ∈ R，σ > 0，ξ ∈ R は最
尤推定量の漸近理論に関する通常の正則条件を満たして

いない．しかし，ξ > −0.5 の場合は最尤推定量は一致
推定量で漸近正規性を持ち漸近有効推定量になることが

Smith (1985) により示されている．応用上 ξ ≤ −0.5 と
なることは稀で，特に自然現象では −0.5 < ξ < 0.5 と
なることが多いと言われている．したがって，パラメー

タの推定は最尤法で行えばよい．
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各最尤推定値の標準誤差の推定値は観測情報行列から

求める方が精度が良い．これから (µ, σ, ξ)の各パラメー
タの信頼区間が求まる．

再現レベル

極値統計学では，次の上側（微少）確率点の推定が目

的の場合が多い．

一般極値分布 GEV(µ, σ, ξ) の 1 − 1/T 確率点 RT，

すなわち

G(RT ) = Gξ

(
RT − µ

σ

)
= 1− 1/T

は次のように表される：

RT =





µ + σ
[{− log(1− 1/T )

}−ξ − 1
]/

ξ, ξ 6= 0,

µ + σ
[− log

{− log(1− 1/T )
}]

, ξ = 0.

この確率点 RT は再現期間 (return period) T の再現レ

ベル (return level) とよばれている．例えば年最大デー
タを扱うとき，再現期間 T = 200 年の再現レベル R200

は 200年に平均 1度超えられる様な（大きな）値と解
釈できる．一般に n ¿ T の場合を考える，これはデー

タの存在しない領域の推測（外挿）になる．

再現レベル RT の最尤推定値は，(µ, σ, ξ) の最尤推
定値を用いて

ẑT =





µ̂ + σ̂
[
y−
bξ

T − 1
]/

ξ̂, ξ̂ 6= 0,

µ̂ + σ̂
[− log yT

]
, ξ̂ = 0,

となる．ただし，yT = − log(1 − 1/T )．また，デルタ
法よりその分散は

V (R̂T ) ≈ ∇RT
T V ∇RT

となる．ここで，V は (µ̂, σ̂, ξ̂)の分散共分散行列で

∇RT
T =

»
∂RT

∂µ
,

∂RT

∂σ
,

∂RT

∂ξ

–

=
h
1, (y−ξ

T − 1)/ξ, σy−ξ
T (− log yT )/ξ − σ(y−ξ

T − 1)/ξ2
i
.

これらを (µ̂, σ̂, ξ̂)で求める．ξ̂ < 0の場合は分布の上
限の推定

R̂∗ = µ̂− σ̂/ξ̂

が重要で，この場合は

∇RT
∗ =

[
1, −1/ξ, σ/ξ2

]

となる．

一般に，ξ や RT の信頼区間はプロファイル尤度から

求めた方が精度が良いことが知られている．

形状パラメータ ξ のプロファイル尤度は，ξ = ξ0 と

して l(µ, σ, ξ0) を µ と σ に関して最大化して求める．

したがって，ξ の 95%の信頼区間は近似的に

{
ξ : 2

{
l(µ̂, σ̂, ξ̂)−max

µ, σ
l(µ, σ, ξ)

} ≤ χ2
1(0.05)

}

=
{
ξ : max

µ, σ
l(µ, σ, ξ) ≥ l(µ̂, σ̂, ξ̂)− 1.921

}

となる．

再現レベル RT のプロファイル尤度を求めるために，

µ = RT − σ
[
y−ξ

T − 1
]
/ξ

とおき，パラメータ (µ, σ, ξ)を (RT , σ, ξ)へ換える．こ
のとき対数尤度 l(RT , σ, ξ) は

−n log σ − (1 + 1/ξ)

nX
i=1

log

»
y−ξ

T + ξ

„
zi −RT

σ

«–

−
nX

i=1

»
y−ξ

T + ξ

„
zi −RT

σ

«–−1/ξ

と表される．これから，RT の 95%の信頼区間は近似
的に

n
RT : 2

n
l( bRT , bσ, bξ)−max

σ, ξ
l(RT , σ, ξ)

o
≤ χ2

1(0.05)
o

=
n

RT : max
σ, ξ

l(RT , σ, ξ) ≥ l( bRT , bσ, bξ)− 1.921
o

となる．

3.2 一般パレート (GP)モデル

ここでは水準超過データ {y1, y2, . . . , yn} に一般パ
レート分布 GP(σ, ξ) を適合させる場合の推測について
述べる．

最尤法

一般パレート分布 GP(σ, ξ)の対数尤度は，ξ 6= 0 の
とき

l(σ, ξ) = −n log σ − (1 + 1/ξ)
n∑

i=1

log(1 + ξ yi/σ),

1 + ξ yi/σ > 0, i = 1, 2, . . . , n,

で，ξ = 0 のとき

l(σ) = −n log σ − 1
σ

n∑

i=1

yi

となる．これらの対数尤度を最大にする最尤推定値 (σ̂, ξ̂)
または σ̂ を求める．

一般パレート分布 GP(σ, ξ)の Fisher情報量行列は

n

(1 + ξ)(1 + 2ξ)

[
(1 + ξ)/σ2 1/σ

1/σ 2

]

11



となる．したがって ξ > −1/2ならば情報行列は有限で，
最尤推定量は漸近的に分散共分散行列が

Vn =
1
n

[
2σ2(1 + ξ) −σ(1 + ξ)
−σ(1 + ξ) (1 + ξ)2

]

の２変量正規分布に従う（Smith, 1985）．

最尤推定値の分散共分散行列は観測情報行列から求め

た方が精度が良い．

閾値の決定

データに一般パレート分布を適合させるためには閾値

(threshold) の決定が必要である．決定には，次の一般
パレート分布の性質を用いる．

確率変数 Y は一般パレート分布 GP(σ, ξ) に従うと
する．このとき ξ < 1 で平均は存在し

E(Y ) =
∫ ∞

0

(1−H(y))dy =
σ

1− ξ

となる．

v > 0 のとき，条件付き確率変数 Y − v |Y > v の分

布は

P (Y − v > y |Y > v) =
1−H(y + v)

1−H(v)

=

(
1 + ξ(y + v)/σ

)−1/ξ

(
1 + ξv/σ

)−1/ξ

=
(

1 + ξ
y

σ + ξv

)−1/ξ

より，一般パレート分布 GP(σ + ξv, ξ) に従う．同じ形
状パラメータ ξ になることに注意．また

　σ = (σ + ξv)− ξv : 一定

である．

Y の 平均超過 (mean excess) 関数 e(v) は

e(v) = E(Y − v |Y > v)

で定義される．Y − v |Y > v ∼ GP(σ + ξv, ξ) より

e(v) =
σ + ξv

1− ξ
=

σ

1− ξ
+

ξ

1− ξ
v,

となり，これは v の一次関数である．特に，指数分布

（ξ = 0）では e(v)は定数となる．

これらの性質を用いて，次の様な方法で閾値を決定

する．

値 uを動かして，uを超過したデータに一般パレート

分布を適合し形状と尺度パラメータの推定値 (σ̂u, ξ̂u)を

求める．修正尺度の推定値 σ̂ = σ̂u − ξ̂uuと ξ̂u を uに

対してプロットした図で，それより右端では推定値が一

定になっていると見なせる最小の値を閾値とする．

値 uを動かして，uに対して標本平均超過関数を描い

た図で，それより右端が線形と見なせる最小の値を閾値

とする．

バリューアットリスク

極値統計学では次の確率点の推定が目的の場合が多い．

母集団分布 F で

F (VaRp) = 1− p

となる確率点はバリューアットリスク (Value–at–Risk)
とよばれる．これを推定するために母集団分布 F (x)を
次の様に分解する：

F (x) = (1− F (u))Fu(y) + F (u), y = x− u.

適当な条件の下で uを十分大きくとると，Fuは GP分
布 Hξ で近似できる：

F (x) ≈ (1− F (u))Hξ

(
x− u

σ

)
+ F (u).

上式で =として，ζu = 1− F (u)とおくと

VaRp = u +
σ

ξ

{(
ζu

p

)ξ

− 1

}
,

となる．

閾値 uを決定し，閾値を超過するデータでパラメータ

の最尤推定値 (σ̂, ξ̂)を求める．また，ζu は Nu/nで推

定する．ここで nは標本サイズでNuは閾値 uを超過し

たデータ数である．これらを代入して最尤推定値

V̂aRp = u +
σ̂

ξ̂





(
ζ̂u

p

)bξ
− 1



 ,

を得る．

V̂aRp の標準誤差はデルタ法により求める．ここで，

(ζ̂u, σ̂, ξ̂) の分散共分散行列は近似的に

V ∗ =

[
ζ̂u(1− ζ̂u)/n 0T

0 VNu

]

となる．ただし 0T = (0, 0)．これを用いると VaRp の

最尤推定量の分散はデルタ法から次の様に求めることが

できる：

V (V̂aRp) ≈ ∇VaRT
p V ∗∇VaRp,

12



ただし

∇VaRT
p =

[
∂VaRp

∂ζu
,

∂VaRp

∂σ
,

∂VaRp

∂ξ

]

で，(ζ̂u, σ̂, ξ̂)で評価する．これから信頼区間を求める
ことも出来るが，一般には次のプロファイル尤度を用い

た方が精度が良い．

プロファイル尤度を用いた信頼区間はGEVモデルの
場合と同様に求まる．例えば，ξの 95%信頼区間は近似
的に　

{ξ : max
σ

l(σ, ξ) ≥ l(σ̂, ξ̂)− 1.921}

となる．

一方 VaRp の信頼区間は

σ =
(VaRp − u)ξ
(ζu/p)ξ − 1

として，対数尤度 l(VaRp, ξ)を考える．VaRpを固定し

てmaxξ l(VaRp, ξ)を求めればよい．ここで応用上 ζuの

バラツキは小さいので簡単のために無視している．

4 おわりに
１変量の場合の極値理論とそれに基づく極値に関する

統計的推測について述べた．ここでは紹介しなかったが

「上位 rの極値データ」を用いる手法（高橋・渋谷 (2004)
参照）も応用上よく使われる．極値理論に関しては de
Haan (1970) や Embrechts et al. (2001) が詳しい．ま
た，統計的推測に関しては Coles (2001) や Beirlant et
al. (2004) が詳しい．
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Abstract: 例えば音声は音素によって構成され、音楽は音階単位の音で構成されているよう

に、自然界の音響信号には、一見多様であっても実際は限られた種類の要素だけで構成され
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Abstract: 本発表では、音楽情報処理分野における機械学習手法の適用について、いくつか

研究事例を挙げながら説明する。特に、どのような事象が機械学習可能であるのかという観

点から議論してみたい。具体的には、(1) ハイブリッド型音楽推薦のための音響的特徴とユー
ザ評価の同時的生成過程、(2) 音楽に時間同期したコメントを自動付与するための音響的特
徴と言語的特徴の対応付け、(3) 音楽をサムネイル化するための音響的特徴と視覚的特徴の
対応付け、(4) 歌声の基本周波数抽出や音楽と歌詞との自動アラインメントのための歌声特
徴量などが機械学習によりモデル化の対象とされてきた。この結果実現することができたア

プリケーションについても紹介を行う。
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Abstract: 日常生活での共有経験を反映するコミュニケーションは、対話者による環境の理

解と、対話者間の相互理解を基盤として成立する。ロボットが、このようなコミュニケーショ

ン能力を、実世界における人間とのインタラクションを通して学習するための計算機構LCore
について解説する。LCoreにより、ロボットは、音韻、単語、文法、物体のカテゴリー、動
作、タスクに関する知識、語用論的知識など、コミュニケーション能力を構成する要素（信

念）をインクリメンタルに獲得し、それらを一つの信念システムとして統合してゆく。この

信念システムはダイナミックグラフィカルモデルで表現される。さらに、ロボットは、この

信念システムに基づいた発話の生成と理解のプロセスを通して、対話者の信念システムの状

態を推測し、自らの信念システムを修正する。ロボットと対話者は、互いにこのような調整

を続けること―信念システム間のダイナミックな結合―により、状況に応じて適切に発話を

生成・理解し、行動できるようになる。
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木構造および化学構造に対する特徴ベクトル：埋め込み、検索、
構造推定∗

Feature Vectors for Trees and Chemical Structures: Embedding,

Search and Pre-Image

阿久津　達也†

Tatsuya Akutsu

Abstract: In this short article, we briefly review our recent results on feature vectors on
tree structures. For edit distance between trees, it is shown that the edit distance between
two ordered trees can be approximated within a factor of O(h) by using the edit distance
between the corresponding Euler strings, and the edit distance between two unordered
trees can be approximated within a factor of O(h) by using feature vectors consisting of
the numbers of occurrences of subtrees (each induced by a node and its descendants), where
h is the minimum height of input trees. For the pre-image problem on trees (i.e., inferring
a tree from a feature vector consisting of the numbers of occurrences of vertex-labeled
paths), it is shown that the problem can be solved in polynomial time in the size of an
output graph if the graphs are trees whose maximum degree is bounded by a constant and
the lengths of given paths and alphabet size are bounded by constants, but is NP-hard even
for trees of bounded degree if the maximum length of paths is not bounded. A practical
branch-and-bound algorithm for the pre-image problem is also reviewed.

Keywords: feature vector, kernel methods, embedding, tree edit, graph pre-image

1 まえがき
特徴ベクトルはカーネル法を始めとする機械学習手法

などにおいて幅広く利用されている。一方、高速検索な

どを目的に文字列の編集距離の特徴ベクトルを用いた

L1 空間への埋め込みが理論計算機科学分野で研究され

てきた [4]。これらを背景に、筆者はいくつかの共同研
究を通じて、木構造の編集距離の特徴ベクトルを用いた

L1 空間への埋め込み、および、パスの出現頻度に基づ

く特徴ベクトルからの木構造の推定という問題に取り組

んできた。本稿ではその結果について概観する。

∗企画セッション 「化学構造とその数理」
†京都大学　化学研究所　バイオインフォマティクスセンター,

〒 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄, tel. 0774-38-3015, e-mail
takutsu@kuicr.kyoto-u.ac.jp,
Bioinformatics Center, Institute for Chemical Research, Kyoto
University, Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan.

2 木の編集距離の埋め込み
木の編集距離は文字列の編集距離を（根付き）木に拡

張したものであり、木 T1を木 T2に変換するのに必要な

頂点の挿入、削除、置換の最小回数（もしくは最小コス

ト）として定義される。順序木の編集距離は O(n3)時
間で計算でき、無順序木の編集距離の計算はNP困難で
あることが知られている [6]。ここで、木 T1 と木 T2 の

間の編集距離を DT (T1, T2)とする。この距離を特徴ベ
クトル間の距離により近似するのが目標である。

順序木の場合には、木を深さ優先探索した結果得られ

るオイラー文字列を用いることにより、順序木の情報を

文字列に変換することができる。木 T に対するオイラー

文字列を s(T )とし、T1, T2 のうち、低い方の木の高さ

を hとすると、
1
2
DS(s(T1), s(T2)) ≤ DT (T1, T2) ≤ (2h+1)DS(s(T1), s(T2))

が成立する [2]。なお、DS(s1, s2) は文字列 s1, s2 に対

する編集距離である。この結果は木の高さが低い場合に
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は、オイラー文字列間の編集距離により順序木間の編集

距離が良い精度で近似できることを示しており、文字列

の編集距離に対する埋め込みを用いると、順序木間の編

集距離が効率的に埋め込める事を示唆している。なお、

木の高さが高い場合には意味のある近似精度とはならな

いので、その場合に対する拡張についても研究を行って

いる [3]。
無順序木の場合には、各頂点とその子から誘導され

る部分木で同型なものの個数を並べた特徴ベクトルを

φ(T )とする。この特徴ベクトルに対し、

1
2h + 2

∥φ(T1)−φ(T2)∥1 ≤ DT (T1, T2) ≤ ∥φ(T1)−φ(T2)∥1

が成立する [7]。この結果は木の高さが低い場合には、特
徴ベクトル間の L1距離により、無順序木間の編集距離

が良い精度で近似できることを示している。

3 特徴ベクトルからの構造推定
サポートベクターマシン (SVM)などに代表されるカー
ネル法においては、カーネル関数は特徴ベクトルの内積

として定義される。SVMなどを用いて精度の高い予測
を行うためには、もとのデータの性質を反映した特徴ベ

クトルを設計することが重要であり、数多くの研究が行

われてきた。一方、与えられた特徴ベクトル v からも

との構造 φ−1(v)を計算する問題は pre-image問題とよ
ばれ、機械学習分野でもいくつかの研究が行われてきた

[5]。しかしながら、計算量の観点からはほとんど研究さ
れていなかったため、木構造を対象にラベル付きパスの

出現回数からなる特徴ベクトルを用いた場合についての

研究を行い、以下の結果を得た [1]。

• パスの最大長、頂点の最大次数、（頂点の）ラベル
の種類のいずれもが定数である場合には、vから

φ−1(v)の計算（有無の判定を含む）は多項式時間
で可能。

• 頂点の最大次数、ラベルの種類のいずれもが定数で
あってもパスの最大長に制限がなければNP困難。

• パスの最大長が定数であっても、頂点の最大次数、
ラベルの種類に制約がなければ NP困難。

化学構造においては、ベンゼン環などを 1個の頂点と
みなしてしまえば木構造を持つものが多い。そこで、上

記の pre-image問題に対するアルゴリズムを新規化学構
造の設計に応用することが考えられる。しかしながら、

上記アルゴリズムは多項式の次数が高すぎて実用的でな

い。そこで、木構造の効率的枚挙といくつかの枝刈り手

法を組み合わせた、より実用的なアルゴリズムを開発し

ている [8]。現時点では、水素原子を除いて 20～30原子
程度までのサイズの木状構造を持つ化合物に対して現実

的な時間で φ−1(v)が計算可能となっている。

4 おわりに
木の編集距離の埋め込みについては木の高さに制限の

ない場合については未解決であり、高速検索その他の応

用とともに、今後の課題となっている。

一方、グラフの pre-image問題については、理論面か
らは一般的なグラフ構造の場合の計算複雑度の解析、ま

た、応用面からは枚挙と枝刈りに基づく手法の更なる効

率化、および、化学構造設計への具体的応用が今後の課

題となっている。
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疎なグラフ上のダイナミクスの解析とその応用∗

三村 和史†

Abstract: 情報科学，社会科学，生命科学などの分野で，例えば充足可能性問題，誤り訂正
符号，ニューラルネット，マルチユーザ検出問題，輸送問題，代謝ネットワークなどのよう

に，ネットワークで特徴づけられる問題が多数報告され，その動的な性質を調べるための理

論的な解析が進められつつある．特に，頂点被覆問題や誤り訂正符号などの情報科学の諸問

題に注目して，ダイナミクスの解析からどのようなことがわかってきたかについて簡単に紹

介する．
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経路積分を用いたランダムネットワーク上の同期現象の解析∗

一宮 尚志†

Abstract: 神経回路，人間関係，食物連鎖， インターネットなどに見られる多くのネット
ワーク構造には， スケールフリーなどといった共通の特徴がある．これらの「複雑ネット

ワーク」上のダイナミクスの研究は，感染症やウイルスの拡散防止戦略，ネットワーク内で

の効率的情報探索手法の開発，神経ネットワークの構造と脳の機能の相関の解明等，自然科

学，工学，社会科学などの広範囲にわたる応用が考えられる．本講演では，こういったネッ

トワーク上のダイナミクスの解析手法の一つとして，経路積分を用いた解析を紹介する．具

体例として，ランダムネットワーク上の振動子の同期現象を考え， この問題に対して経路積

分を用いてどのようなことが言えるかを紹介する．

∗企画セッション 「疎グラフ上のダイナミクス」
†京都大学大学院理学研究科数学教室 グローバル COE 特定研究

員, e-mail: miya@math.kyoto-u.ac.jp
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疎結合位相振動子ネットワークの cavity法による解析∗

上江洌 達也†

Abstract: 免疫系のイディオタイプネットワークにおいては， ある抗体を識別する免疫細
胞の数は，システムサイズによらず 1のオーダーであると考えられている．このような疎結
合相互作用は，免疫系に限らず，ニューラルネットワーク， 一般の複雑ネットワークや符号

理論 (LDPCC)などでも現れる．疎結合系の有効な解析方法の一つが空洞法 (cavity法)であ
る． 本講演では，特に位相振動子を素子とする疎結合ネットワークを取りあげ，空洞法によ

る解析方法を紹介する． また，ベーテ近似や信念伝搬法 (belief propagation)， レプリカ法
などとの関連や，応用可能な他の例などについても紹介する予定である．

∗企画セッション 「疎グラフ上のダイナミクス」
†奈良女子大学大学院人間文化研究科, e-mail: uezu@ki-
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Learning to Rank Methods∗

Hang Li†

Abstract: As an interdisciplinary field between machine learning and information re-
trieval, learning to rank is concerned with automatically constructing a ranking model
using training data. Learning to rank technologies have been successfully applied to many
tasks in information retrieval, and have been attracting more and more attention recently
in the machine learning and information retrieval communities. In this talk I will introduce
first explain the problem formulation of learning to rank, and relations between learning
to rank and the other learning tasks. I will then describe in details about learning to rank
methods developed in recent years, including pointwise, pairwise, and listwise approaches.
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パターンとは何か—–非記号計算と一般対象の情報計量∗

石川博†

Abstract: 情報科学では，抽象化された情報と現実の世界の一般対象の関係，すなわち符号
化は任意であるとされる．逆に，一般対象に内包される情報の概念は，符号化できる対象の

全体を限定して，その範囲でのみ意味を持つ．しかし，対象の全体が大きくなると，その全

体に共通して適用可能な情報概念の定義が難しくなる．ビットで表わされる記号の世界を離

れて情報について考えると，他にも符号化の任意性の喪失や，一般対象の規則性と符号の規

則性の不一致等の問題が生ずる．本稿では，一般にパターンとは何かを考えるときにも生ず

るこれらの問題を考察し，一つの解答として，任意の空間内でその空間における規則性を規

定する写像によって直接定義された，計算と情報量の概念について紹介する．

Keywords: パターン,非記号,情報量,接地計算.

1 はじめに
古典的パターン認識において，我々は画像などデータ

についての直感に基づいて，どのように見える特徴がど

のように配置されているかというモデルを設計し，それ

を見つけることでパターン認識を実現してきた．しかし，

画像レベルから遠い抽象的なパターンを見つけようとす

ると，我々の直感は限られ，それは難しくなる．そのた

め，人間の直感に頼らずに自動的にモデルを作る一般技

術が望まれ，機械学習が研究されている．

しかし，パラメータ学習はツマミのついた機械のセッ

ティングを見つけるようなもので，ツマミの位置は探す

が，機械そのもの，つまりモデルは人手で設計される．

一方，顕在的なモデルを持たない人工ニューラルネッ

トのような方法では，モデルを記述するための表現が存

在しないために，構造の存在を認識し，学習することが

できない．別の言い方をすれば，なんらかのパターンの

存在を見つけても，それをパラメトリックに表す方法が

ないので，階層的にそのパターンの空間の中にさらにパ

ターンを探すというようなことができない．

本稿では，そのような構造を表すことのできる「表現」

を紹介する．またそれによって，パターンとは何である

かをできるだけ一般に定義することを試みる．

パターン認識では，あらかじめ人間が指定する対象の

特定の配置のようなものをパターンと呼んでいる．つま

り，我々が見つけたい対象の個別例と，それから我々が

直感的に外挿したものの総体として，漠然とパターンと

いう言葉を使っている．しかし具体的に前もって知らな

∗企画セッション「パターン認識の新潮流」
†名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科.（兼）科学技術振興

機構さきがけ. 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑 1. Email: ,

いパターンを自動的に発見するためには，パターンとは

何であるかという一般的かつ客観的な基準が必要であ

る．ここではそのような基準について考えてみたい．

パターンの反対はランダムな対象である．つまり，あ

る対象がランダムから遠いほど，その対象中にはパター

ンが存在する．記号列の場合を考えると，その長さに比

してコルモゴロフ複雑性あるいはアルゴリズム情報量

[4, 5, 7, 8, 12, 13]の低い記号列にはパターンが存在する
と考えることができる．つまり，短いプログラムで書き

出すことが可能な記号列ほどパターンを持つということ

である．このアイデアを形式化したのがMDL (Minimum
Description Length)原理 [9, 10]である．MDLでは，デー
タのモデルを学習するために，それを二つの部分に分け

て符号化（エンコード）する．まずデータ中の規則性を利

用することによって圧縮し第一の部分とし，残りの不規

則性は第二の部分としてそのままデータとして持つ．こ

れら二つの部分の長さの合計が短いほど，第一の部分の

圧縮のために使った規則性，すなわちモデルがよりよい

と考える．

記号列だけでなく，もっと一般の対象について同様な

ことが考えられるだろうか．本稿では，パターン認識の

対象である現実の世界を，情報の観点から一般にモデル

化しようとする場合に生ずる諸問題について検討し，そ

れらの解決に向けた理論的定式化を試みる．

2 符号化の限界
MDLでは，データが記号列でない場合にも，記号列

による対象の適当な符号化が存在すると考え，その後は

記号列についてのみ議論を進める．実際，MDLに限ら
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ず計算機科学は，その理論的核心において，離散あるい

は記号データ，すなわちビットで表される情報のみを対

象として発展してきた．計算機科学における非記号デー

タの扱いは，全てを記号列に符号化してから，チューリ

ング計算（以下計算）を行うというものである．

確かに，一定の狭い範囲の対象のみを考えるときは，

自然な符号化が明白であることが多い．例えばユーク

リッド平面上の多角形だけを扱うような場合，有限個の

頂点の座標として多角形を符号化するのは容易である．

またこの定義は，有限の言葉で書き表すことができると

いう意味で有限である．このように自然な符号化の定義

が有限である場合は，代りに別の有限な定義を使っても

理論上その差は無視できる．符号の一部に有限の翻訳情

報をつけるだけのことだからである．

この任意性のため，符号化は全く任意であるように扱

われてきた．また，情報について語るには記号列のそれ

について語れば十分であるというのが，計算機科学のひ

とつの信念であるようにも思われる．

しかし，以下に論ずるように，この信念にはいくつか

問題がある．

2.1 自然な符号化
まず，符号化は本当に任意ではない．コルモゴロフ複

雑性の定義自体，記号列間の対応関係が計算によって有

限記述できる同値類についてのみ意味を持つ．記号列の

記号列による任意の「符号化」，すなわち記号列全体の

集合の任意の置き換えを許した場合，当然そこでのコル

モゴロフ複雑性は元のコルモゴロフ複雑性と何の関係も

持たない．もちろん，このような場合は符号化が自然で

ないので問題にされないが，逆に言えば，符号化とは何

らかの意味で自然である必要があるということである．

すると，符号化が自然であるとはどういうことかとい

う疑問が生ずる．規則性を使って圧縮可能であるほどパ

ターンを持つというのがここでの議論である．符号化を

介してアルゴリズムによって圧縮することを考えると，

自然な符号化とは，符号化する前の対象に内在する規則

性が符号化後に何らかのアルゴリズムによって圧縮可能

な規則性に翻訳されるようなものであると考えられる．

つまり，規則的な構造を持つ対象はそのような記号列に

符号化されないと，その記号列の複雑性によって元の対

象の複雑性を測ることはできない．

問題は，そのような符号化が常に可能であるという保

障はないことである．例えば，ユークリッド空間の点を

その座標で符号化したとする．すると，その符号である

文字列は，点によって異なる任意の量の情報を持ち得る．

例えば，任意のデータをバイナリ文字列にして，最初に

「0.」をつけて 2進小数と思えば，これを座標に持つ点
は，元のデータだけの情報を持つことになる．しかしこ

れはユークリッド空間の点としては意味がない．

これは符号化によって複雑性が増加する例だが，逆に

減る場合もある．例えば，円周率 πを 10進展開してそ
の数字を 1桁，2桁，3桁と順にとってゆき，それを x座

標とする無限点列 (3, 0), (14, 0), (159, 0), (2653, 0), · · · を
考える．これはコルモゴロフ複雑性で考えれば，無限個

の点であるにもかかわらず有限の情報量を持つが，これ

もまたユークリッド空間で意味のある規則性とは思われ

ない．このように符号化が変われば意味のなくなる規則

性と，そうでない規則性を区別する必要がある．

これらの例からわかるように，ユークリッド平面をR2

と同一視して実数を文字列とみなすのはあまり自然な符

号化ではない．このように，素朴に考えた符号化によっ

て，対象とその符号の複雑性が一致するとは限らない．

また，対象同士の関係が，符号同士の関係として意味

を持つように，対象だけでなく対象同士の関係も符号化

することが必要である．例えば，ユークリッド平面上の

円を対象にするとして，中心座標と半径で符号化したと

する．この 3つの実数には，それらが円を表すという情
報は含まれない．例えば，いくつかの円を効率よく圧縮

するために，それらが接しているということを使えるか

もしれない．しかし，円を中心座標と半径で符号化した

だけでは，2つの円が接するという概念は生じない．
符号化を通したアルゴリズム情報量の理論を額面どお

りに受け取れば，対象の含まれる空間についての知識は，

なんらかのアルゴリズムが符号だけを見て圧縮に使える

ように，すべて符号化されなければならない．実際には，

そのように符号化された情報は事情を知る人間が書いた

プログラムによって操作されるから問題はないのだが，

例えばMDLのような一般論を論じようとすると，符号
化の意味に，このような対象間の関係，あるいは対象の

属する空間の性質のようなものの符号化まで含めること

が必要である．実際，MDLは「原理」とも呼ばれると
おり，真に形式的な一般論というよりは，人間が統計的

推論システムを設計する際の哲学のようなものである．

非記号データからの学習によって自動的に構造・パター

ンを見つけることを考えるとき，MDLの形式的な部分
は役に立たない．

2.2 有限な符号化
もう一つの問題は，より広い対象を考えるとき，有限

な符号化を見つけることが困難な場合があるという点で

ある．例えば図 1 のような規則的な図形は，無限集合
であるにもかかわらず，直感的に有限の情報しか持たな
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図 1: 有限情報を持つと思われる図形.

いと思われる．チューリング [14]は計算可能数という
「有限な情報を持つ実数」の集合を定義したが，同様に，

ユークリッド空間内の全ての「有限の情報を持つ図形」

を定義できるだろうか．

例えば点，直線，多角形，円，等々，図形とその符号

化を列挙したとすると，そのような定義は無限に多様な

図形を定義する必要があるように思われる．すなわち有

限ではない．さらに，そのように定義された図形の集合

は実質，「ここに列挙したもの」というだけのことであ

り，「有限の情報を持つ図形」という言葉には直感に訴え

る以上の意味はなくなる．「有限の情報を持つ図形」を定

義できたというためには，「図形」とその「情報」を別々

に定義しなければならない．

一般に，符号化を通して定義される情報量の概念は，

その全体を有限の方法で符号化できる対象の集合上にお

いてのみ意味を持つ．なぜなら，もし符号化の定義自体

が無限の情報量を持つと，符号化自体に任意の量の情報

を含むことができるため，その後の情報量の定義には客

観的意味がなくなるからである．

情報量の定義としてコルモゴロフ複雑性を使うとす

ると，それは符号化以前には意味を持たないので，まず

少なくとも「有限の情報を持つ図形」の全てを含む集合

を符号化する必要がある．そこで「図形」を全て符号化

することを考える．それができれば，符号の情報量が有

限な図形だけをとって「有限の情報を持つ図形」とする

ことができる．しかし，例えば包含集合として「ユーク

リッド空間の全ての部分集合」をとったとすると，その

全ての元を符号化することができないことは，濃度を考

えれば解る．

パターン認識を自動化するためにMDLのようなこと
を考えようとするとき生じる問題の一つは，そこで考え

たい対象の集合が巨大であることである．まずパターン

認識の対象である現実の世界は本来，実数値をはじめと

するアナログ値によって記述される．また，それはしば

しば，一つあるいはいくつかの数値の組ではなく，例え

ば画像のように関数で表されたり，あるいはその特殊な

場合として，ある空間の部分集合として表される．

後に見るように，「有限の情報を持つ図形」の集合は定

図 2:（左）符号化によるボトルネック.（右）非記号計
算による圧縮によってボトルネックを避ける．

義可能である．しかし，符号化が定義できるのがそれを

含むもっと大きな集合であるために，そこがボトルネッ

クになって，最初に記号列に符号化する方法では定義で

きない（図 2左）．このように，計算が記号列の上でし
か定義されないために，情報量が定義することすらでき

ない場合が存在する．

2.3 符号化∼座標系
ここで，次のような疑問が生じる：ビットマップのど

こが悪いのか．つまり，上のユークリッド平面の例では

非可算無限個の実数や，さらに濃度の高いその冪集合な

どが登場し，それが符号化できないことを問題にしてい

るが，そんなことに意味があるのかという疑問である．

このようなことを考える理由は，§2.1でも述べたが，
元々ない情報の混入，および必要な情報の喪失を極力

避けるためである．例えばユークリッド平面上の直線を

ビットマップで扱うとすると，解像度などの本来必要の

ない人工的なパラメータを考慮する必要がある．直線ひ

とつ定義するにも，理想的な直線を想定し，それからの

誤差（これも人工的なパラメータである）の範囲の画素

とするなど，結局は抽象的モデルは必要である．また，

直線状に並んだ画素の列が常に直線と認識されるとは限

らない．これら本来実装上の問題を，定義のレベルから

排除したいのである．

無限を扱うことについて，あまり警戒する必要はない．

一旦無限の対象を想定してその中からある抽象的性質を

持つものを取り出すのは，単にモデルを作る一過程に過

ぎない．実際に扱うことのできる対象は常に有限であり，

選べるのは抽象モデルの中からそれをどの段階でどのよ

うに抽出するかということだけである．非常に広い範囲

の対象をモデル化しようとすると，上述のような人工的

なパラメータが非常に多くなる．全体として一貫してモ

デル化するために，はじめから近似するのでなく，可能

な限り抽象的なレベルでモデル化し，実際におけるそれ
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の有限精度におけるシミュレーションと分離することが

必要である．

ユークリッド幾何学を解析的に扱うときに導入する座

標系のように，符号化や近似は実際の具体的対象を扱う

場合には必要である場合が多いが，扱う対象の本質的性

質の定義は，極力それに依存しないものにしたいという

ことである．そのために，アルゴリズム情報量のより一

般的な定義のためには，計算の概念を抽象モデル側に移

動させる必要がある（図 2右）．

3 構造を捉えた情報表現
以上のような問題は，情報を形式的に扱う方法が記号

列への符号化を介したものしかないことに起因する．そ

こで本稿では，記号列への符号化を伴わない情報の表現
を定義し，符号化を通さず直接計算や情報の概念を定義

する．

まず，計算あるいはアルゴリズムの概念を記号以外の

「世界」に広げるものとして，Postscriptのようなページ
記述言語を考える．そのような言語は，ページという本

来非記号的なものを記述することを目的としており，計

算の結果を非記号的対象に反映する言語といえる．これ

は，普通のプログラム言語に，点，直線，Bézier曲線等
の，ページに描画するいくつかのプリミティブを加えた

ものと考えることができる．実際のページ記述言語を少

し抽象化して，プリミティブは画像平面上の点や実数そ

のものを扱えるもの，つまり無限精度を持つものと考え

る．このように，通常のプログラム言語に何らかの「世

界」操作プリミティブを加えたものは，例えば代数的計

算量の理論 [3]や，実数の演算をプリミティブにした計
算量の理論 [1]などで研究されている．
しかし，そのような言語を使ったとして，それによっ

て描画可能な図形を例えば「有限の情報を持つ図形」と

定義しても，§2.2 で述べたように，いろいろなプリミ
ティブを加えて定義が複雑になればなるほど，そのアル

ゴリズムで定義される図形の集合は「ここに列挙したも

の」に過ぎないという感を免れない．一般に，定義に登

場する要素が多いほど，その一般性についての説得力は

弱くなる．

そこで，本稿ではもっと一般的な対象の表現を非常に

少ない要素を使って定義する．この表現は対象の空間を

特徴付ける写像の集合を指定して，それに相対的に定義

される．つまり，上でいうプリミティブのようなものを

外部から与えて，それに相対的に定義されるので，上の

ような拡張言語を与えるメタ言語のような側面を持つ．

しかし，次節の定義を見れば明確になるとおり，この写

像の集合は単に「世界」を操作するだけではなく，そこ

に属する対象間の関係をも記述する．そのため，それは

任意のアルゴリズムを表現することだけでなく，方程式

のように，対象間の関係についての条件による定義をも

可能にする．これは，（プリミティブ付きプログラム言語

による定式化が緊密に結びついている）計算の実行およ

び計算量の概念とは分離した，静的な対象の表現を可能

にする．例えばそれは，非可算無限個の並列プロセスと

も解することのできる対象を容易に表現できる．計算あ

るいはアルゴリズムは問題を解く方法としてのみ扱われ

てきた．しかしここでは，情報を一般に定義するにあた

り，対象間の関係を表現するものとしてアルゴリズムを

捉えている．実行の動的側面は，やはり座標系のような

ものとして定義から分離される．

本稿の残りの概要は以下の通りである．情報表現を次

節で定義した後，いくつかの例を第 5節で紹介し，これ
を使った一般対象の情報量を第 6節で定義する．第 7節
と第 8節では，自然数を特徴付ける写像の集合に相対的
に定義されたとき，この表現がチューリング計算とある

意味で同値であること，そしてそのとき 6節で定義した
情報量がコルモゴロフ複雑性と同値であることを示す．

4 図式と断面によるパターンの表現
本節では，チューリング計算を含む一般の対象を，必

ずしも記号列に符号化することなく数学的に表現する．

これによって，対象の内在的性質としての情報をより一

般に定義することが可能になる．

以下，Nは自然数全体の集合，Rは実数全体の集合を
表わす．また集合 {0, 1}を 2で表わし，ブール値は 1を
真として 2の元で表わす．

4.1 概要
正確な定義の前に，まずこの表現の概要を述べる．

4.1.1 基底表現
対象を表現するといっても，それはまず先験的に何ら

かの方法で表現され与えられなければならない．ここで

は，対象はある集合の部分集合として与えられると仮定

し，このような表現をここでは基底表現と呼ぶ．
例えば画像は，画像平面X ⊂ R2と色の空間Cの直積の

部分集合 I ⊂ X×Cで，直積成分への射影 π1 : X×C → X

によって X と一対一対応がつくものと考えられる．ま

たバイナリ記号列 s = s0s1 · · · sn は N × {0, 1}の部分集
合 {(i, si) | i = 0, · · · , n}と考えることができる．地球や自
転車，仏像などの物理的な物体は，ある抽象化のレベル

において，3次元ユークリッド空間 E3 と物質の空間 M

の直積の部分集合と考えることができる．物体の占め
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る E3 の部分集合を X，物体に属する点 x ∈ X の物質が

m(x) ∈ M であるとして，{(x,m(x)) ∈ E3 × M | x ∈ X}で
その物体を表現する．

基底表現はビットマップや文字列などの生データの表

現を含む，密な表現の抽象化である．密な表現の性質の
一つは，規則性があるかないかによって表現が左右され

ないことである．例えば，ビットマップによれば，ノイ

ズ画像も非常に規則的な画像も同様に表現することがで

きる．

これに対して，対象の規則性を利用する表現を，ここ

では疎な表現と呼ぶ．画像の例でいえば，これはベクト
ルグラフィックスのようなもので，表現する対象が規則

的であればあるほど，少ないデータで記述することがで

きる．

MDL においては，符号化の第一の部分が疎な表現，
第二の部分が密な表現と考えることができる．大雑把に

いって，コンピュータプログラムにあたるのが疎な表現，

データにあたるのが密な表現とも考えられる．

本稿で紹介する表現の重要な性質の一つは，疎な表現

と密な表現を両方含み，それらの間の中間段階を自由に

表現できるということである．

4.1.2 構造写像
基底表現で表現された対象に内在する規則性を記述す

るための語彙として，その対象が部分集合として含まれ

る空間を特徴付ける写像を使う．

写像による空間の特徴づけとは，以下のような意味で

ある．我々はいろいろな集合を考えるが，純粋に集合と

して考えれば，それを特徴付けるものはその集合の濃度

しかない．例えば，代数的構造，位相，距離，順序や，

ベクトル空間としての構造を無視すれば，両者間に一対

一写像が存在するという意味で R は R2 と同じ集合で

ある．

これらの構造は写像によって特徴付けることができ

る．例えば，距離構造は 2 点間の距離を与える距離写
像によって特徴付けられる．順序構造は 2要素 x, yを与

えられて，x ≺ yのときだけ真値を返すブール値関数に
よって定義される．

二つの空間，例えば上のRと R2は，その構造を保存

する一対一写像が存在しないことから，異なると考えら

れる．例えば，順序構造でいえば，Xと Yがそれぞれ写

像 precX : X × X → 2と precY : Y × Y → 2によって定義
される順序を持つとき，ある一対一写像 f : X → Y が任

意の元 a, b ∈ X について precX(a, b) = precY ( f (a), f (B))
を満たせば，Xと Yはこの構造について同じ空間と考え

られる．

このように構造を特徴付ける写像を以下，構造写像と
呼ぶ．空間の部分集合の規則性とは，構造写像によって

与えられる構造について相対的に規定されるものである．

4.1.3 図式とその断面
いくつかの集合とそれらの間の冪写像（部分集合に部

分集合を与える写像）の組を図式と呼ぶ．

X
κ

$$

Y
φoo Z

ψoo

W

η

OO

δ

dd

図式の各集合にその部分集合を与える与え方を，その図

式の断面と呼ぶ．上の例では，断面 sは集合 X,Y,Z,W

のそれぞれに，s(X) ⊂ X, s(Y) ⊂ Y , s(Z) ⊂ Z, s(W) ⊂ W

を与える．

断面は，図式を構成する写像との関係についてのある

条件（後出 (1)(2)）を満たさなければならない．その条
件のため，図式内の一部の集合にのみ部分集合を与える

部分断面を指定するだけで，断面全体が一つに決まるか，
あるいは，その部分断面の全体への拡張であるような断

面が制限されることがある．上の例でいえば，s(Z)を決
めるだけで，条件から残りの s(X), s(Y), s(W)が決まって
しまうとか，全て決まらなくても s(X)は決定されると
かいうことである．

いま，図式とその部分断面 t，そして図式の集合のう

ち一つ S を指定したとき，tの拡張である断面 sによっ

て S に与えられる部分集合 s(S ) ⊂ S が一意に決定され

るとする．このとき，s(S )によって基底表現で表現され
る対象は，図式，部分断面 t，集合 S の指定によって表

現されるという．

例えば，上の例の図式と，t(Z)だけを与える部分断面
t と，集合 X を指定したとするとき，もし s(Z) = t(Z)
であるような任意の断面 s，つまり tの拡張 sが，常に

s(X) = A ⊂ Xを満たすとき，これらの指定の組によって

Aが基底表現である対象が表現されたことになる．

図式の写像は，考えている空間の構造写像と，それら

の直積や合成によって作られる写像に限ることにする．

どの構造写像を使うかが，表現にあたって考慮に入れて

いる構造を規定する．

図式とその断面による表現は，次のような特徴を持つ．

i) 疎. 図式によって対称の持つ規則性を表現し，部分

断面によって残るパラメータを指定することにより，

空間の構造とそれに基づいた規則性を捉えた表現を

可能にする．

ii) モジュラー性. 表現の一部が別の対象を表現してい

ると考えることができ，逆により大きな対象を対象
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の組み合わせとして自然に表現できる．組み合わせ

方は，単なる和集合や共通部分をとることから，階

層的，再帰的なものまで可能である．

iii) 階層性. パラメータ空間とも考えられる部分断面を

他の図式で表現することにより，階層的な表現が可

能である．

iv) 再帰性. 再帰的に定義された構造を表現することが

できる．

v) 接地性. 常に基底表現との関係を含めて表現するた

め，セマンティクスを含めた情報を対象の表現の一

部として持つ．

最後に，図式と断面によって冪写像を表現することも

できることを付け加えておく．上述した部分集合の表現

は，空集合をその部分集合に送る冪写像と考えれば，冪

写像の表現の特殊な場合と考えることができる．特に，

任意のチューリング計算を表現可能である．

4.2 定義
次に，上で概要を述べた図式とその断面等を定義する．

4.2.1 図式と断面の定義
有限集合を，その要素の個数によって 1 = {0}, 2 =
{0, 1}, · · · , n = {0, 1, · · · , n − 1}のように表わす．上述の
ように，特に 2は 0を偽，1を真としてブール値の集合
も表わす．集合 X の部分集合全ての集合（冪集合）を

2X で表わす．集合 1から集合 X への写像で，0 ∈ 1を
x ∈ X に送るものを同じ文字 x : 1 → X で表わす．これ

を定数写像と呼ぶ．

定義 1. 添字集合 I によって添字付けられた集合族を

S = (S i)i∈I とする．集合族S の断面 sとはI によっ

て添字付けられた集合族 (si)i∈I で，全ての i ∈ I につ

いて si ⊂ S i を満たすものである．

集合族に属する集合のうちには集合として同じものが

複数含まれることもありうることを明確にするために添

字集合によって定義したが，以下では，この添字集合は

できるだけ使わず，S ∈ S のような集合論的記号を使用

する．集合族S = (S i)i∈I に含まれる集合 S = S i ∈ S

とS の断面 s = (si)i∈I について，s(S )は si を表わす．

このように，断面 s は S の各集合 S にその部分集合

s(S )を与える．
集合族S の断面すべての集合を Γ(S )で表わす．い
まT をS の部分族（T ⊂ S で書き表す）とするとき，

T の断面を S の部分断面と呼ぶ．sを S の断面とし

て，これを T に含まれる各集合 S ∈ T に s(S )を与え

るT の断面と考えたものを s|T で書き表し，sのT へ

の制限と呼ぶ．
T の断面 tについて，S の断面でT に制限したとき

tと一致するものの集合 {s ∈ Γ(S ) | s|T = t}を Γ(S | t)
で書き表す．

定義 2. 集合族S = (S i)i∈I，その部分族S ′，φ j : 2S →
2T , (S ,T ∈ S )の形の写像の族M = (φ j) j∈J の三つ組

(S ,S ′,M )を図式という．ここでI ,J は添字集合で

ある．

(S ,S ′,M )を図式とする．定義より，写像 φ ∈M は

φ : 2S → 2T , (S ,T ∈ S )の形だが，φに対してこの S , T

を与える写像を

dm : M → S

cdm : M → S

とする．つまり

φ : 2dm(φ) → 2cdm(φ)

が成り立つ．また，写像

out = dm−1 : S → 2M

in = cdm−1 : S → 2M

を定義する．つまり，すべての S ∈ S について

out(S ) = {φ ∈M | dm(φ) = S }
in(S ) = {φ ∈M | cdm(φ) = S }

である．

定義 3. 図式 (S ,S ′,M )の断面とは，集合族S の断面

sで，in(S ) , ∅であるような任意の S ∈ S について次

式を満たすものである．

S ∈ S \S ′ ならば s(S ) =
∩

φ ∈ in(S )

φ(s(dm(φ))) (1)

S ∈ S ′ ならば s(S ) =
∪

φ ∈ in(S )

φ(s(dm(φ))). (2)

図式 (S ,S ′,M )のS ′ は，集合族S に含まれる集

合のうち断面が (1)でなく (2)を満たすべき集合のなす
部分族である．つまり，その集合において断面の与える

部分集合が，入射する写像による断面の像の和集合であ

るか共通部分であるかを決める．

図式 (S ,S ′,M )の断面すべての集合をΓ(S ,S ′,M )
で書き表す．また，T ⊂ S および t ∈ Γ(T )について，

Γ(S ,S ′,M | t) = Γ(S ,S ′,M ) ∩ Γ(S | t)

と定義する．つまり，Γ(S ,S ′,M | t)は図式 (S ,S ′,M )
の断面のうち，S の部分族 T に制限すると tに一致す

るものの集合である．
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4.2.2 図式と断面の例
以上の定義を例で示すため，集合族

S = {1, X,Y,Z,W}

およびその部分族 S ′ = {W}と集合 W の元 w，そして

写像族

M = {w, φ, ψ, η, δ, κ}

を考える．ここで写像はそれぞれ

w : 21 → 2W , φ : 2Y → 2X , ψ : 2Z → 2Y ,

η : 2W → 2Y , δ : 2W → 2X , κ : 2X → 2W ,

のような写像である．上述のように，W の元 wについ

て同じ文字で定数写像を表わす．これらで定義される図

式 (S ,S ′,M )を，以下のように書き表す．

X(1)

κ

S3

Y(2)
φoo Z(3)

ψoo

W(4)
w/�

η

OO

δ

ee
(3)

矢印が点線になっているのは，冪集合間の写像（冪写

像）であることを表すためである．例えば，φは Y の各

部分集合を Xの部分集合に写像する．

本稿では断面は 1には常に 1そのものを与える．そ
こでこの図式における wのように，図式中では 1は省
略し，定数写像は入射する矢印のみで表わす．その像は

{w}である．
括弧をつけた添字は参照のためである．以下，文中で

は常に，S iはそのとき参照している図式中で (i)のつい
た集合を表わす．従って，例えば (3)の図式について話
しているときには，S 1 は集合 X を意味し S 2 は Y を意

味する．

矢印の先端には，普通の尖ったものと丸いものの二種

類ある．部分族S ′に属する集合に入る矢印は丸い先端

を持つ．上の例では S 4 = W でそうなっている．

この図式の断面 sについて，例えば

in(X) = {φ, δ},
dm(φ) = Y,

s(X) = φ(s(Y)) ∩ δ(s(W)),

s(W) = κ(s(X)) ∪ {w}

などが成り立つ．

4.2.3 図式と断面による表現
図式とその部分断面は，次の意味で対象を表現する．

定義 4. (S ,S ′,M )を図式，Xを集合族S に属する集

合，T を S の部分族, t を T の断面とする．ある対

象が基底表現で X の部分集合 Aによって表現されてい

るとする．このとき，もし (S ,S ′,M | t)に含まれる任
意の断面 sについて s(X) = Aが成り立ち，またそのよ

うな s が少なくとも一つ存在するならば，この対象は

(S ,S ′,M ,T , t, X)によって表現されるという．

ある X，T ，tが存在して (S ,S ′,M ,T , t, X)が対象
を表現するとき，その対象は図式 (S ,S ′,M )によって
表現されるという．

基底表現は，S = S ′ = T = {X},M = ∅, t(X) = Aと

する自明な表現と同一視することにより，図式とその部
分断面による表現の特殊な場合と考えることができる．

図式と部分断面により，冪写像を次のように表現する

ことができる．

定義 5. (S ,S ′,M )を図式，X,Y を集合族S に属する

集合，T をS の部分族とする．また tをT の断面で，X

の任意の部分集合 Aについて s(X) = Aを満たす断面 s ∈
Γ(S ,S ′,M | t) が存在するようなものとする．冪写像
φ : 2X → 2Y は，Γ(S ,S ′,M | t)に属するすべての断面
sが s(Y) = φ(s(X))を満たすとき，(S ,S ′,M ,T , t, X,Y)
によって表現されるという．

ある X,Y,T , tが存在して (S ,S ′,M ,T , t, X,Y)が φ :
2X → 2Y を表現するとき，その φは図式 (S ,S ′,M )に
よって表現されるという．

5 例
本節では図式と断面による表現の例をいくつか示す．

5.1 定義と記号
ここで，以下で使ういくつかの概念と記号をまとめて

定義する．

i) 任意の集合 X について，id : X → X は X 上の恒等

写像を，ω : X → 1は Xから 1への写像を表す．補
集合写像 cmpl : 2X → 2X は A ⊂ Xについて

cmpl(A) = cA = X \ A.

で定義される．

ii) 複数の写像 fi : X → Yi (i = 1, · · · , n)の積写像

f1 × · · · × fn : X → Y1 × · · · × Yn

は

( f1 × · · · × fn)(x) = ( f1(x), · · · , fn(x))
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で定義される．写像 f : X → Yと定数写像 z : 1→ Z

が与えられたとき， f と z ◦ ω : X → Z の積写像

f × (z ◦ ω) : X → Y × Z

を作ることができるが，この写像を省略して

f × z : X → Y × Z

とも書く．一般に，X → Yの形の写像と 1→ Zの形

の写像を積写像として混合した記号を同様に使う．

iii) 集合の直積 X1 × X2 × · · · × Xn に対して，写像

πi : X1 × X2 × · · · × Xn → Xi

は i番目の成分への射影を表す．射影の積写像につ

いては πi × π j : X1 × · · · × Xn → Xi × X j を πi j で，

πi × π j × πk を πi jk で表すなどの省略形を使う．

iv) 写像 f : X → Y について，同じ記号で冪集合間の

写像 f : 2X → 2Y を表す．これは A ⊂ X について

f (A) = { f (x) | x ∈ A} ⊂ Y で定義される．

v) 写像 f : X → Y について，逆像を与える写像 f −1 :
2Y → 2X は A ⊂ Y について f −1(A) = {x ∈ X | f (x) ∈
A} ⊂ X で定義される．また y ∈ Y について f −1(y)
は f −1({y})を意味することとする．

vi) 写像 f : X → Xについて，f 0は idを意味し，nが正

整数のとき f n は f を n回作用させる写像を，ある

いは iv)に従ってその冪写像 f n : 2X → 2X を意味す

る．nが負の整数のとき，f nは冪写像 f −1 : 2X → 2X

を −n回作用させた冪写像を意味する．

5.2 ユークリッド平面上の図形
最も簡単な例として，ユークリッド平面 X 上の円を

考える．X上の平行移動のなすベクトル空間を V とし，

(x, y) ∈ X × X を yから xへの平行移動 x − y に写す写
像を sub : X × X → V，また移動の距離を与える写像を

len : V → Rで表す．
次の図式を考える

R(1)
len−1

// V(2)

sub−1

��
X(3)

π2
−1

// X × X(4)
π1 // X(5)

(4)

これは次の要素を持つ図式 (S ,S ′,M )を表す．

S = (S 1, · · · , S 5), S ′ = ∅,

S 1 = R, S 2 = V, S 3 = S 5 = X, S 4 = X × X

M = (len−1 : 2S 1 → 2S 2 , sub−1 : 2S 2 → 2S 4 ,

π2
−1 : 2S 3 → 2S 4 , π1 : 2S 4 → 2S 5 ).

逆写像は −1 でわかるが，順方向の冪写像は元の写像

と同じ記号で表される．例えば (4)の π1が π1 : S 4 → S 5

ではなく π1 : 2S 4 → 2S 5 であることは，点線であること

で示される．

いま，T = {S 1, S 3}として，その断面 tを

t(S 1) = {r}, t(S 3) = {p}

で定義する．ここで，rは正の実数，pはユークリッド

平面 X 上の点とする．また，sを Γ(S ,S ′,M | t)に属
する断面とする．すると，(1)より

s(S 2) = len−1(s(S 1)) = len−1(t(S 1))

= len−1({r}) = {v ∈ V | len(v) = r},
s(S 4) = sub−1(s(S 2)) ∩ π2

−1(s(S 3))

= {(x, y) ∈ X × X | x − y ∈ s(S 2), y ∈ s(S 3)},
s(S 5) = {π1((x, y)) ∈ X | (x, y) ∈ s(S 4)}

= {x ∈ X | x − y ∈ s(S 2), y ∈ s(S 3)}

= {x ∈ X | len(x − p) = r}

となり，断面 s は完全に決定され s(S 5) は p を中心と

する半径 r の円周上の点の集合である．このように，

(S ,S ′,M ,T , t, S 5)は円周を表現する．
もし t(S 3) = {p, q}とすると，それは同じ半径 r を持

ち pと qを半径とする 2つの円周を表現する．このよ
うに，S 3 を円の中心の空間と考えることができる．ま

た代わりに t(S 1) = {r, t}とすれば，半径 rと tの同心円

を表現する．

図式を

R × X(1)
((len ◦ π1)×π2)−1

// V × X(2)

(sub×π2)−1

��
X × X(3)

π1 // X(4)

と変え，T = {S 1}として t ∈ Γ(T )を

t(S 1) = {(r1, p1), (r2, p2), · · · } (5)

で定義すれば，

s(S 2) = {(v, x) ∈ V × X | (len(v), x) ∈ t(S 1)},
s(S 3) = {(x, y) ∈ X × X | (x − y, y) ∈ s(S 2)},

s(S 4) = {x ∈ X | ∃y ∈ X, (len(x − y), y) ∈ t(S 1)},

より s(S 4)として (5)の半径と中心の組で指定される円
を得る．
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もう一つの例として，X上の直線は次の図式 (S ,S ′,M )
で表現される．

V(1)
π1
−1

// V × R(2)

sub−1 ◦mult

��
X(3)

π2
−1

// X × X(4)
π1 // X(5)

(6)

ここで，mult : V ×R→ V はベクトルをスカラー倍する

写像である．部分族をT = {S 1, S 3}とし，その断面 tを

t(S 1) = {v}, t(S 3) = {p},

で定義する．ここで pはユークリッド平面 X上の点，v

は V のベクトルである．sを Γ(S ,S ′,M | t)に属する
断面とすると，(1)より

s(S 2) = π1
−1({v}) = {(v, c) ∈ V × R | c ∈ R},

s(S 4) = sub−1(mult(s(S 2))) ∩ π2
−1({p})

= sub−1({cv ∈ V | c ∈ R}) ∩ π2
−1({p})

= {(x, p) ∈ X × X | ∃c ∈ R, x − p = cv},
s(S 5) = {x ∈ X | ∃c ∈ R, x − p = cv}

= {p + cv | c ∈ R}.

であるから，断面 sは一意に決まり，s(S 5)は pを通り

vに平行な向きをもつ直線上の点の集合である．

以上の例のように，図式と断面による表現は，空間の

基本的構造を与える写像を元に，個別のプリミティブを

定義することなく図形を表現できる．

5.3 再帰的表現
次の図式を考える．

V(1)
π2
−1

// X × V (2)

add
?�

X(3)
id _? X(4)

π1
−1

OO
(7)

ここで，add : X × V → Xはユークリッド平面 Xにおけ

る平行移動 (x, w) 7→ x + wである．

T = {S 1, S 3}をS の部分族としその断面 tを

t(S 1) = {v}, t(S 3) = {p}, (8)

で定義する．ここで pは X上の点，vは Vのベクトルで

ある．sを Γ(S ,S ′,M | t)に属する断面とすると，(1),
(2)より

s(S 2) = {(x, w) | x ∈ s(S 4), w ∈ s(S 1)},
s(S 4) = {p} ∪ {x + w | (x, w) ∈ s(S 2)}

= {p} ∪ {x + w | x ∈ s(S 4), w ∈ s(S 1)} (9)

を得る．(9)よりあきらかに

D = {p, p + v, p + 2v, p + 3v, · · · } ⊂ s(S 4)

である．つまり，s(S 4)は pで始まり vずつ移動した等

間隔の無限個の点の集合 Dを含む．ただしこれだけで

は断面は一意に決定されない．vによる平行移動で不変

な部分集合であれば何でもよいので，例えば s(S 4) = X

でも条件 (9)は満たす．
これを一意にするために，次の命題を使用する．

命題 1. 集合 S 上に関数 g : S → Nが定義されていると
し，S n = g

−1(n)として任意の i ∈ Nについて次式を満た
す写像 η : 2S → 2S を考える．

η(S i) ⊂ S i+1, η(S ) =
∞∪

n=0

η(S n).

このとき，もし S が S = S 0 ∪ η(S )を満たすならば，

S =
∞∪

n=0

ηn(S 0).

が成り立つ．

証明. n ∈ N, x ∈ S n+1 とする．n , mなら S n ∩ S m = ∅
だから，

i) x < S 0

ii) m , nならば x < η(S m) ⊂ S m+1 , S n+1

が成り立つ．従って

S = S 0 ∪ η(S ) = S 0 ∪
∞∪

n=0

η(S n).

より x ∈ η(S n)であることがわかる．よって S n+1 ⊂ η(S n)
である．一方，η(S n) ⊂ S n+1 より η(S n) = S n+1 を得る．

従って，

S n = η(S n−1) = η(η(S n−2)) = · · · = ηn(S 0)

である．よって

S =
∞∪

n=0

S n.

より命題が証明される． �

命題 1を使うために図式 (7)を

V(1)
π2
−1

// X × V × N(2)

φ

?�

X × N(3)
id _? X × N(4)

π13
−1

OO

π1 // X(5)

(10)
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に変更し，φ : X × V × N→ X × Nを次式で定義する．

φ((x, w, k)) = (x + w, k + 1)

また (8)で定義された断面 tを

t(S 1) = {v}, t(S 3) = {(p, 0)}.

に変更する．すると (9)は

s(S 4) =s(S 3) ∪ φ(s(S 2))

={(p, 0)}∪
{(x + w, k + 1) | (x, k) ∈ s(S 4), w ∈ s(S 1)} (11)

になる．ここで g : s(S 4) → N を g((x, k)) = k で，η :
2s(S 4) → 2s(S 4) を

η(A) = {(x + w, k + 1) | (x, k) ∈ A, w ∈ s(S 1)}.

で定義すると，gと ηは命題 1の条件を満たす．従って，
(11)と命題より

s(S 4) =
∞∪

n=0

η({(p, 0)})

= {(p, 0), (p + v, 1), (p + 2v, 2), (p + 3v, 3), · · · }

を得る．つまり Γ(S ,S ′,M | t)は s(S 5) = Dを満たす

断面 sのみを含み，Dは (S ,S ′,M ,T , t, S 5)で表現さ
れる．

また t(S 1) = {v,−v}とすれば

s(S 4) ={(p, 0)} ∪ {(x + v, k + 1) | (x, k) ∈ s(S 4)}

∪ {(x − v, k + 1) | (x, k) ∈ s(S 4)}

となり，従って

s(S 5) = {· · · , p−3v, p−2v, p−v, p, p+v, p+2v, p+3v, · · · }.

を得る．さらに，もし t(S 1) = {v,−v, u,−u}とすれば，一
般には図 3(a)のような格子状の点を得る．

5.4 階層的表現
図式 (4)と (10)を組み合わせた図式 (S ,S ′,M )を考
える：

V(1)
π2
−1

// X × V × N(2)

φ

?�

R(3)
len−1

// V(4)

sub−1

��
X × N(5)

id _? X × N(6)

π13
−1

OO

π1 // X(7)
π2
−1
// X × X(8)

π1 // X(9)

このうち，左半分は (10)と同じで，S 7 に格子状の点の

集合を与える．これが右半分 (4)の円の中心の空間であ
る．部分族 T = {S 1, S 3, S 5}とその断面

t(S 1) = {v,−v, u,−u}, t(S 3) = {r}, t(S 5) = {(p, 0)},

p
u

v

(a) (b) (c)

rp
u

v

u
p v

図 3: (a)再帰的に定義された格子点．(b)階層的に定義
された格子状に並ぶ円の集合． (d)階層的に定義された
直線群．

によって，(S ,S ′,M ,T , t, S 9)は図 3(b)のような格子
状に並ぶ円の集合を表現する．

同様に図式 (S ,S ′,M )：

V(1)
π2
−1

// X × V × N(2)

φ

?�

V(3)
π1
−1

// V × R(4)

sub−1 ◦mult

��
X × N(5)

id _? X × N(6)

π13
−1

OO

π1 // X(7)
π2
−1

// X × X(8)
π1 // X(9)

で部分族 T = {S 1, S 3, S 5}とその断面

t(S 1) = {v,−v}, t(S 3) = {u}, t(S 5) = {(p, 0)}.

を指定すれば，(S ,S ′,M ,T , t, S 9)は uに並行で点

{· · · , p − 3v, p − 2v, p − v, p, p + v, p + 2v, p + 3v, · · · }

を通る図 3(c)のような直線群を表現する．

5.5 疎密表現の組み合わせ
ここまでの例ではすべて疎な表現を紹介してきた．そ

のため，図式と断面による表現では直線や円のような規

則的で単純な対象しか表現できないという印象があるか

もしれないが，そうではない．単純に密なデータを持つ

には自明な表現を使えばよいのはもちろんだが，その両

極端の中間的な表現も可能である．つまり，規則的な部

分は疎な表現で，ランダムな部分は密な表現で表し，そ

れらを組み合わせることができる．組み合わせ方は，単

純な集合としての共通部分，和集合から，階層的，再帰

的な組み合わせまで，後で見るように任意の計算すなわ

ちアルゴリズムで表される組み合わせ方が可能である．

例えば，次の図式を考える．

V(1)
π2
−1

// X × V (2)

add
��

X(3)

π1
−1

;;

X(4)

任意の A ⊂ Vと B ⊂ Xをとって，t(S 1) = A, t(S 3) = Bで

あるような部分切断 tをとる．例えば Aに (10)による
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(a) (b) (c) (d)

図 4: (a)任意の部分集合 B．密な表現によるデータ．(b)
Bを規則的に並べた集合．(c) 任意のベクトルの集合 A

(d) Bを Aに従って並べた集合．

格子点，Bに図 4(a)のような任意の部分集合をとると，
図 4(b)のように，Bが格子状に繰り返された壁紙のよ

うな模様が得られる．また Aにも図 4(c)のような任意
の集合を使えば，図 4(d)のように任意の位置に Bが繰

り返された図形を得る．

このように，冒頭に述べたMDLのようなデータの規
則的な部分とその他の部分への分割を，図式とその断面

による表現は可能にする．

5.6 計算
次に，計算を含むいくつかの例を紹介する．

5.6.1 階乗
自然数の後継者写像を succ : N → Nで，積を与える
写像を mult : N × N → Nで表すことにする．次の図式
(S ,S ′,M )を考える．

N × N(1)
id _? N × N(2) φ� o

ここで φ = (π1 ×mult) ◦ ((succ ◦ π1) × π2)は

(n,m) 7→ (n + 1,m(n + 1))

で定義される写像である．T = {S 1}としてその断面 tを

t(S 1) = {(0, 1)}

で定義する．s を Γ(S ,S ′,M | t) に含まれる断面とす
ると，

s(S 2) = s(S 1) ∪ φ(s(S 2)) = {(0, 1)} ∪ φ(s(S 2)) (12)

を得る．関数 g : N ×N→ Nを g((n,m)) = nで定義する

と，gと φはあきらかに命題 1の条件を満たす．従って
(12)より

s(S 2) =
∞∪

n=0

φ({(0, 1)})

= {(0, 1), (1, 1), (2, 2), (3, 6), · · · , (n, n!), · · · } (13)

である．

したがって，Γ(S ,S ′,M | t)は s(S 1) = {(0, 1)}と (13)
で定義される断面 s のみを含み，(S ,S ′,M ,T , t, S 2)
はすべての自然数とその階乗の組の集合を表現する．

この図式を少し拡張して

N × N(1)
id _? N × N(2) φ� o

id
��

N(3)
π1
−1

// N × N(4)
π2 // N(5)

とすると，(S ,S ′,M ,T , t, S 3, S 5)によって自然数の階
乗を与える写像（の冪写像）が表現される．

5.6.2 フィボナッチ数
次の図式 (S ,S ′,M )を考える．

N+ × N+(1)
id _? N+ × N+(2)

φ

� o

π1 // N+(3)

ここでN+は正の自然数の集合，φ = π2×add，add : N+×
N+ → N+は加法関数である．従ってφ((n,m)) = (m, n+m)
が成り立つ．T = {S 1}としてその断面 tを t(S 1) = {(1, 1)}
で定義する．すると，もし s ∈ Γ(S ,S ′,M | t)なら

s(S 2) = {(1, 1)} ∪ φ(s(S 2))

が成り立つ．もし (n,m) ∈ s(S 2) が (1, 1) と異なれば，
(n,m) ∈ φ(s(S 2))であり，従って (m−n, n)が s(S 2)でなけ
ればならない．これもまた (1, 1)と異なれば (2n−m,m−n)
が s(S 2)に含まれなければならない．これを繰り返して
いくと，2成分の和は必ず減り，N+ が正の数しか含ま

ないことから，最後には (1, 1)になることがわかる．し
たがって

s(S 2) =
∞∪

n=0

φ({(1, 1)}) = {(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 5), · · · }

であり s(S 3) = {1, 1, 2, 3, 5, 8, · · · }，すなわちフィボナッ
チ数の集合を与える．

5.6.3 マンデルブロ集合
次の図式 (S ,S ′,M )を考える．

C × C × N(1)φ oO

π12 // C × C(2)
cmpl ◦ π1 // C(3)

C × C × N(4)

id

� _

C(5)

π2
−1

OO

ここで Cは複素数全体の集合であり，写像 φは

φ((c, z, k)) = (c, c + z2, k + 1)
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で定義されることとする．部分族 T = {S 4, S 5}の断面 t

を

t(S 4) = {(c, 0, 0) ∈ C × C × N | c ∈ C},
t(S 5) = {z ∈ C | |z| > 2}

で定義する．s を Γ(S ,S ′,M | t) に含まれる断面とす
ると，

s(S 1) = φ(s(S 1)) ∪ s(S 4)

= φ(s(S 1)) ∪ {(c, 0, 0) ∈ C × C × N | c ∈ C}.

写像 g : s(S 1)→ Nを g((c, z, k)) = kで定義すると，命

題 1より

s(S 1) =
∞∪

n=0

φ(s(S 4))

= {(c, zc
n, n) ∈ C × C × N | c ∈ C, n ∈ N}

である．ただし zc
n は zc

0 = 0，zc
n+1 = (zc

n)2 + cで定義さ

れる．

従って，Γ(S ,S ′,M | t)は次で定義される断面 sのみ

を含む．

s(S 1) = {(c, zc
n, n) ∈ C × C × N | c ∈ C, n ∈ N},

s(S 2) = {(c, zc
n) ∈ C × C | c ∈ C, n ∈ N, |zc

n| > 2},
s(S 3) = {c ∈ C | @n ∈ N, |zc

n| > 2},

s(S 4) = {(c, 0, 0) | c ∈ C},
s(S 5) = {z ∈ C | |z| > 2}.

マンデルブロ集合は zc
nが n→ ∞のとき発散しない複

素数 cの集合と定義されるが，zc
nはある n ∈ Nについて

|zc
n| > 2のとき，またそのときに限り発散することが知
られている．従って s(S 3)はマンデルブロ集合である．

6 情報計量
本節では，何らかの空間の部分集合として，つまり基

底表現で与えられた一般対象の情報計量を定義する．そ

の空間を特徴付ける構造写像の集合を与え，それに相対

的に計量を定義する．大雑把に言って，与えられた部分

集合を表現する最小の図式の大きさで情報量を計る．た

だしその図式は与えられた構造写像の組み合わせで作ら

れる写像のみを含むものに制限する．

6.1 写像から生成される図式
定義 6. M を写像の集合とする．M で生成される写像
の集合 ⟨M ⟩は次のように定義される．

a) M に含まれる写像，id，ω，および射影 πiは ⟨M ⟩に
含まれる．

b) 写像 f : X → Y, g : Y → Z が ⟨M ⟩に含まれれば，そ
の合成 g ◦ f : X → Z も ⟨M ⟩に含まれる．

c) 写像 fi : X → Yi (i = 1, · · · , n)が ⟨M ⟩に含まれれば，
その積写像 f1 × · · · × fn : X → Y1 × · · · × Ynも ⟨M ⟩に
含まれる．

任意の集合 Xとその元 xについて定数写像 x : 1→ X

が定義され，この文脈でM に含むことができることに

注意されたい．M が Xの元 xすべてについて x : 1→ X

を含むとき，X ⊂M と書く．

定義 7. M を写像の集合とする．M で生成される写像

の集合 ⟨M ⟩に含まれる写像 f のM に相対的な大きさ
| f |M は次のように定義される．

a) f がM に含まれるか，id，ω，または射影 πiである

ときは，| f |M = 1．

b) f が ⟨M ⟩に含まれる写像の合成あるいは積で定義さ
れるときは，| f |M は f を表す合成あるいは積の可能

なすべての組み合わせについて，その成分写像のM

に相対的な大きさの和の最小値をとり，それに 1を
加えたものとする．つまり， f ∈ ⟨M ⟩が

i) 合成で与えられるなら，

| f |M = 1 + min
g,h∈⟨M ⟩

f=g ◦ h

(|g|M + |h|M ),

ii) 積で与えられるなら

| f |M = 1 + min
f1,··· , fn∈⟨M ⟩
f= f1×···× fn

(| f1|M + · · · + | fn|M ).

定義 8. MS を写像の集合とする．図式 (S ,S ′,M )は
M の各写像が

a) ⟨MS⟩に含まれる写像 f : X → Yの冪写像 f : 2X → 2Y

であるか，

b) ⟨MS⟩に含まれる写像 f : X → Y の逆写像 f −1 : 2Y →
2X である

とき，MS によって生成されるという．

定義 9. MS を写像の集合とし，(S ,S ′,M )をMS に

よって生成される図式とする．M の写像 φのMSに相

対的な大きさ |φ|MS は，⟨MS⟩に含まれる φ = f または

φ = f −1である写像 f のMSに相対的な大きさによって

|φ|MS = | f |MS と定義される．
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円を表現する図式 (4)はMS = {len, sub}で生成され，
図式内の各写像はMSに相対的な大きさ 1を持つ．直線
を表現する図式 (6)は {sub,mult}によって生成される．

6.2 計量の定義
集合 X の部分集合 A ⊂ X に含まれる情報量を，固定

した構造写像の集合MS に相対的に定義する．そのた

め，A を表現する組み合わせ (S ,S ′,M ,T , t, X) で図
式 (S ,S ′,M )がMSにより生成されるものをすべて考

え，その中で図式中に現れる写像の大きさの和の最小値

をとる．しかし，何らかの制限をしないと，それだけで

はまだ不十分である．なぜなら，任意の A ⊂ XとMSに

ついて，S = T = {X},M = ∅,として tを t(X) = Aで

定義する自明な表現の存在のため，その最小値は常に 0
になるからである．

この問題に対処するため，部分断面で与えられる密な

データの情報量をシャノン情報量 [11]で測ってバラン
スをとる．

定義 10. Xを集合，Aをその部分集合，MSを写像の集

合とする．またP を確率空間の族，すなわち，可測集

合 Y とその上の確率測度 PY の組の族とする．Aを表現

する組み合わせ (S ,S ′,M ,T , t, X)で，

a) 図式 (S ,S ′,M )がMS により生成され，

b) T の各集合がP に含まれ，

c) 各 T ∈ T について t(T )が可測である

ものをすべて考える．AのMS とP に相対的な情報量

I(A |MS,P)とはその中における次式の最小値である．∑
φ∈M
|φ|MS −

∑
T∈T

log2 PT (t(T ))

この和が有限になるような図式および部分断面が存在し

ない場合は，I(A |MS,P) = ∞とする．

X 自体が確率空間で X ∈P である場合を考える．す

ると，自明な表現によって次の上界が得られる．

I(A |MS,P) ≤ − log2 PX(A).

一般に T に含まれる集合はパラメータ空間と考える

ことができる．定義 10は，データ中の規則性をアルゴ
リズム的に取り込む一方で，シャノン情報量のような対

象の確率集団についての情報量の定義を可能にする．つ

まり，コルモゴロフ複雑性とシャノン情報量の間を内挿

する．

しかし，本稿では以下，有限の情報を持つ個別の対象の

情報量に集中する．そのため，これ以降は，1上の確率測

度 P1を P1(∅) = 0, P1(1) = 1で定義して，I(A |MS,P)で
P = {1}である特殊な場合のみを扱う．つまり，T = {1}
を要求し，s1(1) = 1で定義される T の断面 s1 のみを

部分断面として使う．

定義 11. 情報計量 I(A |MS,P)でP = {1}と固定した
ものを情報計量 I(A |MS)とする．

例えば，円を表現する図式 (4) は次のように変更で
きる．

1(1)
r // R(2)

len−1
// V(3)

sub−1

��
1(4)

p // X(5)
π2
−1

// X × X(6)
π1 // X(7)

(14)

定数 r ∈ Rと p ∈ X は定数写像 r : 1 → Rと p : 1 → X

で置き換えることができる．このような場合には図式中

の 1を省略することを思い出すと，直線を表現する図式
(6)は次のようになる．

V(1)
π1
−1

//

v
��

V × R(2)

sub−1 ◦mult

��
X(3)

π2
−1

//

p
��

X × X(4)
π1 // X(5)

(15)

この図式はMS = {p, v, sub,mult}により生成される．た
だし，写像 sub−1 ◦multは本当は ⟨MS⟩に含まれない．し
かし一般に，φ : 2S → 2T と ψ : 2T → 2U が ⟨MS⟩に含ま
れる場合，常に S

ψ ◦φ // U を S
φ // T

ψ // U の

略記法と考えることにする．

このように，図 1や図 3に示したような図形が有限
の情報を持つように一般の情報量を定義することができ

る．円周 C の情報量は上界 I(C |{r, p, len, sub}) ≤ 6，直
線 Lの情報量は上界 I(L |{p, v, sub,mult}) ≤ 7を持つこと
が，(14)および (15)からわかる．
構造写像として与える写像としては，その空間および

関連する空間を特徴付けるものはすべて入れるべきであ

る．ユークリッド空間の場合には，それには len, sub,mult
およびすべての実数，ベクトル，ユークリッド空間上の

点などの定数関数が含まれる．従って，ユークリッド空

間の部分集合の情報量を計る場合に適当な構造写像は少

なくとも

ME = {len, sub,mult} ∪ X ∪ V ∪ R

を含む．

上述の円および直線の情報量の上界はこれによっても

変わらず，I(C |ME) ≤ 6, I(L |ME) ≤ 7である．
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また，定数写像をすべて含んだことにより，任意の有

限集合 A ⊂ X について，その情報量は Aに含まれる点

の数を上界に持つこともわかる．なぜなら，有限個の点

をそれぞれ与える定数写像を使えば表現できるからであ

る．もちろん，その有限集合に規則性があればさらに少

ない写像で表現できる可能性もある．

7 計算の表現
本節では，自然数を特徴付ける写像によって生成され

る図式によって，チューリング計算が可能であることを

示す．図式によって直接チューリングマシンを構成する

ことも可能 [6]だが，ここではより証明が簡単なため，
任意の帰納的部分関数が図式によって表現できることを

示す．

7.1 帰納的部分関数
まず，帰納的部分関数の標準的な定義を述べる [2]．記
号 f (x) = ↑は，部分関数 f の値が xについて定義されな

いことを意味する．また f (x) , ↑で部分関数 f の値が x

について定義されることを意味する．

定義 12. 部分関数 f1, · · · , fl : Nk ⇀ Nと g : Nl ⇀ Nか
ら次式で定義される部分関数 h : Nk ⇀ Nを作る操作を
合成という．

h(n1, · · · , nk) =g(m1, · · · ,ml) mi = fi(n1, · · · , nk) , ↑, 1 ≤ i ≤ l

↑ それ以外のとき.
(16)

定義 13. 部分関数 f : Nk ⇀ Nと g : Nk+2 ⇀ Nから次式
で定義される部分関数 h : Nk+1 ⇀ Nを作る操作を原始
帰納法という．

h(0, n1, · · · , nk) = f (n1, · · · , nk) (17)

h(m + 1, n1, · · · , nk) =g(p,m, n1, · · · , nk) p = h(m, n1, · · · , nk) , ↑
↑ それ以外のとき.

(18)

定義 14. 部分関数 f : Nk+1 ⇀ Nから次式で定義される
部分関数 g : Nk ⇀ Nを作る操作を最小化という．

g(n1, · · · , nk) =
y

f (x1, · · · , xn, y) = 0かつ ∀t < yについて

f (x1, · · · , xn, t) , ↑, f (x1, · · · , xn, t) , 0

↑ そのような yが存在しないとき.

(19)

定義 15. 基本関数とは，つぎのいずれかをいう．

i) 射影関数 πi : Nk → N,

ii) 後継者関数 succ : N→ N, succ(n) = n + 1,

iii) 零関数 zero : N→ N, zero(n) = 0.

定義 16. 帰納的部分関数とは，基本関数から出発して，
合成，原始帰納法，最小化の操作を有限回適用すること

によって得られる部分関数のことである．

7.2 図式による帰納的部分関数の表現
自然数を特徴付ける関数の集合をMN = {0, succ}で定
義する．ここで 0 : 1→ Nは 0(0) = 0で定義される定数
関数である．

定義 17. 部分関数 f : Nk ⇀ Nは，A ⊂ Nk に対して

φ f (A) = { f (n1, · · · , nk) | (n1, · · · , nk) ∈ A, f (n1, · · · , nk) , ↑}

で定義される冪写像 φ f : 2Nk → 2N が定義 5 の意味で
図式で表現されるとき，その図式によって表現されると

いう．

定理 1. 任意の帰納的部分関数はMNで生成される有限

な図式によって表現される．

技術的理由から，次で定義される意味で積と可換に表

現可能であることを証明する．

定義 18. 部分関数 f : Nk ⇀ Nは，それが図式で表現さ
れ，しかも任意の写像 r : Nk → Nl について

φ f×r(A) ={( f (n1, · · · , nk), r(n1, · · · , nk)) |
(n1, · · · , nk) ∈ A, f (n1, · · · , nk) , ↑} ⊂ N × Nl

で定義される冪写像 φ f×r : 2Nk → 2N×Nl
も図式で表現さ

れるとき，積と可換に図式で表現されるという．

証明. 任意の帰納的部分関数がMNで生成される図式に

よって積と可換に表現されることを示す．射影 πi : Nk →
Nは

Nk
πi // N

で表現される．また任意の写像 r : Nk → Nl に対して

φπi×r は

Nk
πi×r // N × Nl

で表現される．同様に，後継者関数 succ : N → Nも積
と可換に図式で表現される．定数関数 zero : N→ Nは

N ω // 1
0 // N
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で表現される．また任意の写像 r : N → Nl に対して

φzero×r は

N
(0 ◦ω)×r // N × Nl

で表現される．

あとは，合成，原始帰納法，最小化の操作に対応する

図式の作り方を以下の各補題で示す． �

補題 1 (合成). 部分関数 f1, · · · , fl : Nk ⇀ Nと g : Nl ⇀ N
がMN で生成される図式によって積と可換に表現され

るならば，(16)で定義されるそれらの合成 h : Nk ⇀ N
も同様である．

証明. 仮定から，i = 1, · · · , l について冪写像 φ fi×id :
2Nk → 2N×Nk

はMN で生成される図式によって表現さ

れる．MN で生成される次の図式を考える．

Nk
(1)

φ f1×id //

φ fl×id

''

N × Nk
(21)

((π1 ◦ π1)×π2)−1

((

...

N × Nk
(2l) ((πl ◦ π1)×π2)−1

// Nl × Nk
(3)

π1

��
N(5) Nl

(4)φg
oo

この図式の断面を sとすると，

s(S 2i ) = {( fi(x), x) | x ∈ s(S 1); fi(x) , ↑} , i = 1, · · · , l

s(S 3) = {(( f1(x), · · · , fl(x)), x) |
x ∈ s(S 1); f1(x) , ↑, · · · , fl(x) , ↑}

s(S 4) = {( f1(x), · · · , fl(x)) |

x ∈ s(S 1); f1(x) , ↑, · · · , fl(x) , ↑}
s(S 5) = {g( f1(x), · · · , fl(x)) | x ∈ s(S 1);

f1(x) , ↑, · · · , fl(x) , ↑, g( f1(x), · · · , fl(x)) , ↑}.

従って，hはこの図式で表現される．

同様に，任意の写像 r : Nk → Nmについて，φh×rは次

の図式で表現される．

Nk
φ f1×(id×r) //

φ fl×(id×r)

&&

N × Nk × Nm

((π1 ◦ π1)×π23)−1

((

...

N × Nk × Nm
((πl ◦ π1)×π23)−1

// Nl × Nk × Nm

π13

��
N × Nm Nl × Nm

φg×id
oo

�

補題 2 (原始帰納法). 部分関数 f : Nk ⇀ Nと g : Nk+2 ⇀

NがMN で生成される図式によって積と可換に表現さ

れるならば，(17)と (18)で定義される原始帰納法によっ
てそれらから得られる h : Nk+1 ⇀ Nも同様である．

証明. 次の図式を考える．

N × Nk
(1)

π23
−1

//

π2

��

N × N × Nk
(2)

π1 // N(3)

Nk
(4) φ f×0×id

_? N × N × Nk
(5)

id

OO

φg×(succ ◦ π2)×π3� o

この図式の断面を sとすると，

s(S 4) = {x | (m, x) ∈ s(S 1)}
s(S 5) ={( f (x), 0, x) | (m, x) ∈ s(S 1), f (x) , ↑}∪

{(g(p,m, x),m + 1, x) | (p,m, x) ∈ s(S 5), g(p,m, x) , ↑}
={( f (x), 0, x), (g( f (x), 0, x), 1, x),

(g(g( f (x), 0, x), 1, x), 2, x), · · · | (m, x) ∈ s(S 1)}

={(h(i, x), i, x) | i = 0, 1, · · · ; (m, x) ∈ s(S 1)}
s(S 2) ={(h(m, x),m, x) | (m, x) ∈ s(S 1); h(m, x) , ↑}
s(S 3) ={h(m, x) | (m, x) ∈ s(S 1); h(m, x) , ↑}.

従って，hはこの図式で表現される．

同様に，任意の写像 r : Nk → Nnについて，φh×r は次

の図式で表現される．

N × Nk
π23
−1

//

π2

��

N × N × Nk × Nn
π14 // N × Nn

Nk
φ f×0×id

_?

π34
−1 ◦ (id×r)

55

N × N × Nk

π123
−1

OO

φg×(succ ◦ π2)×π3� o

�

補題 3 (最小化). 部分関数 f : Nk+1 ⇀ NがMN で生成

される図式によって積と可換に表現されるならば，(19)
で定義される最小化によって得られる h : Nk ⇀ Nも同
様である．

証明. 次の図式を考える．

Nk
(1)

id×0

?�

Nk × N × N(2)

π1×(succ ◦ π2)
* 


N(3)

succ

O/
π3
−1

oo

succ ◦ 0

oO

Nk × N(4) φπ1×π2× f
// Nk × N × N(5)

id

OO

π23

��
N × N(6) π1

//
π2
−1 ◦ 0��

N(7)
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Nk

φid×0×r

?�

Nk × N × N × Nn

π1×(succ ◦ π2)×π4
( �

N succ� o
π3
−1

oo

succ ◦ 0

oO

Nk × N × Nn
φπ1×π2×( f ◦ π12)×π4

// Nk × N × N × Nn

id

OO

π234 // N × N × Nn π13 //

π2
−1 ◦ 0

��
N × Nn

図 5: 最小化を表現する図式．

この図式の断面を sとすると，

s(S 3) ={t ∈ N | t , 0}
s(S 2) ={(x,m, t) | (x,m, t) ∈ s(S 5), t , 0}
s(S 4) ={(x, 0) | x ∈ s(S 1)} ∪ {(x,m + 1) | (x,m, t) ∈ s(S 2)}

={(x, 0) | x ∈ s(S 1)}∪

{(x,m + 1) | (x,m, t) ∈ s(S 5), t , 0}
s(S 5) ={(x,m, f (x,m)) | (x,m) ∈ s(S 4); f (x,m) , ↑}

={(x, 0, f (x, 0)) | x ∈ s(S 1); f (x, 0) , ↑}
∪ {(x,m + 1, f (x,m + 1)) |

∃t , 0, (x,m, t) ∈ s(S 5); f (x,m + 1) , ↑}
={(x,m, f (x,m)) | x ∈ s(S 1); m ∈ N, f (x,m) , ↑;

f (x, t) , ↑, f (x, t) , 0, t = 0, · · · ,m − 1}

s(S 6) ={(m, f (x,m)) | x ∈ s(S 1),m ∈ N, f (x,m) , ↑,
f (x,m) = 0; f (x, t) , ↑, f (x, t) , 0, t = 0, · · · ,m − 1}

s(S 7) ={m |m ∈ N, ∃x ∈ s(S 1), f (x,m) , ↑, f (x,m) = 0;

f (x, t) , ↑, f (x, t) , 0, t = 0, · · · ,m − 1}

となり，hはこの図式で表現される．

同様に，任意の写像 r : Nk → Nnについて，φh×r は図

5に示した図式で表現される． �

7.3 文字列と自然数
帰納的部分関数は Nに値をとる関数であるが，コル
モゴロフ複雑性と前節で定義した情報計量を直接関係

づけるために，文字列の基底表現を定義する．以下は

2 = {0, 1}の元の有限列であるバイナリ文字列の場合だ
けを扱う．バイナリ文字列 σ ∈ 2∗ を N × Nの部分集合

σ̄ = {(i, σ[i]) | i = 0, 1, · · · , |σ| −1}∪ {(|σ|, 0), (|σ|, 1)} (20)

で表現することにする．ここで |σ|は σの長さを，σ[i]
はその i番目の文字を表す．

バイナリ文字列と自然数の間に以下のように一対一対

応をつける．

2 ∋ σ ↔ Nσ =

|σ|−1∑
i=0

2iσ[i] + 2|σ| − 1 (21)

つまり，次のような対応になる（ϵは長さ 0の文字列）：

ϵ ↔ 0, 0↔ 1, 1↔ 2, 00↔ 3,

10↔ 4, 01↔ 5, 11↔ 6, 000↔ 7,

100↔ 8, 010↔ 9, 110↔ 10, · · ·

以下では (20)のように N × Nの部分集合として表現
されたバイナリ文字列とそれに (21)で対応する自然数
を相互に変換するための図式を与える．

7.3.1 文字列→自然数
まず次の図式を考える．

N × N(1)
id _? N × N(2)

π1×(succ ◦ π2)
��

(0×id)−1
// N(3)

N × N(4)

((succ ◦ π1)×π2)−1

� _

(22)

断面 sについて

s(S 4) ={(n,m + 1) | (n,m) ∈ s(S 2)}
s(S 2) ={(n,m) | (n + 1,m) ∈ s(S 4)} ∪ s(S 1)

={(n,m) | (n + 1,m − 1) ∈ s(S 2)} ∪ s(S 1)

より，(n,m) ∈ s(S 1)ならば (n,m), (n−1,m+1), (n−2,m+
2), · · · , (0,m + n) ∈ s(S 2). よって

s(S 3) ={s | (0, s) ∈ s(S 2)}

={n + m | (n,m) ∈ s(S 1)}

となり，(22)は自然数の加法を表現することがわかる．
以下，この図式を addと書いて他の図式の一部に使う．
次に

N × N(1)
id //

(succ×1)−1

��
(succ×0)−1

��

N × N(2)

N(3)
succ×1 _?

id×0
_? N × N(4)

id

OO

((succ ◦ π1)×π2)−1� o

(23)
は断面 sについて

s(S 3) ={n | (n, 0), (n, 1) ∈ s(S 1)}
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s(S 4) ={(i, 0) | i = 0, · · · , n − 1; n ∈ s(S 3)}∪
{(i, 1) | i = 0, · · · , n; n ∈ s(S 3)}

s(S 2) =s(S 1) ∩ s(S 4)

を与える．よって，(20)のようにバイナリ文字列σを表

現したものを s(S 1) = σ̄とすると，

s(S 2) = {(i, σ[i]) | i = 0, 1, · · · , |σ| − 1} ∪ {(|σ|, 1)}

となる．図式 (23)の S 1 → S 2 で表される冪写像を φと

書くことにする．次に

N × N(1)
π121 _? N × N × N(2)

(π12×0)−1
//

(π12×(succ ◦ π3))−1

��

N × N(3)

N × N × N(4)

π1×(add ◦ π22)×π3

� _

(24)

は断面 sについて

s(S 4) ={(n,m, k) | (n,m, k + 1) ∈ s(S 2)}
s(S 2) ={(n, 2m, k) | (n,m, k + 1) ∈ s(S 2)}∪

{(n,m, n) | (n,m) ∈ s(S 1)}
s(S 3) ={(n, 2nm) | (n,m) ∈ s(S 1)}

を与える．図式 (24)の S 1 → S 3 で表される冪写像を ψ

と書くことにする．

最後に，図式

N × N(1)

(π1×0)−1
//

(π1×1)−1
//

ψ ◦φ
��

N × N(2)
π2 // N(3)

N × N(4)
π12
−1

// N × N × N(5)
succ×add _? N × N(6)

π13
−1

oo

((succ ◦ π1)×
(succ ◦ π2))−1

gg

(0,0)
4�

(25)

を考える．

断面 sについて s(S 1) = σ̄が (20)のようにバイナリ文
字列 σを基底表現したものとする．

kn =

n−1∑
i=0

2iσ[i]

とおくと，

s(S 4) ={(n, 2nσ[n]) | n = 0, 1, · · · , |σ| − 1} ∪ {(|σ|, 2|σ|)}
s(S 5) ={(n,m, k) | (n,m) ∈ s(S 4), (n, k) ∈ s(S 6)}
s(S 6) ={(n + 1,m + k) | (n,m, k) ∈ s(S 5)} ∪ {(0, 0)}

={(n, kn) | n = 0, · · · , |σ|} ∪ {(|σ| + 1, k|σ| + 2|σ|)}
s(S 2) ={(n,m)|(n + 1,m + 1)∈ s(S 6), (n, 0), (n, 1)∈ s(S 1)}

={(|σ|, k|σ| + 2|σ| − 1)}
s(S 4) ={k|σ| + 2|σ| − 1} = {Nσ}.

となり，図式 (25)はバイナリ文字列をそれに対応する
自然数に変換する．

7.3.2 自然数→文字列
逆に，次の図式を考える．

N(1)
succ×0×0 _? N × N × N(2)

π1×(succ ◦ π2)×π3//

π23
yy

(succ ◦ π1)×π3

yy

π23

��

π13

��

N × N × N(3)
((succ ◦ π1)×π23)−1

� �

N × N(4)

((succ ◦ π1)×π2)−1

��

N × N(5)

π1×0×
(succ ◦ π2)

� _

N(6)
π1
−1

oo

succ

O/

1

 j

N × N(7)

π2×1

W7

id _?

(0×id)−1

S3

N × N(8)

id

OO

N × N(9)

(0×id)−1

+ �

π2×0

?�

id� �

N(10) id×0
_? N × N(11)

(26)
断面を sとして s(S 1) = {N}とすると，

s(S 2) ={(N + 1, 0, 0)}∪
{(n,m + 1, k) | (n + 1,m, k) ∈ s(S 2)}∪

{(n, 0, k + 1) | (n, k) ∈ s(S 5)}

いま，(n, 0, k) ∈ s(S 2)として，第 3成分が kであると

ころだけを見ると

(n, 0, k), (n − 1, 1, k), · · · , (0, n, k) ∈ s(S 2)

である．もし nが偶数ならば (n/2, n/2, k) ∈ s(S 2)なので
(n/2, k) ∈ s(S 9)，奇数ならば ((n−1)/2, (n+1)/2, k) ∈ s(S 2)
より ((n + 1)/2, k) ∈ s(S 4), ((n − 1)/2, k) ∈ s(S 7)つまりど
ちらにしても (⌊n/2⌋, k) ∈ s(S 8)となる．そして ⌊n/2⌋ = 0
でない限り (⌊n/2⌋, k) ∈ s(S 5)，(⌊n/2⌋, 0, k + 1) ∈ s(S 2)と
なる．nが偶数で (n/2, k) ∈ s(S 9)なら (k, 0) ∈ s(S 11),奇
数で ((n − 1)/2, k) ∈ s(S 7)なら (k, 1) ∈ s(S 11)となる．こ
のように，

x0 = N + 1,

xk =

⌊ xk−1

2

⌋
,

yk = xk − 2xk+1

と定義すると

(0, y0), (1, y1), · · · , (M, yM) ∈ s(S 11)
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となる．ここで Mは N + 1 < 2M+1となる最小の自然数

である．また nの偶奇によって s(S 7)か s(S 9)が (0,M)
を含むから，M ∈ s(S 10)よって (M, 0) ∈ s(S 11).
特に (21)に従って N = Nσ なら M = |σ|で，

xk =

|σ|−1∑
i=k

2i−kσ[i] + 2|σ|−k,

yk = σ[k]

(k = 0, · · · , |σ| − 1)

 x|σ|+1 = 0

y|σ| = 1

より

(0, σ[0]), · · · , (|σ|−1, σ[|σ|−1]), (|σ|, 1), (|σ|, 0) ∈ s(S 11)

であり，σ̄ = s(S 11)となり，図式 (26)は自然数をそれに
対応するバイナリ文字列の規定表現に変換することがわ

かる．

7.4 コルモゴロフ複雑性との関係
チューリング計算可能な部分関数のクラスは，帰納的

部分関数のクラスに一致することが知られているから，

以上の結果より，任意のチューリングマシンを図式で表

現できることがわかる．チューリングマシンはバイナ

リ文字列からバイナリ文字列への部分関数を定義する．

以下，その部分関数をチューリングマシンと同じ文字で

表す．

定理 2. バイナリアルファベットを持つ任意のチューリ
ングマシン M について，MN で生成される有限の図式

(S ,S ′,M )とS に属する集合 S = N × Nおよび T =

N×Nが存在して，Mの定義するバイナリ文字列間の部

分関数を，(20)で表現された文字列間の冪写像 2S → 2T

として (S ,S ′,M , {1}, s1, S ,T )が表現する．

証明. 前項の結果より，バイナリ文字列と自然数の間の

一対一対応を与える双方向の写像を表現する，MNで生

成される有限の図式が存在する．この対応によって M

の定義するバイナリ文字列間の部分関数から得られる自

然数から自然数への部分関数は帰納的部分関数だから，

定理 1より，それを表現するMN で生成される有限の

図式が存在する． �

これから，第 6節で定義した情報計量が，MNに相対

的に定義されたときコルモゴロフ複雑性と同値であるこ

とが次のようにわかる．

定義 19. 万能チューリングマシン U についてのバイナ

リ文字列 σのコルモゴロフ複雑性は次式で定義される．

KU(σ) = min
p∈2∗,U(p)=σ

|p|.

定理 3. バイナリアルファベットを持つ任意の万能チュー
リングマシン U について，定数 cU ∈ Nが存在し，任意
のバイナリ文字列 σについて次式を満たす．

I(σ̄ |MN) ≤ 6KU(σ) + cU .

証明. 定理 2より，UをエミュレートするMNで生成さ

れる有限の図式 (S ,S ′,M )が存在する．またコルモゴ
ロフ複雑性の定義から，バイナリ文字列 pでU(p) = σお
よび |p| = KU(σ)を満たすものが存在する．S に属する

集合 S = N×Nと T = N×Nが存在し，Γ(S ,S ′,M | s1)
の任意の断面 sについて s(S ) = p̄なら s(T ) = σ̄を満た
す．この図式に

N(A,0)

0
��

succ // N(A,1)
succ // · · · succ // N(A,|p|)

をつけたし， i = 0, 1, · · · , |p| − 1について S A,iからの写

像の行き先を S にする：

N(A,i)
id×p[i]

_? N × N

ここで id × p[i] : N → N × Nは p[i] = 0なら写像 id × 0
を，また p[i] = 1なら写像 id × (succ ◦ 0)を表す．最後
に，S A,|p| から S への写像

N(A,|p|)
id×0 _?

id×1
_? N × N

を付け足す．すると，こうしてできた図式の断面 s は

s(S ) = p̄，したがって s(T ) = σ̄を満たす．
以上の図式の増設では，文字列 pの 1文字ごとに写像

succと id × p[i]が付け加えられる．succの大きさは 1，
id × (succ ◦ 0)の大きさは 5であるから，増設された図
式の大きさは最大でも 6|p| +定数である．文字列 σに

依存する部分はここで増設された部分だけであるから，

この図式の存在が定理の式を証明する． �

8 表現の計算
逆に，バイナリ文字列σについて，MNで生成される

有限な図式が σ̄を表現するならば，σを書き出して停

止するアルゴリズムが存在する．

Xをブール値変数，つまり 2 = {0, 1}に値をとる変数の
集合とする．通常の論理記号 ∧（AND）と ∨（OR）を，
1が真，0が偽を表すものとして使う．X への真理値割

当とは，Xの各変数に 0か 1を与える写像 f : X → 2の
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ことである．つまり Xへの真理値割当は 2X の元である．

Y ⊂ Xなら，Xへの真理値割当を Y に制限することによ

る自然な写像 2X → 2Y が存在する．ブール値変数の集

合 X 上の論理条件 χとは写像 χ : 2X → 2のことで，X

への真理値割当 f ∈ 2X が χ( f ) = 1を満たすとき， f は

χを満たすという．X 上の論理条件の集合 C について，

X への真理値割当 f が C に属するすべての論理条件を

満たすとき， f は Cを満たすという．

定理 4. MNで生成される任意の有限な図式 (S ,S ′,M )
で，(S , S ′, M , {1}, s1, S )があるバイナリ文字列 σに

対応する部分集合 σ̄ ⊂ S = N×Nを表現するものを入力
とし，σを出力して停止するアルゴリズムが存在する．

従って，任意の万能チューリングマシンUについて，定

数 dU , eU ∈ Nが存在して，任意のバイナリ文字列σ ∈ 2∗

について

KU(σ) ≤ dU I(σ̄ |MN) + eU

を満たす．

証明. 集合族 S に属する各集合 T の各元 t について，

ブール値変数 xt を定義する．また，S に属する各集合

T と各写像 φ ∈ in(T )と各元 t ∈ T について，ブール値変

数 y
φ
t を定義する．これらの変数の集合を Xとする．変

数 xtは tが断面に含まれるかどうかを表し，yφt は tが φ

による断面の像に含まれるかどうかを表す．X上の論理

条件の集合 C を，Γ(S ,S ′,M | s1)内の断面と C を満

たす X への真理値割当の間に一対一対応が成立するよ

うに定義する．そのため，Cには以下のものを加える．

i) 各写像 φ ∈M について:

a) φが f : U → T の冪写像 f : 2U → 2T ならば，

Cは各 t ∈ T \ f (U)について論理条件 y
φ
t = 0を，

また各 t ∈ f (U)について論理条件

y
φ
t =

∨
u∈ f −1(t)

xu.

を含む．

b) φが f : T → U の逆写像 f −1 : 2U → 2T ならば，

Cは各 t ∈ T について論理条件

y
φ
t = x f (t)

を含む．

ii) in(T ) , ∅を満たすS \S ′の各集合 T と各元 t ∈ T

について，Cは論理条件

xt =
∧

φ∈in(T )

y
φ
t .

を含む．

iii) in(T ) , ∅を満たす S ′ の各集合 T と各元 t ∈ T に

ついて，Cは論理条件

xt =
∨

φ∈in(T )

y
φ
t .

を含む．

iv) (S ,S ′,M , {1}, s1, S )に現れる 1の元 0に対応する
変数 x0 について，Cは論理条件 x0 = 1を含む．

以下の点に注意する：

• 各変数 x ∈ X について，それを左辺に持つ論理条

件を C は丁度一つ含む．これを特に χx と書くこ

とにする．

• Cに属する論理条件のうち論理積はすべて有限個

の変数のそれになっている．

• Xに含まれる変数は可算個である．後の使用のため，

Xに含まれる変数と自然数の一対一対応 ν : X → N
を固定する．

Xへの真理値割当 gについて，集合族S の断面 sgを，

各 T ∈ S , t ∈ T について

g(xt) = 1⇐⇒ t ∈ sg(T )

とすることで定義する．

すると，sg は gが C を満たすとき，またそのときに

限り Γ(S ,S ′,M | s1)に含まれることが，以下のように
わかる．

まず，gが C を満たすと仮定する．もし T ∈ S \S ′

ならば g(xt) =
∧
φ∈in(T ) g(yφt )であり，従って

t ∈ sg(T ) ⇔ g(xt) = 1 ⇔ ∀φ ∈ in(T ), g(yφt ) = 1 ⇔
∀φ ∈ in(T ), t ∈ φ(sg(dm(φ))) ⇔ t ∈

∩
φ∈in(T )

φ(sg(dm(φ)))

であり，断面の条件 (1)を満たす．もし T ∈ S ′ ならば

g(xt) =
∨
φ∈in(T ) g(yφt )であり，

t ∈ sg(T ) ⇔ g(xt) = 1 ⇔ ∃φ ∈ in(T ), g(yφt ) = 1 ⇔
∃φ ∈ in(T ), t ∈ φ(sg(dm(φ))) ⇔ t ∈

∪
φ∈in(T )

φ(sg(dm(φ)))

であり，断面の条件 (2)を満たす．以上と g(x0) = 1より
sg ∈ Γ(S ,S ′,M | s1)である．
逆に sg ∈ Γ(S ,S ′,M | s1)のとき，上の同値関係を逆
にたどれば gが Cを満たすことがわかる．

自然数 i ∈ N について X の部分集合 Xi を次で定義

する．

X0 = {x0},
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Xi+1 = Xi ∪ {x ∈ X | xは Xiによって強制される }.

ここで，変数 x ∈ X が X の部分集合 Y によって強制さ

れるとは，χx の右辺が論理和でその要素の少なくとも

一つが Y に含まれるか，χx の右辺が論理積でその要素

のすべてが Y に含まれることを意味する．X への真理

値割当 gが Cを満たすならば g(x0) = 1であり，定義に
より Xi に含まれるすべての変数 xについて g(x) = 1で
ある．

X上の関数 τを次のように定義する．

τ(x) =

i x ∈ Xi \ Xi−1のとき

∞ そのような iがない場合

すると，変数 x ∈ X について χx が x = ∧y j の形のとき

は，すべての y j が τ(y j) < τ(y) を満たし，少なくとも
一つの y j について τ(x) = τ(y j) + 1である．また χx が

x = ∨y j の形のときは，τ(x) = miny j τ(y j) + 1である．
次に，τを使って Xへの真理値割当 hを次のように定

義する．

h(x) = 1 ⇐⇒ τ(x) < ∞.

すると hは Cを満たす．

これを示すために，論理条件 χ ∈ Cが hに満たされな

いと仮定する．

i) もし χが x = ∧y jの形ならば右辺の y jは有限個であ

り，a) h(x) = 1かつある y j について h(y j) = 0であ
るか，または b) h(x) = 0かつすべての y j について

h(y j) = 1である．しかし hの定義によってこれらは

どちらも不可能である．実際，もしある y jについて

h(y j) = 0ならば τ(y j) = ∞であり，従って τ(x) = ∞
であるし，もしすべての y jについて τ(y j) < ∞なら
ば τ(y j)の最大値を kとして y j はすべて Xk に含ま

れるから，τ(x) = k + 1である．

ii) もし χが x = ∨y jの形ならば a) h(x) = 1かつすべて
の y jについて h(y j) = 0であるか，または b) h(x) = 0
かつある y jについて h(y j) = 1である．これらも不
可能である．もしすべての y jについて h(y j) = 0な
ら τ(y j) = ∞より τ(x) = ∞であるし，もしある y jに

ついて h(y j) = 1なら τ(y j) < ∞より τ(x) ≤ τ(y j)+ 1
である．

τ(x) < ∞を満たす任意の x ∈ X について，Xτ(x) の有

限部分集合 Yx を次のように定義する．

x ∈ Yx,

y ∈ Yx, χy = “y = ∧y j” ⇒ ∀y j ∈ Yx,

y ∈ Yx, χy = “y = ∨y j” ⇒

arg min
y j

τ(y j)+1=τ(y)

ν(y j)

 ∈ Yx.

C に現れる論理積は有限個の変数についてのものであ

るため，既に Yx 内にある変数 yについて，各ルールは

たかだか有限個の変数 y jしか Yxに加えない．また新し

く加えられる y j は τ(y j) < τ(y)を満たす．これは χy が

y = ∨y j の形のときは上のルールより，また y = ∧y j の

形のときは τの定義の直後に書いたことからわかる．以

上から，Yx は有限個の変数しか含まない．

今，Y i
x = Yx∩Xiと書いて y ∈ Y i

xとする．χyが y = ∨y j

の形のときは y j のうち一つは Y i−1
x に含まれる．また

y = ∧y jの形のときは y jのすべてが Y i−1
x に含まれる．し

たがって，i = 1, · · · , τ(x)について Y i
xの各変数は Y i−1

x に

よって強制される．

次のアルゴリズムを考える．

IsOne(x)
1 for each拡大する有限な Z ⊂ X, s. t. x0, x ∈ Z

2 Z0 ← {x0}
3 for i = 1, 2, · · ·
4 Zi ← Zi−1

5 for each z ∈ Z

6 zが Zi−1 に強制されるなら

zを Zi に加える

7 until Zi = Zi−1

8 untilある iについて x ∈ Zi

1行目においては，部分集合 Zが拡大し，Xの各変数が

いつかは Z に含まれるようにすればよいが，具体的に

は Z = {x0, x}からはじめて，以後 k 回目のループでは

ν−1(k)を加えることにすればよい．
まず Zi ⊂ Xi であるから，IsOne(x)が有限ステップで

停止するならば x ∈ Xi であり τ(x) < ∞.
逆に τ(x) < ∞とする．Yx は有限だから，いつかは 2

行目の時点で Yx ⊂ Z となる．そのとき，各 iについて

Y i
xの各変数は Y i−1

x によって強制されることから Y i
x ⊂ Zi

であり，従って x ∈ Zτ(x) より IsOne(x)は有限ステップ
で停止する．

さて，σ̄ ⊂ S = N × Nが (S , S ′, M , {1}, s1, S )で表
現されるから，Γ(S ,S ′,M | s1)に属する任意の断面 s

は s(S ) = σ̄を満たす．真理値割当 hは C を満たすから

sh(S ) = σ̄であり，sh の定義から hは任意の t ∈ S につ

いて

h(xt) = 1 ⇐⇒ t ∈ σ̄

を満たす．これは，(i, b) ∈ S について，(i, b) ∈ σ̄である
とき，またそのときに限り τ(x(i,b)) < ∞であることを意
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味する．

次のアルゴリズムを考える．

1 入力：(S ,S ′,M , {1}, s1, S )を符号化したもの
2 ρを文字列変数とし空列で初期化

3 for i = 0, 1, · · ·
4 IsOne(xt)を

プロセス 0: t = (i, 0)
プロセス 1: t = (i, 1)

また i > 0のときは
プロセス 2: t = (i − 1, 1 − ρ[i − 1])

について並列に実行

5 untilプロセスのどれか一つが停止する
6 if i > 0でプロセス 2が停止
7 then ρ[i − 1]をポップして ρを返し停止

8 else ifプロセス０が停止
9 then ρ[i]← 0

10 else ifプロセス 1が停止
11 then ρ[i]← 1

i = 0, 1, · · · , |σ| − 1のとき，プロセス σ[i]は有限ステッ
プで停止するが他のプロセスは停止しない．i = |σ|のと
きプロセス 0かプロセス 1のどちらかが先に停止する．
i = |σ| + 1のとき，プロセス 2だけが停止する．このよ
うに，アルゴリズムは常に停止し σを返す．

最後に，(S ,S ′,M )の大きさが I(σ̄ |MN)であるとす
る．任意の万能チューリングマシン U について，U で

上のアルゴリズムを実行すれば σを出力する．データ

(S ,S ′,M , {1}, s1, S ) は長さがたかだか I(σ̄ |MN) の定
数倍の文字列で符号化できるから，σに依存しない定数

dU , eU ∈ Nが存在して

KU(σ) ≤ dU I(σ̄ |MN) + eU

を満たす． �

定理 3と定理 4から，I(σ̄ |MN)はコルモゴロフ複雑
性 KU(σ)と同値であるといえる．

9 むすび
本稿では，パターン一般の自動発見を目指して，一般

にパターンとは何かを考え，任意の空間内でその空間に

おける規則性あるいは構造を規定する写像によって直接

定義された，計算と情報量の概念について紹介した．特

に，情報，計算，アルゴリズムといった概念が符号化さ

れてからでないと形式的に定義されないことからくる二

つの問題点を，記号列への符号化を必ずしも伴わない情

報の表現を使うことにより克服できることを示した．

第一の問題点は符号化の自然さの問題である．これは，

対象を符号化してからそこにアルゴリズム的な規則性を

探すと，規則性の基礎になる対象間の関係が符号化され

ていないために対象の構造を見つけられない場合や，逆

に，符号化が変われば意味のなくなる，符号化から生じ

た偽の構造を見つけてしまう問題である．本稿で紹介し

た表現では，対象の持つ規則性の基礎となる構造を特徴

付ける写像の組を指定し，それらによって直接計算を定

義することにより，対象の空間にある構造を捉え，また

符号化から生じる偽の規則性を避けることができる．

第二の問題点は，符号化により情報のボトルネックが

生じ，抽象的なレベルでも記号列全体の集合より大き

な集合が扱えない問題である．結果として有限の情報を

持つ対象であっても，そのような大きな集合に埋め込ま

れている場合は，アルゴリズムによる圧縮が符号化後に

しか定義されなければ定義することができないが，符号

化することなく，対象を直接アルゴリズムによる表現に

よって圧縮することを可能にすることにより，これらの

対象を定義できる．

本稿で紹介した表現は写像も表現できる．それは対象

の空間の構造を表す写像（構造写像）の集合に相対的に

定義されるが，その集合を自然数を特徴付ける写像の集

合（0を与える定数写像と，次の自然数を与える後継者
写像）としたとき，それで表現される写像はチューリン

グ計算に一致する．

またこの表現の大きさによって，一般の空間における

情報量が構造写像に相対的に定義され，これも自然数を

特徴付ける写像の集合について定義されるとき，コルモ

ゴロフ複雑性と同値である．この情報量を使って，有限

集合の場合はその要素数に比して小さい情報量を持つ場

合，無限集合の場合は有限の情報量を持つ場合，パター

ンを持つといえるのではないかと思われる．

また本稿で定義した情報量は，データ中の規則性をア

ルゴリズム的に取り込む一方で，シャノン情報量のよう

な対象の確率集団についての情報量の定義をも可能に

し，その場合，確率的情報量とアルゴリズム情報量の間

を内挿して最も小さくなる値を情報量として与えると考

えられる．

ここで与えた表現は，チューリング計算を一般の空間

にその構造だけを使って埋め込む方法と考えることがで

きる．その定義が非常に少ない構成要素しか導入しない

ことから，ここで定義した表現と情報計量が一般の空間

におけるチューリング計算とコルモゴロフ複雑性の一般

化である，あるいは逆にチューリング計算とコルモゴロ

フ複雑性はここで定義した表現と情報計量を自然数に適

用した特殊な場合であるという主張は，一定の説得力を
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持つのではないかと思われる．もちろんそれがどのよう

な意味であるか，本質的に計算として拡張になっている

かどうかについては，さらに精密な議論が必要である．
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概要: 近年，顔画像認識技術が急速に実用化してきた．その代表的な応用と

して，広く普及されたのは顔検出機能を搭載したデジタルカメラやビデオカ

メラである．その他にセキュリティ分野における顔認識技術の応用や，自動

マーケティングにおける性別年齢推定技術の応用なども実用化されている．

これらの技術の実現には機械学習がなくてはならない重要な役割を果たして

いる．本稿では，主に顔検出の開発を事例として，どのように機械学習技術

を応用し，そしてどのようにこれらの技術が実応用されているかを紹介する． 

Keywords: 顔検出，人体検出，SGF 特徴量，AdaBoost，Real AdaBoost 
 
 
1   はじめに 
デジタルカメラやビデオカメラに顔検出，顔認識の機

能が搭載され，身近に最先端のパターン認識技術の恩恵

を受けることにできるようになった．これが可能になっ

たのは，ハードウェアの進歩による面もあるが，機械学

習の理論と技術の発展によって，大量データによる学習

が可能になり，性能的，速度的に実用的なアルゴリズム

が実現できたお陰だと言っても過言ではない． 
本稿では，顔画像処理の実応用の現状を簡単に紹介し

てから，主に顔検出技術の実用化に際して，実施したい

くつかの改良と機械学習を行う際の工夫について説明す

る． 
 

2   顔画像処理技術の概況 
近年，顔検出や顔認識などの技術がリアルタイム

で実現できるようになったことで，顔画像処理の応

用分野が急速に広がっている． 図 1に，主な要素技

術とそれらを応用したアプリケーションの例を示す．  

顔属性推定顔属性推定

自動マーケティング調査

表情認識表情認識

笑顔シャッター

顔状態推定顔状態推定

ドライバーモニター

顔検出顔検出

顔による
オートフォーカス

顔顔認識認識

•セキュリティ
•アルバム検索

顔器官検出顔器官検出

•顔サイズ正規化
•赤目補正

逆光

逆光

２０代，女性２０代，女性

 
図 1 顔画像処理技術の要素技術例 

 
顔画像処理の主な応用分野として，次のようなも

のがあげられる： 
1) デジタル機器分野 
写真やビデオの画質向上に繋がる応用を目的とし

て，デジタルカメラ，ビデオカメラのオートフォ

ーカスやプリンタ，写真現像機などにおける自動

補正機能が実用化されている．また, PC や携帯電

話などにおける個人認証や映像インデクシング，

写真整理などに応用されている. 
2) エンタテインメント分野 
顔写真を楽しむためのサービスも多い．写真シー

ル機の写真画質向上，顔写真による占いサービス

や写真変装サービスが若年層を中心に使われてい

る．また携帯型ゲーム機器にも顔画像処理が導入

されている. 
3) 車載分野 
顔画像処理によってわき見や居眠りを検出するド

ライバーモニターが搭載された事例がある． *企画セッション 「広がる機械学習応用のフロンティア」 

†オムロン株式会社, コアテクノロジーセンタ  
〒610-0283 木津川市木津川台 9-1, tel. 0774-74-2891,  
e-mail: lao_shihong@omron.co.jp, OMRON Corp. 

4) セキュリティ分野 
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駅，空港，商業施設などでの不審者検出，出入国

管理，施設へのアクセスコントロールなどの分野

で顔認識技術が実用化されている． 
 

3   顔検出技術 
顔画像処理の中で，最も基本的で，重要な技術と

して顔検出技術が上げられる．デジタル写真や映像

が急速に普及している中で，顔検出技術の役割がま

すます重要になってきた． 例えば，コンピュータで

顔認識を行う場合は画像の中からどこに顔があるか

をまず検出する必要がある．特にデジタルカメラに

おける顔オートフォーカスや顔オートアイリスには

カメラに搭載でき，リアルタイム処理できる顔検出

技術が必要である． 
 

3.1 顔検出の課題 
3.1.1 顔検出の難しさ 

コンピュータで顔をロバストに検出する難しさは

顔の多様性に由来する．人には個人差があり，性別，

年齢，人種などの違いによって，顔の見た目はかな

り違う．また，同じ人の顔でも，顔の向き，照明環

境と表情によっても見え方が違う．実アプリケーシ

ョンの場合，顔の大きさ，回転角度も変化している

ことが多いので，さらに複雑になる（図 2）． 

向き向き

眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡

照明照明照明照明

表情表情表情表情

 
図 2 顔の多様性 

3.1.2 従来の顔検出技術とその課題 
人はまったく努力せずに，自然に顔を見つけるこ

とができる．しかしながら，コンピュータで顔を検

出するには画像の中で順番に領域を切り出して，そ

の領域が顔かどうかを判定することによって顔の位

置を特定する(図 3)．そのため，膨大な数の領域の判

別が必要となり，高速な判別器が重要になる． 
90 年後半 CMU の Rowley らが開発したニューラル

ネットワークによる顔検出技術は学習技術を使った

顔検出のフレームワークを確立し，当時は最も性能

の良い顔検出技術として知られていたが，計算速度

に関しては実時間処理には及ばなかった． 

小さい顔検出

領域切出し

大きい顔検出

顔

非顔

顔・非顔
を判定

 
図 3 領域切り出して顔かどうかを逐一判別する

ことで顔を検出する方法 

2001 年ごろ，ViolaとJones[1]が高速に顔検出を行

う手法を提案し，実時間での顔検出を可能にした．

この手法は近年最も脚光を浴びたパターン認識手法

の一つである．従来の顔識別器は入力された画像が

どんなものであってもすべて同じ処理を行って顔か

どうかを判別する．彼らは画像の中の多くの部分は

顔ではなく，ほとんどの領域は明らかに顔に似てな

いことに注目し，これらの領域においてはより単純

な計算で高速に顔ではないと判断できることを巧妙

に利用して高速化を実現した． 
彼らの方法には 3 つ重要な貢献がある： 
1. 積分画像を用いて，単純で解像度に関係なく高

速演算できる Haar-like の特徴量を導入した． 
2. AdaBoost アルゴリズムを導入して上述した高速

に計算できる特徴量を使った弱判別器を選定し，

線形結合で強判別器を構築する方法を提案した．

弱判別器は単純な閾値演算でバイナリの出力を

決める． 
3. 計算量の少ない判別器と計算量の多い判別器を

直列に順番につなぐ構造の顔検出器を提案した．

計算量の少ない識別器で非顔と判断された場合

は途中で計算を打ち切ることで，画像の中で大

部分の領域での計算を減らし，高速な顔検出を

実現した． 
ViolaとJonesが提案したHaar-likeの特徴量は矩形の

中の領域の平均輝度差である（図 4 に白い領域と黒

い領域との平均輝度差）．ViolaとJonesは 4 種類の

Haar-likeの矩形特徴量を提案している．これらの特

徴量の良いところは領域の大きさによらず，任意領

域の平均輝度値は積分画像を使って 3 回の足し算，

引き算と 1 回の割り算で高速に計算できることであ

る（図 5）．ここで，積分画像の画素S(x, y)と元画像

の画素I(i, j)の関係は次のように定義される： 
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図 4 Viola と Jones が提案した 4 種類の Haar-like

の特徴量，隣接する白い矩形領域の平均輝度と黒い

矩形領域の平均輝度の差で表す 

D

積分画像

A B

C
a b

c d
D

積分画像

A B

C
a b

c d

 
図 5 元画像中のある領域の輝度合計を矩形の大

きさによらず 3 回の加減算だけで求めることができ

る （D=d-c-b+a） 

Viola らの手法は非常に高速で，画期的であったが，

正面顔以外，横顔も対応する必要がある場合，性能

的，速度的に不十分であった．実アプリケーション

に応用すると，更なる高速化や検出性能の向上とハ

ードウェア化しやすくするためのメモリ使用量の削

減などが要求される． 
3.2 実用化に向けた顔検出の改良 

実アプリケーションにおいて，顔検出に対して，

以下のようなニーズがある： 
・写真印刷で逆光や白とびの顔の輝度を自動補正

する場合，カメラの持ち方などによって，顔が上向

きとは限らないため，回転した顔をも検出する必要

がある． 
・顔の向きは正面だけでなく，横顔の対応も必要． 
・組み込み機器に搭載するためにはプログラムの

ROM と RAM の使用量を削減する必要がある． 
これらのニーズに答えるために，特徴量，学習ア

ルゴリズム，検出器の構造に対して改良を加えてい

る． 
3.2.1 特徴量の改良 

筆者のグループでは，Haar-likeの特徴量よりもよ

り高速に計算でき，しかも識別能力が高い“SGF特
徴量”（Sparse Granular Feature）を提案している[2]． 

}1,1{),,,;()( +−∈= ∑ ii
i

i syxgF αα ππ  

ここで， は入力画像の濃淡データ，

はGranule“粒子”でx,yは位置，sはサイズを表すパ

ラメータ（

π ),,;( syxgi π

 

図 6図 7）である．ｇはその領域の平均輝度とし，元

画像をスケール 1/2sに縮小した画像をあらかじめ生

成しておけば，各粒子ｇの値は直接各 1/2sに縮小し

た画像の画素値から得られるため，計算量が少ない． 
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図 6 SGF 特徴量(Sparse Granular Feature)の概念 

 
図 7 学習した結合粒子特徴量の例 黒はα＝-1，

白はα＝１を示す 
このような SGF 特徴量は速度的にも性能的にも優

れていることが実証できている．また，計算が単純

なため，ハードウェアでの実現がしやすいメリット

がある． 
3.2.2 学習アルゴリズムの改良 
ブースティングアルゴリズムは複数の判別能力の

低い弱判別器hを組合わせてより性能の高い強判別器

Hを構成する方法である．AdaBoostは適応型の学習

法で，弱判別器を組合わせる方法を問題に適応して

決める．ViolaとJonesがAdaBoostを最初に顔検出に適

用し，優れた学習能力があることを示した．但し，

ViolaとJonesの顔検出アルゴリズムの場合，弱判別器

の出力は閾値処理によってバイナリの値を出力する

タイプのもので，顔と非顔の弱判別器における入力

データの分布がそれぞれ分かれた場合には有効であ

るが，そうでない場合は弱判別器の識別能力が落ち

る弱点がある（図 8にそのイメージ図を示す）．し

かしながら，実際の弱判別器の入力データの分布は

複雑なものが多いため（図 9），そこに改善の余地

があった． 
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図 8 弱判別器の閾値によるバイナリな判別 

 
図 9 弱判別器の比較例，バイナリの出力の場合

は誤差が大きい 

より判別能力の高い弱判別器として，出力値を実

数で表せるものを提案した．これは計算上の利便性

を考え，Parewise Function（ロックアップテーブル）

によって実装した図 10）．ここで，W+1 とW-1はそ

れぞれ顔と非顔の分布で，ヒストグラムで表す．こ

こで，Real AdaBoostを使って学習を行うことができ

る． 

 
図 10 顔らしさを実数で出力する弱判別器 

Real AdaBoost は Schapire と Singer によって提案さ

れたもので，サンプル空間 X から 2 値の予測でなく，

確信度に関する実数の空間 R へ射影する判別器の学

習アルゴリズムである. 
以下，Real Adaboost を使って学習を行う時に，計

算上の利便性を考慮して，学習した出力は等間隔に

分けた入力空間における実数型のテーブルとする．

仮に特徴量 f が[0, 1]に正規化したものとし，この領

域を n 個のビンに分割する． 
binj = [(j-1)/n, j/n], j = 1,…,n                    

 
そして，弱判別器は次のように定義できる： 
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実験の結果，Real Adaboost 学習アルゴリズムは離

散 Adaboost よりすぐれた性能が得られることがわか

った．特に最初の数層のカスケードにおいて，少な

い弱判別器しか使用してないため，Real Adaboost の
ほうがより正確な確信度を出力できる． 
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SGF 特徴量の場合，可能な形の特徴量の探索空間

非常に広いため，ヒューリスティックな探索手法を

導入する必要がある．特徴量の探索はローカルサー

チを行い，以下の 3 つの Expansion operator を使う： 
1. Remove a granule：SGF の中の一部を外す 
2. Add a granule：SGF の中に一部を足す 
3. Refine：SGF の相対位置を調整する 
その他，初期のSGFの選び方などにの内容に関し

ては参考文献[2]をご参照ください． 

 
図 11 SGF のローカルサーチ 

3.2.3 学習データの整備 
 高性能な識別器を構築するために，最も性能に影

響するのは学習データの質である．我々は長年学習

データの充実化を図ってきた．例えば，顔の向きに

対応するためには同時に 80 種類の異なる顔向きのデ

ータを採取するためのマルチカメラ顔画像データ収

集装置を作成した（図 12）． 
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図 14に顔検出の検出例を示す． 
 

3.3 ハードウェアによる実現 
デジタルカメラで顔検出を行う場合，速度が非常に

重要になる．そのため，リアルタイムでの検出を可

能にするハードウェアでの実装が必要になる．いか

に少ないゲート数で高速な検出器を実装できるかは

ハードウェア設計者の腕の見せ所と言える．設計に

おいて，重要なポイントは２つある： 
1． 大量演算処理の並列化 
データを分割して並列処理するか，識別の演算

を分解して並列処理するかを最適に行う． 
2． メモリアクセスの効率化 
並列処理と同時に考慮する必要があるのはメモ

リアクセスの効率化．回路規模を減らすために

は内部で使うメモリを最小限にすることが有効

で，共有メモリを設けるのが良いが，そのアク

セスのタイミングを上手に設計しないと他の処

理のメモリアクセスとバッティングしてしまう

ことが起こり，計算速度の低下を招くことがあ

る． 図 12 マルチアングルの顔データ採取装置 
 

4   人体検出の実現に向けて  また，収集されたデータに顔や顔器官の正解点位

置情報を入力するためには，コストの安い中国での

データ入力を実施した． I顔検出よりも難しいのは人体の検出である．それは

顔よりも人体の見え方の変化の幅がより広いからである．  
3.2.4 顔の回転角，向きの対応 現在人体検出の研究開発がまだ模索中で，顔検出のフ

レームワークが人体検出にも有効であることが確認でき

た．顔と違って，人体の場合，内部の模様が服装によっ

て変化するため，安定した特徴抽出が難しい．そのため，

人体の輪郭の特徴を如何に検出できるかがキーポイント

になる．図 15に人体の輪郭情報を検出するための特徴

量の例を示す．このような特徴量を機械学習のアルゴリ

ズムを通して，人体の検出器を学習することができる．

図 16に人体検出の結果の例を示す．

全方向の顔検出を実現するために，顔の回転角，

と顔の向き（正面顔，半横顔，横顔）への対応はそ

れぞれの検出器を用意することで対応している．顔

の向きが 5 方向，顔の回転角が 12 方向を用意する必

要があって，合計 60 個の検出器を使っている（図 
13）． 

 

 
図 13 全方向対応顔検出器 
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図 14 顔検出の結果例 

 
図 15 人体検出のために開発した勾配情報を扱う SGF 

 

 
図 16  人体検出の結果例

5   まとめ 
 顔検出と人体検出の開発において，機械学習が極

めて重要である．実用化においては速度の向上プロ

グラムサイズ及び実行時メモリ使用量の削減も重要

な課題になる．顔検出において，実応用多様な顔の

向きを対応でき、高速に計算できる特徴量 Sparse 
Granular Feature が実用化の鍵となった．また，Real 
AdaBoost による学習アルゴリズムは強力な機械学習

手法で，性能向上に有効な手法である．学習データ

は量と質も識別器の性能を左右するため，地道なデ

ータ収集，整理が欠かせない．人体検出の開発にも

顔検出の手法が活用されているが，人体の見え方の

変化の幅が広く，さらに強力な学習アルゴリズムの

出現を期待する．将来的にはよりロバストな人体検

出や，より多くの種類の物体検出の研究開発につな

げて行きたい． 
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品質問題を解くプロセスデータ解析技術：産業応用の現状と課題∗
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Abstract: 様々な産業界において，製品の品質や歩留りを改善し，生産効率を高めるため

に，入手困難な品質データに関連していると期待される膨大なプロセスデータを効果的に解

析する技術が求められている．本講演では，操業データに基づく製品品質の推定とプロセス

の監視に焦点を当て，様々なデータ解析手法の活用事例を交えながら，石油化学，半導体，

鉄鋼，製薬など様々な産業界における現状と課題について述べる．特に，必ずしも連続的で

ないプロセス特性の変化にモデルを適応させる方法の重要性を指摘し，解決策の一つとして，

Just-In-Timeモデリングにおける，相関関係に基づくパターン認識やスペクトラル・クラス
タリングの応用について紹介する．
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情報論的学習理論テクニカルレポート 2009
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代理ベイズ学習と隠れマルコフモデルへの応用
Vicarious Bayes Learning and its Application to HMMs

山崎　啓介∗

Keisuke Yamazaki

Abstract: Hierarchical parametric models, such as Gaussian mixture models, Bayesian
networks, and hidden Markov models, are widely used in the information engineering fields.
These models are generally expressed as probability functions of the given data space, and
there are a number of learning algorithms for each model. However, it is still unknown
whether the space is suitable and effective for learning of the function. Therefore, the
present paper considers a feature map to a different domain space, and investigates how
the map changes the generalization error. Then, we proposed the vicarious learning in
the Bayes estimation, which preserves the error value of the original space in a different
space. This new learning framework reduces the computational learning and evaluation
costs because a simpler space makes the calculation of the likelihood faster. As one of its
applications, we can derive a necessary length of training data for HMMs.

Keywords: Bayes Learning, Feature Selection, Generalization Error

1 Introduction

Hierarchical parametric models, such as Gaus-
sian mixture models, Bayesian networks and hidden
Markov models, are used in a number of practical en-
gineering fields. The parameter space of such models
can have singularities due to the hierarchical structure
or the latent variables. Then, these models are referred
to as singular. Models are regular when the parameter
space does not include any singularity.

The conventional statistical analysis is established
on the basis of unique probabilities of the regular
model. The analysis is not available for singular mod-
els. More statistically, the inverse of the Fisher infor-
mation matrix is required to describe the convergence
of the optimal parameter. The matrices are not posi-
tive definite on the singularities, which means that the
inverse matrices do not exist. Therefore, the algebraic
geometrical method has been developed to reveal the
Bayesian generalization error of singular models [6].
Based on the method, the errors of the hierarchical

∗東京工業大学　精密工学研究所, 〒 226-8503 横浜市緑区長津田
4259 R2-5, e-mail k-yam@pi.titech.ac.jp,
Tokyo Institute of Technology, R2-5, 4259 Nagatuta, Midori-ku
Yokohama

models are revealed (e.g. [8, 7]).
The present paper focuses on a relation between the

data space and the generalization error. To project
the given data to a different space is a common tech-
nique in feature extraction and dimensionality reduc-
tion. Models dealing with sequential data have large
computational cost for learning and evaluation even
though they have effective algorithms [4, 3, 2]. A fea-
ture map actually seems to reduce the cost because the
models can be simplified in the feature space. However,
effect of the map on the error has not been studied yet.

The feature space has to be designed properly. Let
us consider the following simple example: Discrete
data x are assumed to be D dimensional binary vec-
tors. Then, the dimension of the data space is 2D.
The most naive modeling is to provide parameters as
probability variables of each x. In this case, 2D − 1
variables are required to represent all x. For exam-
ple, three variables p1, p2, p3 are sufficient for D = 2,
i.e. P (00) = p1, P (01) = p2, P (10) = p3. Note that
P (11) = 1− p1 − p2 − p3. A parametric model p(x|w),
where w is the parameter, generally has to have less
number of parameters than 2D−1. Now, a feature map
projects the data to 2d dimensional space. The feature
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space is assumed to be much smaller than the original
one, d ¿ D. It is easy to prove that the parameter
w cannot be correctly identified when 2d − 1 < dimw.
Thus, a theoretical evaluation of a feature map is re-
quired to clarify if the feature space is suitable for the
parameter learning.

Based on the algebraic geometrical method, the
present paper proposes an evaluation method the fea-
ture map. The main purpose is to design the model
p(x|w) through the feature space. Therefore, one of
the expected applications is the model selection with
the cross-validation [5]. The selected model will be fi-
nally used in the original space. Our task is to design
the optimal model available not for the feature space,
but for the original one. Then, the feature space pre-
serving the generalization error is desired because the
parameters can be completely estimated. The present
paper defines training and test procedures in such fea-
ture space as the vicarious Bayes learning, and the
feature map as the vicarious feature map. As for the
demonstration, the vicarious feature map will be found
for hidden Markov models, and a necessary length of
data sequences is derived for the complete learning.

The remainder of the paper is organized as follows.
Section 2 formalizes the Bayes learning and summa-
rizes important results of the algebraic geometrical
method. Section 3 proposes the vicarious Bayes learn-
ing. Section 4 shows an application to hidden Markov
models (HMMs). Sections 5 and 6 present discussions
and our conclusion, respectively.

2 The Bayes Learning and

the Algebraic Geometrical

Method

Let us formally define the generalization error. A set
of training data Xn = {X1, . . . , Xn} is independently
and identically distributed from the true model q(x).
The learning model with its parameter w is generative
and is represented as p(x|w). The generalization error
is the average Kullback divergence from q(x) to the
predictive distribution p(x|Xn),

G(n) = EXn

[∫
q(x) ln

q(x)
p(x|Xn)

dx

]
, (1)

where n is the number of the training data and EXn [·]
represents the expectation value over all training sam-

ples. The predictive distribution is constructed by
p(x|w). For example, the maximum likelihood method
gives

p(x|Xn) = p(x|ŵ) (2)

where ŵ is the maximum likelihood estimator:

ŵ =arg max
w

L(w,Xn), (3)

L(w,Xn) =
n∏

i=1

p(Xi|w). (4)

The Bayes estimation yields the predictive distribution

p(x|Xn) =
∫

p(x|w)p(w|Xn)dw, (5)

where the posterior p(w|Xn) is defined by

p(w|Xn) =
1

Z(Xn)
L(w,Xn)ϕ(w) (6)

using a prior ϕ(w) and the normalization factor
Z(Xn).

The asymptotic form of Eq.(1) is expressed as

G(n) =
λ

n
− m − 1

n ln n
+ o

( 1
n lnn

)
(7)

when Wt ≡ {w : p(x|w) = q(x)} 6= ∅, i.e. p(x|w) can
attain q(x) [6]. The coefficients are defined as follows:
All poles of the zeta function

J(z) =
∫

H(w)zϕ(w)dw (8)

are real negative and rational, where the Kullback di-
vergence

H(w) =
∫

q(x) ln
q(x)

p(x|w)
dx (9)

is analytic. Then, z = −λ is the largest pole and m is
its order.

Eqs (7)-(9) shows that the generalization error is de-
termined by the relation between q(x) and p(x|w). Be-
havior of H(w) in the neighborhood of Wt directly af-
fects λ and m. For example, J(z) =

∫
w2jzdw (j =

1, 2, . . .) when H(w) = w2j and ϕ(w) is closed to uni-
form around Wt = {0}. It is easily found that J(z)
has a factor 1/(2jz + 1) by integrating over w, which
implies λ = 1/2j.

3 Proposed Learning Frame-

work

In this section, we propose the vicarious Bayes learn-
ing.
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3.1 Mapping to a Feature Space

As can be noticed in Eqs (7)-(9), the error G(n) de-
pends on the probabilities p(x|w) and q(x). Herein, we
consider the error value over a different domain space.

Let Φ : x 7→ y be a feature map. Based on the map,
the models on y are defined by

qΦ(y) =
∫

q(x)δ(y − Φ(x))dx, (10)

pΦ(y|w) =
∫

p(x|w)δ(y − Φ(x))dx, (11)

where δ(·) is the Dirac’s delta function. The likelihood
function Eq (4) is given by

LΦ(w, Y n) =
n∏

i=1

pΦ(Yi|w), (12)

where Y n = {Y1, . . . , Yn} = {Φ(X1), . . . , Φ(Xn)}.
The Bayes estimation yields the posterior pΦ(w|Y n)
and the predictive distribution pΦ(y|Y n) by replacing
p(x|w) of Eqs (5) and (6) with pΦ(y|w). Then, the
generalization error defined as

GΦ(n) = EY n

[∫
qΦ(y) ln

qΦ(y)
pΦ(y|Y n)

dy

]
, (13)

has the asymptotic form, whose coefficients are deter-
mined by the zeta function of

HΦ(w) =
∫

qΦ(y) ln
qΦ(y)

pΦ(y|w)
dy. (14)

∑
x and/or

∑
y should be substituted for

∫
dx and/or∫

dy in the discrete space, respectively.

3.2 Vicarious Bayes Learning

Comparing Eq (13) with Eq (1), let us determine
how the data space affects the parameter learning.
It is known that the generalization error implicitly
expresses the tuning cost of all essential parameters.
For example, the regular model has the coefficients
λ = dimw/2 and m = 1. In singular models, λ also
depends on the number of parameters to be tuned
[6, 8]. The learning process is preserved if a feature
map Φ does not change the error. Observing the error
change, we can theoretically investigate which factor of
the data space is necessary for the parameter learning.

We propose the following learning framework:

Definition 1 (Vicarious Bayes Learning) The
Bayesian parameter learning and its evaluation of the

generalization error over a feature space are referred
to as the vicarious Bayes learning when G(n) and
GΦ(n) have the common asymptotic form.

In the present paper, we refer to this preserving map as
the vicarious feature map. Herein we are not interested
in the case G(n) > GΦ(n) because our purpose is to
investigate model properties on the given space x. The
smaller error implies that not all parameters have to
be estimated in the feature space, which means that
the proper form of p(x|w) cannot be obtained.

3.3 A Theory of the Feature Map on

the Error

A novelty of the proposed learning is to restrict the
feature map Φ to the vicarious one in the asymptotic
manner. Therefore, we study a condition, under which
Φ becomes vicarious.

The coefficients of the asymptotic error is deter-
mined by behavior of the Kullback divergence H(w)
or HΦ(w) in the neighborhood of Wt. The divergence
is expressed as a polynomial form of w because it is
analytic. Based on the Noetherian property of polyno-
mial ring, the divergence consists of bases. For exam-
ple, if polynomials f1(w) and f2(w) are bases, the non-
negative function H(w) can have the following form,

H(w) = f1(w)2 + f2(w)2 + f3(w), (15)

where f3 is a sum of squared polynomials with respect
to f1 and f2, and is higher order than f2

1 and f2
2 . More

precisely, f3 consists of terms, such as (f1f2)2, (f1 +
f2
2 )2 and (f2

1 +f2)2, with coefficients. It naturally holds
that f1(w) = f2(w) = 0 on Wt. The error GΦ(n) will
have the same asymptotic form if HΦ(w) is given by

HΦ(w) = f1(w)2 + f2(w)2 + f4(w), (16)

where f4 consists of the same terms as f3 with differ-
ent coefficients. Based on this example, we derive a
condition:

Theorem 1 A feature map Φ becomes vicarious if
H(w) and HΦ(w) have the same essential terms for
λ and m.

This theorem is easily proved according to the relation
of Eqs (7)-(9). Note that Theorem 1 shows a sufficient
condition: The largest poles in the zeta functions of
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H(w) and HΦ(w) can be at the same position even if
the essential parts are different from each other.

A general feature map provides insight of the gener-
alization error even when it is not straightforward to
find the vicarious one.

Theorem 2 For a feature map Φ, it holds that

G(n) ≥ GΦ(n). (17)

The proof is in Appendix.
Theorem 2 intuitively shows that the learning in a

feature space is more accurate than in the original
space because the domain space y is generally simpli-
fied based on the definition of pΦ(y|w). For example,
let us divide elements of vector x into two sets x1 and
x2, i.e. x = (x1, x2), and define two feature maps as
πi : (x1, x2) 7→ xi for i = 1, 2. The map πi selects
the attribute xi. The original model p(x|w) is a joint
probability of x1 and x2. According to the definition,
pπi(xi|w) is a marginal probability of xi. Then, G(n)
measures the error over x1 and x2 whereas Gπi(n) is
about only xi. This derives that Gπi(n) should be
smaller than G(n). Theorem 2 claims this fact mathe-
matically.

A vicarious feature map purifies the domain space
when the dimension of the feature space is less than
the original one. If π1 is a vicarious feature map, the
attributes in x1 are essential for the parameter learning
and x2 is nuisance dimension. Considering the map
πi, we can regard the vicarious learning as a feature
selection in a Bayes scenario.

4 An Application to HMMs

In this section, we apply the vicarious Bayes learning
to HMMs. We show that a restriction map of a data
length can be a vicarious feature map, which derives a
necessary length for the parameter learning.

4.1 Model Setting

The present paper focuses on the ergodic HMMs,
in which the transition connections among the hid-
den states construct a complete graph. The number
of output alphabets and the length of data are M + 1
and L0, respectively, i.e. x ∈ {1, . . . ,M + 1}L0 . The
numbers of the hidden states are K + 1 and K0 + 1
in the learning and true models. For simplicity, the

initial state is always the first one in both models.
The parameter w includes the transition probability
aij , indicating the probability of transition from the
ith state to the jth state, and the output probability
bim, indicating the probability of generating alphabet
m at the ith hidden state. These probabilities satisfy
the conditions, aii = 1 −

∑K+1
i 6=j aij for ∀aij ≥ 0 and

biM+1 = 1 −
∑M

m=1 bim for ∀bim ≥ 0.

4.2 Restriction Maps on the Length

We consider the following map of the data space,

ΦL : {1, . . . ,M + 1}L0 → {1, . . . ,M + 1}L (18)

for L ≤ L0, which cuts off the data sequences to change
the length into L. For example, Φ3(8145924518) = 484
when L0 = 10, L = 3 and M = 8. In the similar way
to πi, pΦ3(814|w) is the marginal probability over joint
probabilities p(814 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ |w), where ‘∗’ means any
number from {1, . . . , 9}.

4.3 Necessary Length for the Vicarious

Bayes Learning

Using the restriction map, we consider a necessary
length for the parameter learning.

It can be conjectured that L = 3 is sufficient for the
learning according to the following reason: The process
to generate data with L = 3 includes two transitions.
All transition parameters aij are used for two transi-
tions in the complete graph. All output parameters
bim are used for generating data at all hidden states.
Therefore, the information of all parameters w can be
extracted from the output sequences when infinitely
large number of sequences are given as training data.

We hereinafter prove that L = 3 is not enough even
when n → ∞ and derive a necessary length.

Lemma 1 The Kullback divergence HΦL
(w) is ex-

pressed as a sum of squared terms, which follows the
rules:

1. The squared terms monotonically increase with
growth of the data length. More precisely,
HΦL2(w) includes all the terms of HΦL1(w) for
L1 ≤ L2.

2. The significant number of the squared terms
NST (L,M) can be expressed as

NST (L,M) = (M + 1)L−1 + M − 1. (19)
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The proof is in Appendix.

Theorem 3 For sufficiently large L0, vicarious fea-
ture maps exist in the series of ΦL.

Proof: Based on Lemma 1, NST (L,M) monotoni-
cally increases and all squared terms in HΦL1(w) are in-
cluded by those in HΦL2(w) for L1 < L2. We consider
the series of the squared terms of H(w) = HΦL0

(w).
Let SL be a set of the squared terms f(w)2 defined by

SL = {f(w)2 : f(w)2 ∈ HΦL(w), f(w)2 6∈ HΦL−1(w)},
(20)

where S0 = ∅. The order of the series is given by

S1, S2, . . . , SL, . . . SL0 . (21)

The Noetherian property on H(w) shows that there is
a constant Le < L0, which is the number of the essen-
tial squared terms for HΦL(w) = 0, since L0 is suffi-
ciently large for the parameter learning. More math-
ematically, Le is the minimum number, such that SLe

includes all generating elements for H(w) = 0 in terms
of the ideal theory on polynomial ring. Then ΦL for
Le ≤ L < L0 is vicarious. (End of Proof)

Let dimw be the dimension of the parameter in the
learning model. In the present HMMs,

dim w = (K + 1)(K + M). (22)

Comparing Eq (22) with Eq (19), the following theo-
rem indicates a necessary length:

Theorem 4 A necessary length Lm for the vicarious
Bayes learning of HMMs are represented by

Lm = arg minL{NST (M,L) ≥ dim w}. (23)

Proof: The maximum number of the parameters to
be tuned is dim w. According to Eqs (7)-(9), we focus
on the case pΦL

(y|w) = qΦL
(y), i.e., HΦL

(w) = 0. In
the case, the squared terms are all zero, where each
term is a polynomial of w. To identify all elements of
w, the number of the polynomials NST (M,L) should
not be less than dim w based on the relation between
the number of variables and that of equations. (End

of Proof)

Theorem 4 shows that L = 3 can not attain the
vicarious Bayes learning. For example, let us assume

that L = 3, M = 1 and K = 1.

NST (1, 3) = (1 + 1)2 + 1 − 1 = 4

< dimw = (1 + 1)(2 + 1) = 6, (24)

which does not satisfy the condition of Lm. The nec-
essary length is derived as

Lm = arg minL{(1 + 1)L−1 + 1 − 1 ≥ 6} = 4. (25)

Note that this length could not be sufficient, i.e. the vi-
carious Bayes learning requires longer sequences. Let
us assume that HΦL(w) consists of the square terms
f1(w)2, f2(w)2 and f3(w)2, and that dimw = 3.
If f3(w) is a polynomial with respect to f1 and f2,
f1(w) = f2(w) = 0 automatically satisfies f3(w) = 0.
Then the actual number of the equations to identify
w decreases to two, which is less than dim w. In such
case, L should be larger to obtain more squared terms
in HΦL(w).

4.4 Experimental Validation of the

Minimum Length

As seen in the previous part, Lm is a necessary
length, which implies that longer sequences are re-
quired for the vicarious Bayes learning. In this part,
we experimentally verify the minimum (necessary and
sufficient) length.

We suppose that (K,M) = (2, 2) and investigate the
generalization error when L = 1, . . . , 10. The original
length is L0 = 10. The dimension of parameters is
dimw = 12 and the number of the squared terms is
NST (L, 2) = 3L−1+1. According to Theorem 4, Lm =
4. The number of training data sequences is n = 500.
We used the MCMC method to construct the posterior
pΦL

(w|Y n) [1]. The number of parameters to construct
the predictive model pΦL

(y|Y n) is Nw = 500, i.e.

pΦL
(y|Y n) ' 1

Nw

500∑
i=1

pΦL
(y|wi), (26)

where wi is taken from the posterior. In the evaluation,
the number of the test data sequences is N = 5000 and
the average EY n [·] is taken by 100 training sets.

Figure 1 shows the results. The horizontal axis in-
dicates the lengths L of training and test data. The
vertical one does the generalization error. There are
three curves for the true model sizes K0 = 0, 1, 2. It is
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図 1: The generalization error w.r.t. the sequence
length.

derived that

G(n) =
dimw

2n
+ O

( 1
n2

)
(27)

when K = K0 [6]. The horizontal line described as
’(dimw)/(2n)’ is the theoretical asymptotic value of
the error, dim w/(2n) = 12/(2 × 500) = 0.012. The
error on K0 = 2 has to reach the line for G(n) =
GΦL

(n). As can be seen in the graph, the curve of
K0 = 2 has a gap between L = 3 and L = 4, and
almost reaches the horizontal line at L = 4, which
implies that Lm = 4 will be the minimum length of
the vicarious learning.

5 Discussions

The vicarious learning on HMMs reduces the com-
putational cost in both training and test sessions.
It is known that the time complexity of p(x|w) is
O((K + 1)2L) in HMMs. Then, the complexity of the
likelihood L(w,Xn) is O(n(K + 1)2L0) for a given w,
which shows the cost O(n(K + 1)2L) of LΦL(w, Y n)
is much less than that of L(w,Xn) when a number of
data exist. The MCMC method requires the calcula-
tion of L(w,Xn) in each update of the parameter for
training. The computation of p(x|w) is frequently used
for the generalization error in the test session. There-
fore, to shorten the length of the data sequences saves
a number of computational complexity.

The reduction of the computational cost is also ef-
fective for cross-validation [5]. In the validation, the
given data is divided into training data and validation
data. These data sets are used for training and testing

respectively. This procedure is then repeated after re-
versing the roles of the sets, and the generalization er-
ror is estimated. This validation method is commonly
used for selecting the optimal size of a model, so called
the model selection problem. To change the domain
space by the vicarious feature map ΦL for L ≥ Lm

is a powerful method for the model selection because
both the training and testing sessions are enormously
repeated in the cross-validation and GΦL

(n) has the
same value as G(n) in any size.

6 Conclusion

We proposed the vicarious Bayes learning. It is re-
garded as a feature selection preserving the Bayes gen-
eralization error in an asymptotic manner. We also
demonstrated its availability in HMMs. The length re-
striction is a theoretically guaranteed feature selection
on the basis of the vicarious learning framework.
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Appendix

Proof of Theorem 2

First, let us state the following lemmas without their
proofs:

Lemma 2 Let λ1,m1 and λ2,m2 be the largest poles
and the orders in the zeta functions of H1(w) and
H2(w), respectively. Then, the following relation holds
if H1(w) ≤ H2(w) for all w [8],

λ1

n
− m1 − 1

n ln n
≤ λ2

n
− m2 − 1

n lnn
. (28)

Lemma 3 (Continuous Log-Sum Inequality)

For
∫ ∫

q(x, y)p(y) ln q(x,y)
p(x,y)dxdy < ∞,∫ ∫

q(x, y)p(y) ln
q(x, y)
p(x, y)

dxdy

≥
∫ (∫

q(x, y)p(y)dy
)

ln
∫

q(x, y)p(y)dy∫
p(x, y)p(y)dy

dx, (29)

where p(y), q(x, y), p(x, y) are all probability density
functions.
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Eq (9) is rewritten as

H(w) =
∫

Hy(w)dy, (30)

Hy(w) =
∫

q(x)δ(y − Φ(x)) ln
q(x)

p(x|w)
dx. (31)

Based on Lemma 3,

H(w) ≥ HΦ(w). (32)

Lemma 2 indicates that

G(n) ≥ GΦ(n), (33)

which proves the theorem. (End of Proof)

Proof of Lemma 1

First, we focus on L = 3, then generalize the result.
We use the following notation:

H(w) ≷ K(w), (34)

where there are positive constants C1, C2 such that

C1K(w) ≤ H(w) ≤ C2(w) (35)

in the neighborhood of H(w) = 0. The true model has
the true parameter w∗ = {{a∗

ij}, {b∗im}} for 1 ≤ i, j ≤
K0 + 1 and 1 ≤ m ≤ M + 1. It is known that the
largest poles in the zeta functions of H(w) and K(w)
are the same [8]. It holds that

HΦ3(w) ≷
∑

y

{pΦ3(y|w) − qΦ3(y)}2 (36)

because y is discrete [7]. To simplify the descriptions,
we use the notation,∑
alph

∑
path

b1abab

=
∑

i,j,k∈{1,...,M+1}3

∑
l,m∈{1,...,K+1}2

b1ia1lbljalmbmk,

(37)

which represents that
∑

alph and
∑

path is the
marginalization over all generation of alphabets and
all paths of transitions among the hidden states. For
the true parameters {{a∗

ij}, {b∗im}},∑
path

≡
∑

l,m∈{1,...,K0+1}2

. (38)

Then, Eq (36) is rewritten as

HΦ3(w) ≷
∑
alph

{∑
path

b1abab −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗

}2

. (39)

Using biM+1 = 1 −
∑M

m=1 bim,{ ∑
path

b1abab·M+1 −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗·M+1

}2

=
{∑

path

b1aba(1 −
M∑

m=1

b·m)

−
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗(1 −

M∑
m=1

b∗·m)
}2

. (40)

Note that the right-hand side of Eq (39) includes terms{∑
path

b1abab·m −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗·m

}2

(41)

for 1 ≤ m ≤ M . For any constant c, it holds that

h1(w)2 + {ch1(w) + h2(w)}2 ≷ h1(w)2 + h2(w)2.
(42)

Combining Eq (42) and the presence of the terms in
Eq (41), the term in Eq (40) is rewritten as{ ∑

path

b1abab·M+1 −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗·M+1

}2

+
M∑

m=1

{∑
path

b1abab·m −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗·m

}2

≷
{∑

path

b1aba −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗

}2

+
M∑

m=1

{∑
path

b1abab·m −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗·m

}2

. (43)

Based on
∑K+1

i=1 a·i = 1,
∑

path b1aba =
∑

path b1ab.
Then the term in Eq (43) is rewritten as{ ∑

path

b1aba −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗

}2

=
{∑

path

b1ab −
∑
path

b∗1a
∗b∗

}2

. (44)

Applying this procedure to biM+1 of the last factor
recursively, we can eliminate the biM+1, i.e.

HΦ3(w) ≷
M∑

alph

(b1 − b∗1)
2 +

M∑
alph

{
∑
path

b1ab −
∑
path

b∗1a
∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

b1aab −
∑
path

b∗1a
∗a∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

b1abab −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗}2,

(45)
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where
∑M

alpha means the marginalization over all gen-
eration of alphabets except for M +1. We apply a map
b1m = b′1m−b∗1m to HΦ3(w). For simplicity, we use the
same symbol b1m for b′1m.

HΦ3(w) ≷
M∑

alph

b2
1 +

M∑
alph

{
∑
path

(b1 + b∗1)ab −
∑
path

b∗1a
∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

(b1 + b∗1)aab −
∑
path

b∗1a
∗a∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

(b1 + b∗1)abab −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗}2.

(46)

According to Eq (42),

HΦ3(w) ≷
M∑

alph

b2
1 +

M∑
alph

{
∑
path

b∗1ab −
∑
path

b∗1a
∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

b∗1aab −
∑
path

b∗1a
∗a∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

b∗1abab −
∑
path

b∗1a
∗b∗a∗b∗}2.

(47)

Since b∗1m is a constant,

HΦ3(w) ≷
M∑

alph

b2
1 +

M∑
alph

{
∑
path

ab −
∑
path

a∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

aab −
∑
path

a∗a∗b∗}2

+
M∑

alph

{
∑
path

abab −
∑
path

a∗b∗a∗b∗}2. (48)

The number of terms in
∑M

alph{·}2 is M#b, where #b is
the number of bim because only the output probability
bim is counted in

∑M
alph. Then NST (M, 3) = M +M +

M + M2 = (M + 1)3−1 + M − 1.
Hereinafter, let us generalize the proof for any L.

Because of the reduction procedure, the right-hand side
of Eq (48) includes the terms

M∑
alph

b2
1, and

M∑
alph

{
∑
path

ab −
∑
path

a∗b∗}2, (49)

which are the term of L = 2. Moreover, the first term
appears when L = 1. This shows that the squared
terms of L = l includes those of L < l, which proves
Lemma 1-1.

We count the squared terms. We define that the
squared terms in Eqs (39) and Eq (48) are ST1L and
ST2L, respectively. Let #(·) be a function to indicate
the number of squared terms. Obviously #(ST1L) =
(M + 1)L. The suffix on the summation

∑
path does

not affect the number of the terms, which implies that
the number of the squared terms is determined by the
number of bim in

∑
alph. Let us assume that b·M+1 = 1

in Eq (39) in order not to count it as a parameter. Un-
der this assumption, #(ST1L) = (M +1)L−1 because
the term for the alphabet y = (M +1)(M +1)(M +1)
in Eq (39) vanishes i.e. {

∑
path aa−

∑
path a∗a∗}2 = 0.

Then, the numbers of
∑

alph and bim in ST1L−1 are
completely the same as those of

∑M
alph and bim in ST2L

except for the first term
∑M

alph b2
1. Therefore it is easy

to confirm that

#(ST2L) = #(ST1L−1) + #(
M∑

alph

b2
1)

= (M + 1)L−1 − 1 + M, (50)

which proves Lemma 1-2. (End of Proof)
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Keywords: Bayesian framework, Markov chain Monte Carlo, reproducing kernel Hilbert
space, Gaussian process, measurement error model

1 まえがき
入力値から出力値への関数を推定する回帰問題では，

通常入力値の関数にノイズが加わったものが観測されて

いると仮定することが多い．ところが，位相応答曲線の

推定 [1, 2]など，一般には入力値そのものにも観測ノイ
ズが加わっている場合も多い． すなわち，

x = z + εx, y = f(z) + εy (1)

のように潜在変数 z を介して入力 x にも出力 y にも

ノイズがのる．このようなモデルは「測定誤差モデル」

(Measurement Error Model) として知られている [3]．
関数 f のクラスとしては直線 [4] やスプライン関数

[5]の場合が研究されているが，本稿では再生核ヒルベ
ルト空間 (RKHS: Reproducing Kernel Hilbert Space)
上の関数を考える．再生核ヒルベルト空間は，サポート

ベクトルマシンをはじめとするカーネル法で幅広く使わ

れるようになった関数クラスであり，確率モデルである

正規過程 (GP: Gaussian Process)と等価なものである
[6, 7]．
再生核ヒルベルト空間はガウスカーネルなど無限個の

∗産業技術総合研究所脳神経情報研究部門, 305-8568茨城県つくば市
梅園 1-1-1中央第 2, tel. 029-861-5549, e-mail s.akaho@aist.go.jp,
The National Institute of Advanced Industry and Scientific Tech-
nology, Central 2, 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8568

†統計数理研究所, 〒 190-8562 東京都立川市緑町 10-3, tel. 050-
5533-8500(代), e-mail iba@ism.ac.jp,
Institute of Mathematical Statistics, 10-3 Midoricho, Tachikawa,
Tokyo 190-8562

基底ベクトルをもつカーネル関数を用いれば無限次元の

自由度をもつ関数空間となるので，あらかじめ関数クラ

スが規定できないような場合には柔軟な関数あてはめが

できる可能性がある．

無限自由度の関数によるあてはめを実現するためには

なんらかのトリックが必要である．出力にしかノイズが

乗っていない通常の回帰で最適解 (MAP推定値)のみが
必要な場合は、観測点におけるカーネル関数だけを使っ

て解析的に解が求められる (Representer定理)．マルコ
フ連鎖モンテカルロ法 (MCMC)などを用いて事後分布
からのサンプルを生成する場合には、サンプルそのもの

は無限自由度であって直接に扱えない．しかし，関数値

を評価する点の集合があらかじめ与えられた場合には，

それに対応する基底を加えることで，有限次元の範囲で

処理することができる [8, 9]．
われわれの問題としている測定誤差モデルにおいては

事後分布が閉じた形で求められないだけでなく，関数へ

の実質的な入力は潜在変数 z となるため，この方法は

使えず、カーネル関数の基底が無限個必要となるように

思われる．本稿で提案する手法はその点をうまく解決し

て、測定誤差モデルに対してカーネル回帰の考え方を拡

張するものである．提案手法の中心となるトリックはマ

ルコフ連鎖モンテカルロ法を適用する際に潜在変数の次

の値の候補の生成と関数のサンプリングの順序を交換す

ることである．これによって、MCMCの各ステップで
は有限次元の計算を行いつつ、全体としては無限自由度
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の空間をサンプルすることが可能になる．

2 生成モデル
入力 x, 出力 y, 潜在変数 z に関して以下の生成モデ

ルを仮定する．

p(y | z) = N [f(z), σ2
y], p(x | z) = N [0, σ2

x]. (2)

ただし，N [μ, σ2] は平均 0, 分散 σ2 の正規分布を表す．

z の事前分布は（計算可能であれば）任意の確率分布で

よいが，本稿では一様分布を仮定する．

また，本稿では簡単のため上記のハイパーパラメータ

σx, σy は既知とする．x にのるノイズと y にのるノイ

ズはここでは独立であると仮定したが，相関がある場合

もアルゴリズムは容易に拡張できる．

一方，関数 f の事前分布はカーネル関数 k(z, z′) を
共分散関数とする平均 0 の正規過程

E[f(z)] = 0, Cov[f(z), f(z′)] = k(z, z′) (3)

とする． カーネル関数は正定値である必要があり，例

えばガウスカーネル

k(z, z′) = exp(−β(z − z′)2) (4)

などがある．

以上の生成モデルに基づいて n 個の入力と出力の組

D = (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn) が与えられたときに
f (や (xi, yi) に対応する潜在変数 zi) の事後分布を求め
ることが問題である．なお，f, z1, . . . , zn の事後分布は

p(f, z1, . . . , zn | D) ∝
exp

(
− (yi − f(zi))2

2σ2
y

− (zi − xi)2

2σ2
x

− 1
2
‖f‖2

)
(5)

と書ける． ただし，‖f‖ は k(z, z′) の定める再生核ヒ
ルベルト空間のノルムである．

3 マルコフ連鎖モンテカルロ法
マルコフ連鎖モンテカルロ法 [10]は，事後分布を解
析的に求めることが困難な場合にマルコフ連鎖を用いた

シミュレーションによってモンテカルロサンプリングを

行う手法である．マルコフ連鎖は，その定常分布が目的

の事後分布となるように設計され，Metropolis-Hastings
アルゴリズムや Gibbs サンプラなどのアルゴリズムが
知られている．

我々の問題では，D が与えられたときに潜在変数 z1,
z2, . . ., znと f に関してシミュレーションを行う必要があ

るが，同時に複数の確率変数に関する乱数を生成するの

は困難であるため，ほかの変数を固定して 1変数ずつ更
新する手法を用いる．すなわちまず，z = (z1, z2, . . . , zn)
をランダムに初期化した上で，i = 1, 2, . . . , n について

1. z を固定して f をサンプリングする

2. f と z−i を固定して zi をサンプリングする．

という２ステップで交互にサンプリングを行うことを一

つのサイクルとし，サイクルを繰り返すことによって f

のサンプル集合を得る．

なお，以下の節で見るように，f のサンプリングは

Gibbs サンプラーと同様に目標分布の事後分布で生成さ
せることができるが，zi の方は複雑な分布となるなの

で Metropolis-Hastings 法を用いる．

3.1 f のサンプリングのためのトリック

z を固定して f をサンプリングする際，f は一般に

無限次元となる．単純なカーネル回帰では，入力点が固

定であるため Representer定理によってその固定された
入力点だけの関数として書くことができる．ただし，測

定誤差モデルでは入力点が潜在変数となっており，サン

プリングによって時々刻々と変動するため，入力点の可

能性が無限に増えてしまう．例えば，f の値を，ある潜

在変数 zi に対して生成した f(zi) の値は，zi が別の値

z′i に変動してしまうともはや z′i の関数値とみなすこと
はできない．

ただし，ほかの変数を固定して zi だけを変動させる

とき，それを採択するかどうかを決めるのに必要なのは

後で見るように，f(zi) と f(z′i) の二つの値だけである．
そこで，zi のほかに，zi が次に変動する候補値 z′i をあ
らかじめある確率分布によって生成しておき，f(zi) と
f(z′i) をランダムに生成し，その後で z′i を採択するか
どうかを決めるというトリックを使う．これは一見 z′i
と f の生成する順番が逆になってように見えるが，f の

サンプリングは入力点とは独立して行うことができるた

め，このようなテクニックが使えるのである．

これにより，（一般に無限自由度の）操作:

「関数 f を事後分布から生成し，f(z1), . . .,
f(zn), f(z′i) という値を評価すること」

が，有限次元の操作:

「z′i の生成を f よりも先に行うことによっ

て，f(z1), . . ., f(zn), f(z′i) の事後分布から
サンプルを生成すること」

に還元できることを意味している．
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z′i の提案分布はエルゴード的であれば任意でよいが，
本稿では xi の近くに zi があることを想定し，

p(z′i) ∝ exp
(
−1

2
(z′i − xi)2

)
(6)

に従って z′i を生成する．
事後分布に従って f を生成する具体的な方法は 3.3
節で述べる．

3.2 zi の採否

zi が次にどこに動くかという候補点 z′i は f のサン

プリングを行う前に決めていたが，f(zi), f(z′i) を生成
した後これを採用するかどうか決める手続きが必要とな

る．本稿では (6) 式のように z′i を zi とは独立に生成し

たので Metropolis-Hastings 法による採択確率は

α = exp
(
− (yi − f(z′i))

2 − (yi − f(zi))2

2σ2
y

)
(7)

となり，min(1, α) の確率で z′i を採択すればよい．

3.3 f のサンプリングの詳細

ここでは f のサンプリングを行う数値計算の詳細に

ついて述べる．

関数 f の統計量を計算するためには，サンプリング

した f 自身を保存する必要があるが，先にも書いたよ

うに f は有限個の点でのみ評価可能な関数である．そ

こで本稿では，実軸上にグリッド点 u1, u2, . . . , um とい

う有限個の点を追加し，これらの点で f の値をサンプ

リングして統計量を計算する．このように有限個グリッ

ド点での値の評価を行っても，サンプリングしている関

数全体は無限次元のままであることに注意する．

最終的に，与えられたデータ点と新規に生成した候補

点，それから関数値の評価のためのグリッド点を合わせ

た n + 1 + m 個の点

z = (z1, . . . , zn, z′i, u1, . . . , um)T (8)

における f の値が出てきた． それらをまとめて

f = (f(z1), . . . , f(zn), f(z′i), f(u1), . . . , f(um))T (9)

とおくと，z を固定した元での f の事後分布は

p(f | z,D) ∝
exp

(
− 1

2σ2
y

(y+ − f)T J(y+ − f) − 1
2
fT K−1f

)
(10)

という多変量正規分布となる． ただし，

y+ = (yT , 0, . . . , 0)T , y = (y1, . . . , yn)T , (11)

J =

(
In O

O O

)
(12)

であり，K は z に対するグラム行列で，n, 1, m 個の

成分のブロックに分割すると

K =

⎛
⎜⎝

K1 k2 K3

kT
2 k3 kT

4

KT
3 k4 K5

⎞
⎟⎠ (13)

となる．このうち zi を z′i に更新する場合に新たに計算
が必要なのはk2, k3,k4の n+1+m個の成分だけである．

K5 は最初に一度だけ計算しておけばよく，K1,K3 も最

初に一度計算して，z′i が採択された場合には，k2, k3,k4

を zi に相当する成分 (i 行と i 列) に置き換えるだけで
よい．

さて，これらの値をもとに f を実際にサンプリング

するのだが，そのために平均 µ, 分散共分散行列 V を

求めよう．まず平均は，上記の事後分布からも導出でき

るが，より計算効率がよい方法は以下の事実を利用した

ものである．

命題 1 z を固定したときの f の事後分布の平均 (=正
規分布の場合 MAP 解)は，(z1, y1), . . . , (zn, yn)
に対する正則化付き最小二乗カーネル回帰の解

f(z) =
∑n

i=1 αik(zi, z) に z の各要素を代入し

てできるベクトルに等しく，

µ =

⎛
⎜⎝

K1

kT
2

KT
3

⎞
⎟⎠ (K1 + σ2

yIn)−1y (14)

で与えられる．

これは Representer 定理からも理解できる．
次に分散共分散行列は (10) 式の 2 次形式を取りだし
て −2 倍して逆行列を取ればよく，

V =
(

K−1 +
1
σ2

y

J

)−1

(15)

となる．ただし通常 K は 0 に近い固有値が多いため計
算結果が不安定になりやすい．そのため K の Cholesky
分解を K = LT L としたときに，

V = LT

(
In+1+m +

1
σ2

y

LJLT

)−1

L (16)

と変形したものを使った方が数値的に安定であり，さら

に L を K の不完全 Cholesky 分解で近似すれば計算量
も減らすことができる．

結果として，平均 µ と分散共分散行列 V を計算し，

N [µ, V ] に従う多次元正規乱数を発生して f のサンプ

ルとすればよい．
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3.4 アルゴリズムのまとめ

以上説明してきたサンプリングアルゴリズムをまとめ

ると以下のようになる．

1. 初期化：z1, . . . , zn を生成する ((6)式)．また，(13)
式のグラム行列 K のうち，K1,K3,K5 を計算

する．

2. i = 1, 2, . . . , n について以下を実行する

(a) z′i を生成する ((6)式)

(b) グラム行列 K の k2, k3,k4 を計算する．

(c) µ, V を計算する ((14),(16) 式)．

(d) N [µ, V ] に従って f を生成する．

(e) (7)式の確率で z′i を採択し，採択されればグ
ラム行列を更新し zi を z′i で置き換える．

3. ステップ 2 のサイクルを反復し，グリッド点にお
ける f を生成する．

4 数値実験
人工的に生成したデータを用いて数値実験を行った．

データはまず (−6, 6) 区間に一様分布で z を n = 20 点
生成し，各 zi から分散 σ2

x のノイズを加えて xi を生成

した．一方 yi は関数

f(zi) = exp(−z2
i /5) sin(zi) (17)

に分散 σ2
y のノイズを加えて生成した．カーネル関数に

はいずれも β = 1 のガウスカーネルを用いた．関数を
評価するグリッド点は (−6, 6) の間に 50 個等間隔に置
いた．

σ2
x = σ2

y = 0.12 のときの実行例 (図 1)を示す．提案
手法と比較する手法として，入力へのノイズを仮定しな

い通常のカーネル最小二乗回帰によるあてはめを行った．

提案手法の結果は繰り返しのサイクルを 100 サイク
ル行った単純期待値であり，burn-in 等の処理は行って
いない．ノイズレベルが比較的小さいのでカーネル回帰

との違いがわかりにくい (提案手法の実線とカーネル回
帰の破線が重なっている部分が多い)が，この図では左
端のデータがない部分でカーネル回帰のあてはまりが

悪い．そこで，フィッティングを定量的に評価するため

に，データを生成した曲線との区間 (−6, 6) での二乗距
離 (グリッド点における関数値の二乗平均)の変化をプ
ロットしたのが図 2 である．この例では二乗距離で 25
% 程度の改善が見られる．
これらのデータはあくまでワンショットのあてはめな

ので，乱数の種を変えて 50 回行ったときの提案手法と

−6 −4 −2 0 2 4 6

−
2

−
1

0
1

2

x
y

Target
Regression
PostMean
PostStd

図 1: あてはめの例．σ2
x = σ2

y = 0.12．提案手法はモン

テカルロ法によるグリッド点 ({ui}m
i=1) における f(ui)

の期待値と標準偏差． 点線 (Target): データを生成
した f , 破線 (Regression): 通常のカーネル回帰, 実線
(PostMean): 提案手法（期待値），細い実線 (PostStd):
エラーバー（期待値 ±標準偏差）
通常のカーネル回帰との比較を行った．結果は図 3に示
したとおり，ほとんどの場合でカーネル回帰の結果を上

回っている．．

次に，ノイズレベルを σ2
x = σ2

y = 0.32 とかなり大き

くした場合にどうなるかについて同様の実験をやった結

果が図 4,5,6 である．図 3と図 6を比べてみるとノイズ
レベルが高い方が提案手法による改善が大きい様子がわ

かる．

5 おわりに
測定誤差モデルにおいて，再生核ヒルベルト空間上の

関数の事後分布を生成するようなマルコフ連鎖モンテカ

ルロ法を提案した．サンプリングの順序を入れ替えるト

リックによって無限次元空間のサンプリングを有限次元

のサンプリングに変換することができた．

測定誤差モデルは非常に推定が困難なモデルとされて

いる [4]．今後は理論的あるいは実験的に収束性や近似
精度の分析が必要である．また，位相応答曲線の推定な

ど実データを用いた有効性の検証も今後の課題である．

謝辞 本研究は科研費 18500184 の助成を受けたもので
ある．
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図 2: 二乗誤差の推移 (σ2
x = σ2

y = 0.32)．破線は通常の
カーネル回帰による結果

0.02 0.04 0.06 0.08

0.
02

0.
04

0.
06

0.
08

regression

pr
op

os
ed

図 3: カーネル回帰と提案手法との比較 (50 回, σ2
x =

σ2
y = 0.12)
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図 4: あてはめの例 (σ2
x = σ2

y = 0.32)
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図 5: 二乗誤差の推移 (σ2
x = σ2

y = 0.32)
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図 6: カーネル回帰と提案手法との比較 (50 回, σ2
x =

σ2
y = 0.32)
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Abstract: We propose a method for extracting a one-dimensional structure from a set

of parameters of one-dimensional normal distributions. In this paper, the one-dimensional

structure is represented as a curve, which contains a linear parameter, on the manifold of

one-dimensional normal distributions. And the fitting error is measured by metric tensor,

which is the second order approximation of e-divergence and/or m-divergence. In this

formulation, the estimation of curve fitting is represented by the framework of Jacobian

kernel principal component analysis, which is the extension of kernel principal component.

Keywords: information geometry, manifold fitting, Euclideanization, kernel principal
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1 概要
1次元正規分布の平均と分散の組がが複数個与えられ

たとき，それらは 2次元空間をなすが，この 2次元空間

の中から構造を抽出するという問題を考える．2次元空

間の部分空間であるから，構造としては 0次元空間であ

る点及び 1次元空間である曲線が考えられる．

0次元構造は重心である．複数の 1次元正規分布の重

心として，複数の 1次元正規分布から測った e-ダイバー

ジェンスの和または m-ダイバージェンスの和を最小に

するm-重心及び e-重心が提案されている [3]．1次元構

造は曲線であり，この構造を抽出する手法として，単

純には主成分分析（principle component analysis；

PCA）などが適用可能と考えられるが，PCAには以下

のような問題点がある． PCA は平均と分散の組が従う

分布がユークリッド（欧幾里得；欧氏） 空間中の正規

分布，つまり 1次元正規分布の平均と分散の組が与える

計量が一定であることを仮定しているが，1次元正規分

布の平均と分散の組が与える自然な計量は，情報幾何学

的には一定ではない [4, 5]．また，PCA は線型構造は抽

出できるが，非線型構造は抽出に不向きである．

そこで本稿では，1次元正規分布の平均と分散をパラ

メータとする 2 次元空間の点列への曲線あてはめによ

∗産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門, 〒 305-8568 茨城県つ
くば市梅園 1-1-1 中央第 2, e-mail jun-fujiki@aist.go.jp,
The National Institute of Advanced Industrial Science and Tech-
nology (AIST) Neuroscience Research Institute, Central 2, 1-1-1
Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8568

†e-mail s.akaho@aist.go.jp

り 1 次元構造を探すことを考える．その際，確率分布

とあてはめ曲線の距離をダイバージェンスそのものでは

なく，ダイバージェンスを 2次形式で近似したもので測

る．このあてはめ問題は核主成分分析（kernel PCA；

KPCA）[9] におけるあてはめ誤差を入力空間の計量で

近似したヤコビ核主成分分析（Jacobian kernel PCA；

JKPCA） [8]の枠組みで捉えることができる．核関数

であてはめ問題を表現することにより多項式核に対応す

る直線や 2次曲線等の多項式曲線だけでなく，ガウス核

などの様々な核関数に対応する曲線があてはめ可能とな

る．また，この結果はダイバージェンスを最小化するこ

とによって e-平坦空間やm-平坦空間をあてはめる手法

[3]を含めたダイバージェンスを最小化する曲線あては

めの初期値として利用することが可能である．

2 一次元正規分布のなす空間

2.1 4つの座標系

本節では，一次元正規分布のなす多様体 S に 4つの

座標系を与える．最も基本的な座標系は，平均 µ，標準

偏差 σ（> 0）に対して µ = (µ, σ)⊤ となる座標系であ

り，一次元正規分布は

p(x;µ) =
1√
2πσ

exp

{
− (x− µ)2

2σ2

}
(1)

と表現できる．これは 2次元平面の上半平面 σ > 0が

定義域である．

次の座標系は平均と分散の組 ξ = (µ, V )⊤（V = σ2）
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で定義される座標系であり，1次元正規分布は

p(x; ξ) =
1√
2πV

exp

{
− (x− µ)2

2V

}
(2)

と表され，定義域は 2次元平面の上半平面V > 0である．

さて，

p(x;µ) =
1√
2πσ2

exp

{
− 1

2σ2
x2 +

µ

σ2
x− µ2

2σ2

}
となるので，F1(x) = x2, F2(x) = xとし，

θ1 = − 1

2σ2
= − 1

2V
, θ2 =

µ

σ2
=
µ

V

とおくと，θ = (θ1, θ2)
⊤ に対して

p(x;θ) = exp{θ1F1(x) + θ2F2(x)− ψ(θ)} (3)

の形に表される．この θは 1次元正規分布のなす多様体

S の局所座標系を定める助変数で e-座標系と呼ばれる．

e-座標系の定義域は θ1 < 0なる左半平面である．

一方，ηi = Eθ[Fi(x)]とおくと

η1 = µ2 + σ2 = µ2 + V, η2 = µ

が成立し，η = (η1, η2)
⊤は θに双対な座標系となり，こ

れは m-座標系と呼ばれる．m-座標系の定義域は放物線

の内部である η1 > η2
2 である．

今，θ と η は座標変換によって全射となるので，そ

の変換を θ(η), η(θ) と書くことにすると，e-座標と m-

座標の間の座標変換は

θ1(η) = − 1

2(η1 − η22)
, θ2(η) =

η2
η1 − η22

,

η1(θ) =

(
θ2
2θ1

)2

− 1

2θ1
, η2(θ) = − θ2

2θ1

となる．他の座標変換も同様に計算できる．

2.2 測地線

さて，多様体 Sの中で真っ直ぐな線は測地線と呼ばれ
るが，双対な座標系に対応して，双対な e-測地線と m-

測地線が定義できる．e-測地線は e-座標系 θ に対して

線形な関係で結ばれる曲線であり，θ1，θ2 を通る e-測

地線は θ(t) = tθ1 + (1− t)θ2, t ∈ T ⊂ Rと助変数表示
される．m-測地線は m-座標系 η に対して同様に定義

される曲線 η(t) = tη1 + (1− t)η2 である．本稿で考察

する S は 2 次元多様体であるから，

e-測地線 ： aθ1 + bθ2 + c = 0,

m-測地線 ： pη1 + qη2 + r = 0

と表現できる．

多様体 S の部分空間には平坦（flat）という概念が定

義される．もちろん平坦さも双対な構造に応じて e-平

坦と m-平坦の２種類が定義できる．e-平坦な部分空間

M とはM 上の任意の 2点を結ぶ e-測地線がM に含

まれるものであり，m-平坦も m-測地線に関して同様に

定義される．本稿では S の平坦な部分空間は測地線と
点に限られる．

3 点のあてはめ
本稿の目的は複数の 1次元正規分布に対して曲線あて

はめにより 1次元構造を抽出することであるが，その前

に “重心”を求めることによって 0次元構造を抽出する

方法 [3]について述べておく．ここで複数の 1次元正規

分布の重心として，複数の 1次元正規分布から測った e-

ダイバージェンスの和を最小にする m-重心，及び複数

の 1次元正規分布から測ったm-ダイバージェンスの和

を最小にする e-重心の 2通り考えることができる．

m-重心は e-ダイバージェンスの和を最小にすること

から，θ座標における算術平均となる．よって複数の 1

次元正規分布の θ座標を {θ[d]}Dd=1とし，m-重心の θ座

標を θ
m
とすると θ

m
= 1

D

∑D
d=1 θ[d] となる．同様に，

e-重心は m-ダイバージェンスの和を最小にすることか

ら，η座標における算術平均となる．よって複数の 1次

元正規分布の η座標を {η[d]}Dd=1とし，e-重心の η座標

を ηe とすると ηe = 1
D

∑D
d=1 η[d] となる

1

4 1次元曲線のあてはめ

4.1 他の座標系における測地線の表現

e-測地線は座標 θ における直線 aθ1 + bθ2 + c = 0を

表す．この直線の µにおける表現は a− 2bµ− 2cσ2 = 0

であるから，これは µ空間における放物線または直線

を表わす．また，特徴写像

µ 7→ µ̃θ = (µ, σ2, 1)⊤

により線型あてはめ a⊤µ̃θ = 0 に帰着できる．同様に

ξ空間において e-測地線は直線を表わし，特徴写像

ξ 7→ ξ̃θ = (µ, V, 1)⊤

により線型あてはめ a⊤ξ̃θ = 0 に帰着できる．そして η

空間における e-測地線は放物線または直線で，特徴写像

η 7→ η̃θ = (η1 − η22 , η2, 1)
⊤

により線型あてはめ a⊤η̃θ = 0 に帰着できる．
1Akaho[3]とは e-重心とm-重心の定義が逆であるが，e-平坦な空

間へはデータから m-射影を行なうことが自然であるという観点から，
本稿のように定義する．
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m-測地線は座標 ηにおける直線 aη1 + bη2 + c = 0を

表わす．この直線の µ空間における表現は

a(µ2 + σ2) + bµ+ c = 0

と，円または直線である．よって特徴写像

µ 7→ µ̃η = (µ, µ2 + σ2, 1)⊤

により線型あてはめ a⊤µ̃η = 0 に帰着できる．同様に

ξ 空間において m-測地線は µ2 の係数が −1の放物線，

または直線を表わし，特徴写像

ξ 7→ ξ̃η = (µ, µ2 + V, 1)⊤

によって，特徴空間における線型あてはめ a⊤ξ̃η = 0 に

帰着できる．そして θ空間においてm-測地線は二次曲

線を表わし，特徴写像

θ 7→ θ̃η = (2θ1 − θ22, θ1θ2, 1)
⊤

により線型あてはめ a⊤θ̃η = 0 に帰着できる．

4.2 あてはめる曲線族

以上，あてはめる曲線族は全て a⊤F (ϕ) = 0 の形で

ある．よって以下，一般的に ϕ空間において線型助変

数で記述される曲線族 f(ϕ;a) = a⊤F (ϕ) = 0 をあて

はめる手法について述べる．

4.3 入力空間の計量

µ，ξ，θ，η空間における計量はそれぞれ，

Gµ =
1

σ2

(
1 0

0 1

)
, Gξ =

1

2V 2

(
2V 0

0 1

)
,

Gθ = − 1

2θ31

(
θ22 − θ1 −θ1θ2
−θ1θ2 θ21

)
,

Gη = G−1

θ
=

1

(η1 − η22)
2

(
1/2 −η2
−η2 η1 + η22

)
であることが簡単に計算できる [4]．

4.4 ダイバージェンス

点 pを部分空間Mへ射影することを考える．射影方

法として e-射影とm-射影が考えられる．

点 pから，Mへの m-射影を q とすると，q は m-ダ

イバージェンス

D(p||q) = ψ(θ(p)) + ϕ(η(q))− θ(p)⊤η(q)

を最小にする点 qとなる．同様に，点 pから，Mへの

e-射影を qとすると，qは e-ダイバージェンス

D(q||p) = ψ(θ(q)) + ϕ(η(p))− θ(q)⊤η(p)

を最小にする点 qとなる．

このように，一般には e-ダイバージェンス，m-ダイ

バージェンスを用いた推定結果は異なる．しかし，微小

距離に関しては 3次以上の微小量を無視すると

D(p||p+ dq) ≈ 1

2
dη⊤Gηdη

=
1

2
dθ⊤Gθdθ ≈ D(p+ dp||p)

となり，e-ダイバージェンスとm-ダイバージェンスは等

しくなる．本稿では，この 2次形式をダイバージェンス

の近似距離として用いることにする．

5 特徴空間における線型あてはめ
本節では，空間 ϕにおける計量がGϕであるときに，

線型助変数で記述される曲線群

f(ϕ;a) = a⊤F (ϕ) = 0 (4)

をあてはめる手法について述べる．

例えば，一次元正規分布の集合に e-測地線をあてはめ

るには，µ空間において曲線族 aµ + bσ2 + c = 0をあ

てはめれば良く，このあてはめを µ空間の計量に基づ

いて特徴空間 µ̃θ において線型あてはめ a⊤µ̃θ = 0を

行なえば良い．もちろん，ξ空間の計量に基づいて特徴

空間 ξ̃θ において線型あてはめを行っても良いし，η空

間の推定，θ空間の推定として考えても良い．

5.1 エネルギー関数

D個の一次元正規分布が観測されたとし，それらの座

標を {ϕ[d]}Dd=1とする．そして ϕ̂[d]をϕ[d]から式 (4) で

表現される曲線へ下した垂線の足とする．また，ϕ̂[d] −
ϕ[d] = δϕ[d] とおく．このとき，

f(ϕ̂[d];a) ≈ f(ϕ;a) +
∂f

∂ϕ
(ϕ[d];a) δϕ[d] = 0 (5)

が成立する．写像F : ϕ 7→ F (ϕ)ヤコビ行列をJF = ∂F

∂ϕ
とし，ϕ[d] における JF の値を JF[d]

とすると，

∂f

∂ϕ
(ϕ[d];a) = a⊤ JF[d]

δϕ[d]

により，式 (5)は a⊤ JF[d]
δϕ[d] = −a⊤F[d]，つまり

a⊤
[
JF[d]

δϕ[d]δϕ
⊤
[d] J

⊤
F[d]

]
a = a⊤

[
F[d] F

⊤
[d]

]
a , (6)

と変形できる．ここで F[d] = F (ϕ[d])である．よって，

データ点と曲線との距離 r[d] は G[d] = Gϕ[d]
とおくと

δϕ[d]
⊤G[d] δϕ[d] = δF⊤

[d] G[d] δF[d] (7)
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（G[d] = J+⊤
F[d]

G[d] J
+
F[d]
）2の式 (6) の基での最小値とな

る．そしてそれはコーシー・シュワルツの不等式により，

r2[d] =
a⊤
[
F[d] F

⊤
[d]

]
a

a⊤ G+
[d] a

(8)

と計算でき，ϕ空間の計量の基での曲線あてはめは，エ

ネルギー関数

E(a) =
D∑

d=1

a⊤
[
F[d] F

⊤
[d]

]
a

a⊤ G+
[d] a

(9)

を最小化する aを求めることによって実現できる．

5.2 解法とアルゴリズム

式 (9)のようなレイリー商の和を最小化する問題はコ

ンピュータビジョンにおいて深く研究されており，多く

の手法が提案されている（例えば [6, 10]）．本稿で与え

たレイリー商の和は 1 次元正規分布のなす空間のダイ

バージェンスの近似に基づくので，レイリー商の和の最

小化を高精度に実現する必要がないため，Akaho[1]に

よって提案された最小化手法を紹介する．

なお，ここで f(ϕ;a)は十分に滑らかであるとする，

つまり aが微小変化したとき，∂f/∂ϕも十分小さいも

のとする．

今，aの近似値 âが得られたとし，λ[d] 及び Λを

λ[d] = â⊤ G+
[d] â , Λ = diag{λ[1], . . . , λ[D]} ,

と定義し，F = (F[1] · · · F[D])とおくと，エネルギー

関数は

E(a) ≈ a⊤ [FΛ−1F⊤]a
と近似できるので，

a = UnitMinEigenVec
[
FΛ−1F⊤]

が成立3する．

次のアルゴリズムにおいて，右上の添字 [k]は k番目

のステップにおける値を表す．特に初期値は [0]で表す．

初期値の与え方は後に述べる．

(1) 初期値 {λ[0][d]}
D
d=1 を計算．

(2) (a)及び (b)を収束するまで繰り返し：

(a) â[k+1] := UnitMinEigenVec[F(Λ[k])−1F⊤]

(b) λ
[k+1]
[d] := (â[k+1])⊤G+

[d](â
[k+1]).

2X+ で X のムーア・ペンローズ逆行列を表わす．
3UnitMinEigenVec[X] で X の最小固有値に対応する単位固有ベ

クトルを表わす．

6 計量のユークリッド化（欧氏化）
本節では提案手法の初期値としての計量の（0階）欧

氏化を述べる．Akaho[1]は通常のLS解を初期値とした．

通常の LS解は計量の変換を考慮しない故，射影空間の

計量テンソルが単位行列であるとの仮定の基で助変数を

推定する．推定値は {λ[0][d] = 1}Dd=1 と置いたエネルギー

関数の近似式 E(a) ≈ a⊤[FF⊤]a から求められる

â[1] = UnitMinEigenVec[FF⊤]

であり，これが通常の LS解である．しかし通常の LS

解は初期値として良くないことがある．そこで超球面

データに対する計量の欧氏化（Euclideanization of

metric） が提案された [7].

欧氏化の概念は入力空間の計量をなるべく保つため

の射影空間における計量の調整である．その意味で先に

述べたで曲線のあてはめ手法も一種の計量の欧氏化で

ある．そこでこれらの欧氏化を区別するために，Fujiki

and Akaho[7] によって提案された欧氏化を計量の 0階

欧氏化と呼び，本稿で提案した欧氏化を計量の 1階欧氏

化と呼ぶことにする．

当初，計量の0階欧氏化は超球面の等方向射影（equidi-

rectional projection；EDP）の場合にのみ提案され

た [7]が，これは線分長の変化を体積要素の拡大率を利

用して調整する手法であり，その概念は，写像により n

次元体積要素が k 倍に拡大されたとすると，線分長は

k
1
n 倍拡大されると期待できる．そこで入力空間の最小

二乗法は射影空間における重み附き最小二乗法で近似で

きる．このとき各データに附する重みは k−
2
n となる．

さてϕ空間をを射影した空間を F (ϕ) ∈ RN とし，そ

の射影のヤコビ行列を JF = ∂F

∂ϕ
とする．このとき写像

ϕ 7→ F (ϕ) における 2次元体積（面積）の拡大率は次

のように計算される：∣∣∣∣ ∂F∂ϕ1 dϕ1 ∧ ∂F

∂ϕ2
dϕ2

∣∣∣∣ =
√
det (J⊤

F JF ) |dϕ1 ∧ dϕ2|

=
1√

Det G

ここで G = J+⊤
F GϕJ

+
F であり，DetX は非負対称行

列X の非零固有値の積4を表すものとする．よって 2次

元体積は (Det G)−1/2 倍拡大されるので線分の長さは

(Det G)−1/4倍拡大されると期待できる．よって入力空

間の LS法は射影空間において，重み (Det G)1/2を附し
た重み附き LS法となる．

4データが誤差を含む場合，零固有値が非零固有値となることがあ
る．この場合は最大 2固有値の積を計算すれば良い．何故なら，一般
に G の階数は 2 だからである．
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なお，この射影による微小距離の変化は既に述べたよ

うに

r2 = dϕ⊤Gϕdϕ

= dF⊤(J+T
F GϕJ

+
F )dF = dF⊤G dF

だから 0階欧氏化は微小距離の変換規則から簡単に計算

できる．

ここで射影空間における 3 種類の距離を比較してみ

る．第一は普通の最小二乗法で用いられる距離であり，

r2 =
{f(ϕ;a)}2

a⊤a
=

{f(ϕ;a)}2

a⊤ IN a

である．第二の距離は 0階欧氏化であり，

r2 =
{f(ϕ;a)}2

a⊤{(Det G+)1/n IN}a
,

である．そして最後の距離は本稿で提案する 1階欧氏化

であり，

r2 =
{f(ϕ;a)}2

a⊤ G+ a

である．この 3種類の距離において分子は共通であり分

母のみが異なることに注意する．普通の最小二乗法にお

ける射影空間の計量行列は単位行列である．0階欧氏化

における射影空間の計量行列はスカラー行列（比率は場

所によって異なる）である．そして 1階欧氏化において

射影空間の計量行列は一般的な非負対称行列である．な

お 0階欧氏化は 1階欧氏化の近似として捉えることがで

き，n次元超曲面5F (ϕ) ∈ RN において

G+ ≈ (Det G+)1/n IN

と近似されている．

以上のことから，0階欧氏化は，特徴空間の LSより

も提案手法である 1階欧氏化に近い近似であると考える

ことができ，1階欧氏化の初期値としてより適切である

と考えられる．

7 核関数による表現
以上に述べたあてはめ手法は特徴空間がリーマン空間

である場合の手法であるが，近年，核関数を利用するこ

とによって，リーマン空間の手法をヒルベルト空間に拡

張することが行なわれている [9, 11]．

核関数を用いた表現により，直線あてはめは 1 次多

項式カーネル，2 次曲線あてはめは 2 次多項式カーネ
5F (ϕ)は Sn の像であるから，F (ϕ)は射影空間上の n次元超曲面

を表す．よって式 (10)の正確な表現は次のようになる：rankG+ = nで
あるから，非負対称行列 G+ の特異値分解は Udiag {d1, · · · , dn}U⊤

となり，0階欧氏化による G+ の近似は (d1 · · · dn)1/nUU⊤ となる．
つまり F (ϕ) の接空間への正射影と拡大の合成変換となる．

ル，というように n次曲線のあてはめを n次多項式カー

ネルを用いることによって実現できる．また，ガウス

核（Gaussian kernel）を用いることにより，ヒルベ

ルト空間におけるあてはめも行なうことができる．この

ようなカーネルに基づいて定義される曲線族を核曲線

（kernel curve）と呼ぶことにする．

なお，このあてはめ問題は標本特徴空間という空間

を考えることにより，標本特徴空間という空間における

線型あてはめ問題に帰着できることがわかり，カーネル

トリックとは，ヒルベルト空間を標本特徴空間へ射影す

ることによって有限次元の問題に帰着していることがわ

かる．

7.1 ヤコビ核主成分分析

本小節では，ヤコビ核主成分分析 [8]の枠組みであて

はめ問題を核関数で表現する．

本稿では微分可能な核関数 k(x,y) = F (x)⊤F (y)及

びその微分であるヤコビ核（Jacobian kernel）[8]

k(x,y)
(m×1)

=
∂k(x,y)

∂x⊤ = JF (x)
⊤F (y)

を用いる．また aの存在範囲として F[d] の線型結合

a
(n×1)

=
∑
p

α[d]F[d] = F
(n×D)

α
(D×1)

だけを考える6．ここでD ×D行列 Kを

(K)ij = k(x[i],x[j]), K =
(
K[1] · · · K[D]

)
で定義し，また，D ×m行列K[d] を

k[i][j] = k(x[i],x[j]),

K[d] =
(
k[d][1] · · · k[d][D]

)⊤
で定義すると，

K[d] = F⊤F[d], K[d] = F⊤JF[d]

が成立する．このとき，式 (9)について

a⊤
[
F[d]F

⊤
[d]

]
a = α⊤K[d]K⊤

[d]α,

a⊤G+
[d]a = α⊤K[d]G

−1
[d]K

⊤
[d]α

である．このとき式 (9)は，写像 F を含まない

E ′(α) =
D∑

d=1

α⊤K[d]K⊤
[d]α

α⊤K[d]G
−1
[d]K

⊤
[d]α

(10)

6赤穂 [2]は a = Φα+

D∑
d=1

β⊤
[d]

(
∂F (x)

∂x

)⊤

[d]

の範囲で aを探索

し，そのためK(x,y) = JF (x)⊤JF (y) も定義される．この核関数
を計量核（metric kernel）と名付ける．
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となり，これを最小にする αを求めることとなる．

この最小化問題は式 (9)の最小化と同様に解ける．

今，αの近似値 α̂が得られたとし，λ[d] 及び Λを

λ[d] = α̂⊤K[d]G
−1
[d]K

⊤
[d]α̂ ,

Λ = diag{λ[1], . . . , λ[D]} ,

と定義すると，エネルギー関数は

E ′(α) ≈ α⊤ [KΛ−1K
]
α

と近似できるので，

α = UnitMinEigenVec
[
KΛ−1K

]
が成立する．よってアルゴリズムは以下の通り：

(1) 初期値 {λ[0][d]}
D
d=1 を計算

7．

(2) (a)及び (b)を収束するまで繰り返し：

(a) α̂[k+1] := UnitMinEigenVec[K(Λ[k])−1K]

(b) λ
[k+1]
[d] := (α̂[k+1])⊤K[d]G

−1
[d]K

⊤
[d](α̂

[k+1]).

8 核関数と標本特徴空間
先程の F = (F[1] · · · F[D]) と特徴写像 ϕ 7→ F (ϕ)

を用いて標本特徴写像（sample feature map）を

K : ϕ 7→ K(ϕ) = F⊤F (ϕ) ∈ RD

によって定義し，K(ϕ)の属する空間 RD を標本特徴空

間（sample feature space）と呼ぶことにする．この

とき，標本特徴写像のヤコビ行列がK = F⊤JF となる

ことに注意すると，標本特徴空間での SLS基準による

超平面α⊤K(ϕ) = 0 のあてはめ問題は式 (10) の最小化

となる．

つまり，核関数を用いたあてはめ問題の書換えは，特

徴空間におけるあてはめ問題を標本特徴空間におけるあ

てはめ問題へと書換えたことに対応することがわかる．

この書換えによってヒルベルト空間の問題を，標本数で

定まる有限次元の問題に帰着していることがカーネルト

リックの一つの意味であると考えることができる．

なお，標本特徴空間における欧氏化が核関数を用いた

場合の欧氏化に対応することとなり，1階欧氏化である

r2 =
(α⊤K[d])

2

α⊤ K[d]G
−1
[d]K

⊤
[d] α

をスカラー行列で近似した

r2 =
(α⊤K[d])

2

α⊤{(Det K[d]G
−1
[d]K

⊤
[d])

1/n ID}α
,

7この結果は核主成分分析 [9] を行なったことに相当する．

が 0階欧氏化となる．

これらを初期値としてレイリー商の和を最小とするα

を求めれば良い．

9 おわりに
本稿では，一次元正規分布の集合に線型助変数で記述

される曲線群をダイバージェンスの和の近似値を最小化

するようにあてはめる手法を提案した．提案手法は近似

距離の最小化であるから，データの構造，すなわちあて

はめるべき曲線族を決定する特徴写像 F (ϕ)がデータに

相応しくない場合はあてはまりが悪くなるため，（非線

型 PCA一般に言えることであるが）特徴写像の選び方

が重要な問題となる．
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Abstract: We propose a new boosting algorithm based on a linear programming formu-
lation. Our algorithm can take advantage of the sparsity of the solution of the underlying
optimization problem. In preliminary experiments, our algorithm outperforms a state-of-
the-art LP solver and LPBoost especially when the solution is given by a small set of
relevant hypotheses and support vectors.
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1 はじめに
近年，機械学習や関連分野において踈な分類器が注目

を集めている．例えばテキスト分類においては，特徴の

サイズが１０万以上になるがそのうち重要な特徴はほん

のごく一部となるとなることがある．このような場合，

踈な分類器は分類だけでなく特徴選択にも有効である．

踈な分類器を学習する主なアプローチとして，�1 ソ

フトマージン最適化問題として定式化する方法が挙げ

られる．この問題では，マージンを大きくするような線

形分類器を重みの �1 ノルムを正則化することによって

求める．マージンを用いた一般化誤差の研究によって，

このアプローチは分類において頑健であることが保証

されている [12, 5]．また，近年，�1 ソフトマージン最

適化問題は類似性指標を用いた学習にも応用されてい

る [6, 8, 1, 14]．
�1 ソフトマージン最適化問題は線形計画問題である

ため，シンプレックス法や内点法など標準的な最適化手

法によって解くことが可能である．しかし，特徴や例の

サイズが１万以上の場合，多大な計算時間を要すること

がある．

LPBoost は Demiriz らによって提案されたよく知ら
れたブースティング手法であり，�1 ソフトマージン最

∗九州大学大学院システム情報科学研究院情報学部門,〒 819-0395
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適化問題を解くように設計されている [5]．LPBoost に
おけるブースティングの繰り返し回数の上限は知られ

ておらず，また，最悪時の繰り返し回数の下界は他の

ブースティング手法よりも指数的に悪いことがわかって

いるものの（後述），実際多くの場合十分に高速である

（LPBoostのハードマージン最適化問題に関する初期の
結果については [7]が知られている）．
定義域 X 上 のm 個のラベル付き事例 (x1, y1), . . . ,

(xm, ym) (xi ∈ X , yi ∈ {−1, +1})と n個の仮説（特徴）

h1, . . . , hn(hj : X → [−1, +1]) が与えられたとする. 直
接ソフトマージン最適化問題を解く代わりに，LPBoost
は以下の操作を繰り返す：(1)各繰り返し tにおいて，事

例上の現在の分布 dt に対して“よい仮説”ht を見つけ

る．(2)仮説の集合を {h1, . . . , ht}に制限した“小さな”
ソフトマージン最適化問題を解くことによって次の分布

dt+1 を構成する．最終的な仮説は過去に選ばれた仮説の

線形結合である，ただし，各仮説の係数は最後に解いた

“小さな”ソフトマージン最適化問題のラグランジュ乗数

によって与えられる．ここで，m×nの行列を考える. 行
列の各成分は uij = yih(xi) (i = 1, . . . , m, j = 1, . . . , n)
とする. ここで，各行が事例に，各列が仮説に対応して
いる．この行列は �1 ソフトマージン最適化問題の制約

行列を表しており，行列の視点から見れば，LPBoostは
列を生成しながら線形計画問題を繰り返し解いているこ

とになる．実際，LPBoost は Column Generation [11]
と呼ばれる最適化手法における古典的なテクニックを用

いた線形計画問題の解法と見なすこともできる.
しかしながら，LPBoost は問題の疎性を十分に活か

しきれていない．実際，�1 ソフトマージン最適化問題に

は２種類の疎性がある．最初の疎性は仮説間に現れる．
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すなわち，最適解においては，“重要な”仮説のみが非

負の係数を持つ．そして，もう１つの疎性は事例間に現

れる．より正確には，いくつかの“重要な”事例（しば

しば“サポートベクター”とも呼ばれる）だけが，最

適解に影響し,それら以外の事例を取り除いても最適解
は変化しない．

本稿では，我々は仮説間と事例間の両方の疎性を利用

した新しいブースティング手法を提案する．本提案手法

Sparse LPBoost は行と列の両方を生成するアプローチ
を取る．Sparse LPBoost は“重要そうな”列（仮説）
と行（事例）を選択しながら線形計画問題を繰り返し解

く．我々は，精度パラメータ ε > 0 が与えられたとき，
Sparse LPBoost はソフトマージンが γ∗ − ε　以上で

あるような仮説の線形結合を出力することを示す，ここ

で，γ∗ は最適なソフトマージンである．
本稿では，人工データおよび実データにおける準備的

な実験において，Sparse LPBoost が，従来手法である
線形計画ソルバや LPBoost よりも �1 ソフトマージン

最適化問題をより高速に解くことを示す．特に，事例や

仮説の総数が１万以上であるような大規模なデータにお

いて，Sparse LPBoost は他の手法に比べて数倍以上の
高速化を達成した．

いくつかの関連研究を挙げておく．Warmuthらは En-
tropy Regularized LPBoost [16]と呼ばれる LPBoostの
改良版を提案している．Entropy Regularized LPBoost
も �1 ソフトマージン最適化問題を近似的に解くことが

可能であり，繰返し回数 O(log(m/ν)/ε2) で実行できる
ことが示されている．一方，LPBoostの繰り返し回数の
最悪時の下界は Ω(m) であることも知られている [15]．
この手法も LPBoost と同様，仮説間の疎性を利用して
いる．

Mangasarian [10] や Sra [13] の手法は元の線形計画
問題を目的関数に２次の項を加えることにより，２次計

画問題に変換しそれぞれニュートン法や Bregman法 [3]
を用いて解を求める．彼らの手法は仮説間，事例間のい

ずれの疎性も利用していない．

Bradley と Mangasarian [2] は，本手法と同様に，元
の線形計画問題をより小さな問題に分解して解く手法を

提案している．しかしながら，この手法は LPBoost と
同様に行（仮説）だけを生成する．

以上，いずれの既存手法も，本手法のように事例間，

仮説間両方の疎性を利用しているわけではない．

2 準備
事例の空間を X とする．与えられた事例の集合を

S = ((x1, y1), . . . , (xm, ym)) とする，ここで，各事例 x

は X に属し，各ラベル yi は −1または +1 の値をとる
とする (i = 1, . . . , m)．仮説の集合を Hとする，ただし，
各仮説 h ∈ H は事例の空間 X から [−1, +1] への関数
とする．自然数 k に対して，Pk を k 次元の確率分布の

集合，つまり，Pk = {p ∈ [0, 1]k :
∑k

i=1 pi = 1} とお
く．仮説の（正規化された）重み付け α ∈ Pn に対する

ラベル付き事例 (x, y) のマージンを yi

∑n
j=1 αjhj(xi)

と定義する．事例の集合上の分布 d ∈ Pm に対する仮

説 h ∈ H のエッジを ∑m
i=1 yidih(xi) と定義し，γd(h)

と表記する．

2.1 �1 ソフトマージン最適化問題

�1 ソフトマージン最適化問題は以下のように定式化

される（例えば，[5, 16]など参照）．

max
ρ,α,ξ

ρ − 1
ν

m∑
i=1

ξi (1)

sub.to

yi

∑
j

αjhj(xi) ≥ ρ − ξi (i = 1, . . . , m),

α ∈ Pn, ξ ≥ 0,

min
γ,d

γ (2)

sub.to

γd(hj) =
∑

i

diyihj(xi) ≤ γ (j = 1, . . . , n),

d ≤ 1
ν
1, d ∈ Pm,

ただし主問題は (1) ，双対問題は (2) でそれぞれ表され
る．これらの問題は線形計画問題であり，主問題 (1) の
最適解を (ρ∗, α∗, ξ∗)，双対問題 (2)の最適解を (γ∗, d∗)
とすると，双対性により，ρ∗ − 1

ν

∑m
i=1 ξ∗i = γ∗ となる

ことが知られている．また，本稿ではそれぞれの目的関

数項をソフトマージンと呼ぶことにする．

注目すべき最適解の性質は疎ということである．KKT
条件により，最適解は次のような性質を満たす．

d∗i

⎛
⎝yi

∑
j

α∗
jhj(xi) − ρ∗ + ξ∗i

⎞
⎠ = 0 (i = 1, . . . , m).

d∗i ≥ 0, yi

∑
j

α∗
jhj(xi) − ρ∗ + ξ∗i ≥ 0 (i = 1, . . . , m).

ξ∗i (1/ν − d∗i ) = 0, ξ∗i ≥ 0, d∗i ≤ 1/ν (i = 1, . . . , m).
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この性質から，以下が成り立つ．

• yi

∑
j α∗

jhj(xi) > ρ∗ ならば，d∗i = 0．

• 0 < d∗i < 1/ν nならば，yi

∑
j α∗

jhj(xi) = ρ∗．

• ξ∗i > 0 ならば，d∗i = 1/ν.

特に，ラベル付き事例 (xi, yi) の対応する重み di が非

ゼロであるとき，(xi, yi)をサポートベクターと呼ぶ．こ
こで，マージンが ρ∗ 未満（つまり ξ∗i > 0）であるよう
なラベル付き事例は高々 ν 個であることに注意してほ

しい．なぜなら，そうでない場合，
∑

i d∗i > 1 となり矛
盾するからである．

さらに，主問題の最適解も疎な性質をもつ．

• γd∗(hj) < γ∗ ならば，α∗
j = 0.

対応する係数 αj が正であるとき，仮説 hj が重要であ

ると言うことにする．以上から，最適解はサポートベク

ターと重要な仮説のみを用いて再現することができるこ

とがわかる．

3 アルゴリズム
本節では，双対問題 (2)を解く手法について詳しく述

べる．

3.1 LPBoost

まず，LPBoost [5]について述べる．事例の集合上の初
期分布 d1（一様分布とする）が与えられた時，LPBoost
は以下の動作を繰り返す．各ステップ t において，(i)
LPBoostは分布 dt に対して γt+ε以上のエッジを持つ

ような仮説 ht を選ぶ．(ii)次に，新しい制約 γd(ht) ≤ γ

を現在の最適化問題に追加して解く．動作 (i) において
条件を満たす仮説が存在しなければ終了する. 図 1に詳
細をまとめる．

次に LPBoost が双対問題 (2)を近似的に解くことを
示す．

定理 1. LPBoost はソフトマージン γ∗ − ε 以上の最終

的な仮説を出力する．

証明. アルゴリズムの定義から，LPBoost が最終的な
仮説を出力するとき，γT ≥ maxh∈H γdT (h)− ε が成り

立つ．さらに，dt は双対問題 (2)の実行可能解なので，
maxh∈H γdT (h) ≥ γ∗　が成り立つ．これらの事実を組
み合わせると， γT ≥ γ∗ − ε　を得る．

Algorithm 1 LPBoost(S,ε)

1. d1 を事例の集合 S 上の一様分布とする．γ1 = −1
とする．

2. For t = 1, . . . ,

(a) 分布 dt に対して γt + ε の エッジ を持つよ

うな仮説 ht を選ぶ．

(b) 条件を満たす仮説が H 中に存在しなければ
T = t − 1 とし，終了．

(c) 双対問題 (2) を限定された仮説集合
{h1, . . . , ht} に対して解く．得られた最適解
を (γt+1, dt+1) とおく．

(γt+1, dt+1) = arg min
γ,d∈Pm

γ

sub. to

γd(hj) ≤ γ (j = 1, . . . , t)

d ≤ 1
ν
1.

3. 最終的な仮説 f(x) =
∑T

t=1 αtht(x) を出力する，
ここで，各 αt (t = 1, . . . , T ) は双対問題 (2) にお
ける Lagrange 乗数である．

3.2 提案手法

本節では，本提案手法 Sparse LPBoostについて述べ
る．本手法は LPBoost に変更を加えたものであり，大
まかに２つの違いがある．１つ目の違いは，分布 dt の

定義域が事例の集合全てではなく，現在の仮説の重み付

け αt に対するマージンが小さい事例のみをカバーす

る点である．２つ目の違いは，Sparse LPBoostは各繰
り返しにおいて２つ以上の仮説を選ぶ点である．Sparse
LPBoostの詳細を図 2に述べる．
次に，Sparse LPBoostの正当性を示す．

定理 2. Sparse LPBoostはソフトマージン γ∗ − ε 以上

の最終的な仮説を出力する．

証明. C = S − ST とおく．また，γT , dT をアルゴリ

ズム終了時の双対問題の解とする．アルゴリズムの終了

条件より，γT + ε 以上の エッジをもつ仮説は存在しな

いので，γT + ε ≥ maxh∈H γdT (h)　が成り立つ．さら
に，dT ∈ P |ST | は事例の集合 ST に対する双対問題 (2)
の実行可能解であるので，maxh∈H γdT (h) ≥ γ∗ を満た
す．したがって， γT ≥ γ∗ − ε が成り立つ．最後に，分

布 d′
T = (dT , 0, . . . , 0) ∈ P |S| を考える．この分布は C

に属する事例にゼロの重みを与えるような分布である.
このとき，明らかに (γT , d′

T ) は，事例の集合 S に対し
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Algorithm 2 Sparse LPBoost(S,ε)

1. (初期化) ν 個の事例を任意に選び，それらからな

る事例の集合を S1，S1 上の一様分布を d1 とす

る．また，f1(x) = 0，ρ1 = 1，γ1 = −1, H1 = ∅
とする．

2. For t = 1, . . . ,

(a) ft に対してマージンが ρt 未満の事例からな

る集合 S′
t を１つ選ぶ．

(b) 条件を満たす S′
tが存在しなければ，T = t−1

とし，break.

(c) St+1 = St ∪ S′
t とおく．

(d) For t′ = 1, . . . ,

i. 分布 dt′ に対して エッジが　 γt′ + ε で

あるような仮説からなる集合H ′
t′ を１つ

選ぶ．

ii. 条件をみたす H ′
t′ が存在しなければ

break.

iii. Ht′+1 = Ht′ ∪ H ′
t′ とおく.

iv. 双対問題 (2) を St および　 Ht′+1

に対して解く．(γt′+1, dt′+1) を得られ
た解で更新する．また，ft+1(x) =∑

h∈Ht′+1
αhh(x) ，ρt+1 を対応する主

問題の解とする，ここで，各 αh は双対

問題 (2) の Lagrange 乗数である．

3. fT (x) =
∑

h∈HT
αhh(x)　を出力．

て KKT 条件を満たす.

3.3 仮説と事例を選択するためのヒューリス
ティクス

前に述べた Sparse LPBoostの説明では，仮説と事例
の選択方法については指定していない．本節では，仮説

と事例の選択に関するヒューリスティクスについて述べ

る．具体的には以下の３つの選択方法を考える．

閾値選択 γ′
t+ε以上のエッジを持つ仮説，および，マー

ジンが ρt 以下の事例をそれぞれ１つずつ選択．

最大 / 最小選択 　最大のエッジを持つ仮説，および，

最小のマージンを持つ事例をそれぞれ１つ選択．

最大 / 最小- 指数選択 分布 dt′ に対して γ′
t +ε以上の

エッジを持つ仮説の集合を Ĥt′，ft に対してマージ

ンが ρt 以下となるような事例の集合を Ŝt とおく．

このとき，エッジの高い順に上位K 個の仮説，マー

ジンの低い順に上位 L 個の事例をそれぞれ選ぶ，

ここで　K = min{|Ĥt′ |, 2t′}，L = min{|Ŝt|, 2t}
とする．

では，どの選択方法をとるべきか議論する．以下では，

例として，ν = 0.2mの場合を考えよう．この場合，ラベ

ル付き事例の高々２割がマージン ρ∗ 以下となり，よっ
てこれらは正しく分類されないかもしれない．しかし

ながら，この設定により，高々２割の事例の誤分類を許

すことで，全体のマージンを向上させることができる．

よってラベルのノイズの大きいデータには妥当な設定と

いってよいだろう．また，簡単のため，事例に関する計

算時間のみ考える．線形計画法の計算時間は mk (k は
定数)とする．
もし，閾値選択もしくは最大 / 最小選択を用いた場

合，Sparse LPBoostの計算時間は少なくとも

ν∑
t=1

tk >

∫ ν

t=1

tkdt =
νk+1 − 1

k + 1
= Ω(mk+1)

要する．

一方，最大 /最小-指数選択を用いて，Sparse LPBoost
が cm 個 (0 < c ≤ 1) の事例を選んで終了した場合，計
算時間は高々，

�log(cm)�∑
t=1

(ν + 2t)k =
�log(cm)�∑

t=1

k∑
s=0

(
k

s

)
νs2t(k−s)

=
k∑

s=0

(
k

s

)
νs

�log(cm)�∑
t=1

2t(k−s)

≤
k∑

s=0

(
k

s

)
νs2(k−s)(log(cm)+2)

=
k∑

s=0

(
k

s

)
νs(c′m)k−s

= (ν + c′m)k = (0.2 + c′)kmk

= O(mk).

となる．また，同様の議論が仮説の選択方法に関しても

成り立つ．

したがって，上記の３つの選択方法のうち，最大 / 最
小-指数選択が，計算時間の観点で頑健であるといえる．
以降では， Sparse LPBoostは最大 / 最小-指数選択を
用いると仮定する．注意すべき点は， Sparse LPBoost
の利点は，元の線形計画法とは最悪時の計算時間は同じ

でも，より小さい係数をもつことである．定数倍の計算

時間ではあっても，実際のデータにおいては大きな実行

時間の短縮が図れる可能性がある．
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4 実験
人工データ，実データ上で線形計画法，LPBoost，およ

び Sparse LPBoostの実験的評価を行う．実験は Xeon
3.8GHz の CPU，メモリ 8Gb を持つワークステーシ
ョン上で行った．実装には C++, 線形計画ソルバには
CPLEX 11.0 を用いた．

4.1 人工データ

本実験で使用する人工データセットは m = 104 から

106 個の X = {−1, +1}n 上のラベル付き事例から構成

される．我々は線形関数 f(x) = x1 + x2 + · · ·+ xk + b，

を１つ固定する，ここで，x1, . . . , xk は事例 x の最初の

k 個の次元であり，b は定数項である．関数 f は各事例

x のラベル (−1 or +1)を f(x) の符号の正負によって
与える．各パラメータは n = 100, k = 10 and b = 5 と
した．各データセットに対して正例と負例が等確率にな

るようにランダムに事例を生成した．さらに，データに

ノイズを加えるため，0% または 5% の確率でラベルを
ランダムに反転させた．

各データセットに対して，n+1 個の仮説を用意した．
最初の n 個の仮説は n 個の次元それぞれに対応する，

つまり，hj(x) = xj (j = 1, . . . , n) である．最後の仮説
は常に +1 を返す（定数項に対応）．
また，ノイズなし，ありのそれぞれのデータセット

に対して，パラメータ ν を ν = 1 and ν = 0.2m に

設定した．LPBoost and Sparse LPBoost に対しては
ε = 0.001 とした．
ノイズなし，ありのデータセットに対する実験結果を

表 1にまとめる．ここで，計算時間は CPU時間である．
注目すべき点は，他のアルゴリズムに比べて，Sparse
LPBoost は ν の選択に対してより頑健であることであ

る．実際，異なる ν の値に対しても，計算時間は最速

ないし，最速に近い．さらに，ノイズなし，ありのそれ

ぞれのデータセットに対して，Sparse LPBoost は全事
例数 m より少ない事例を選択している．したがって，

双対問題 (2) における変数のサイズが減少し，問題を小
さくすることにより計算時間の高速化が達成されてい

る．特に，事例数が m = 106 の場合，LPソルバーや
LPBoostがメモリ不足で動作しないのに対して，Sparse
LPBoostは動作しており,よりメモリを消費しないこと
がわかる．また，ν = 1 と設定したノイズなしデータ
セットに対して，得られた分布 d の非ゼロ要素数は小

さくなっている一方，ν = 0.2m としたノイズありデー

タセットに対して，得られた分布 d の非ゼロ要素数は

増加している．結果として計算時間も増大している．こ

れは，最適な分布が少なくとも，ν 個の非ゼロ要素を持

つためである．

4.2 実データ

次に，実データセット上での実験結果を示す．実デー

タセットには Reuters-21578 1, RCV1 [9], news20 を用
いた．

Reuters-21578 に対しては，部分データセット mod-
ified Apte (“ModApte”) を用いた．このデータセット
は，トピックによってラベルづけされた 10170 個の事
例からなる．我々は， “acq” という主要なトピックを
正例，他のトピックを負例とし，２値分類問題を構成し

た．仮説として，30, 839 の単語に対応した決定株を用
意した．ここで，各決定株は１つの単語に対応し，与え

られた文書にその単語が含まれていれば +1，そうでな
ければ −1 を返す．

RCV1データセット，news20には，LIBSVM tools [4]
で提供されているものを用いた．データ数と仮説の総数

はそれぞれ，m = 20, 242, n = 47, 236, m = 19, 996,
n = 1, 355, 193 である．
各データセットに対して，さらに定数項に対応する仮

説 −1 を用いる．LPBoost and Sparse LPBoostのパ
ラメータについては，ε = 10−4 とし，Reuters-21578，
RCV1, news20データセットそれぞれに対して ν = 0.2m

とした．

実験結果を表 2にまとめる．Sparse LPBoost は他の
手法よりも数倍以上高速に動作していることがわかる．

人工データでの結果と同様，Sparse LPBoost はより少
ない事例（約 0.6m から 0.8m 程度）で最適解を近似的

に求めている．また，Sparse LPBoost は仮説間の疎性
も利用しているように見える．実際，両データセットに

おいて，Sparse LPBoost は 30, 000 以上の仮説の中か
ら数パーセントの仮説のみを用いている．

5 結論
本稿では，与えられた任意の ε > 0 に対して，�1 ソ

フトマージン最適化問題の ε近似を求める手法を提案し

た．本手法は最適解における仮説間と事例間の疎性を利

用することにより，標準的な線形計画ソルバや LPBoost
よりも高速に動作する．

今後の課題として，計算時間の理論的保証が得られる

ように Sparse LPBoost を改良することが挙げられる．
また，実用的な観点では，仮説と事例を選択するための

より良いヒューリスティクスの開発も重要である．

1http://www.daviddlewis.com/resources/testcollections/reuters21578.
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ν = 0 (ノイズなし) ν = 0.2m (ノイズあり)

m 手法 計算時間 (秒) #(di > 0)(%) #(αj > 0)(%) 計算時間 (秒) #(di > 0)(%) #(αj > 0) (%)

104 LP 5.99 0.25 18.8 2.8 20.0 9.9
LPB 11.64 0.19 17.8(69.3) 3.16 20.0 9.9(9.9)
SLPB 6.15 0.25(23.0) 25(98) 2.99 20.0(47) 9.9(10.9)

105 LP 82.4 0.1 53.5 33.78 20 9.9
LPB 120 0.02 15.8(61.4) 43.9 20 9.9(10.9)
SLPB 63.9 0.03(18.9) 20.8(80) 53.1 20(58.7) 10.9(59.4)

106 LP メモリ不足 n/a n/a メモリ不足 n/a n/a
LPB メモリ不足　 n/a n/a メモリ不足 n/a n/a
SLPB 684 0.002(25.2) 15.8(71.3) 1679 20(46.5) 90(91)

表 1: ノイズなし（ν = 1），ノイズあり（ν = 0.2m)データに対する実験結果．#(di > 0)，および #(αj > 0) はそ
れぞれ，d, α における非ゼロ要素数の割合を表す．LPBoost (LPB) と Sparse LPBoost (SLPB)に対しては，選択
された仮説や事例の個数の割合をかっこ内に示す．

データ 手法 計算時間（秒） #(di > 0)(%) #(αj > 0)(%)

Reuters-21578 LP 21.0 22.1 1.55
(m=10,170,n=30,839) LPB 52.5 22.1 1.53(1.67)

SLPB 8.5 22.2(68) 1.52(1.96)

RCV1 LP 2135 25.4 5.1
(m=20,242,n=47,237) LPB 4154 24.3 3.7(4.0)

SLPB 690 24.6(63.4) 3.9(4.6)

news20 LP 121525 25.4 0.16
(m=19,996,n=1,355,193) LPB 7251 22.7 0.080(0.090)

SLPB 1223 23.1(68.1) 0.088(0.117)

表 2: 実データセットに対する実験結果．#(di > 0)，および #(αj > 0) はそれぞれ，d, α における非ゼロ要素数

の割合を表す．LPBoost (LPB) と Sparse LPBoost (SLPB)に対しては，選択された仮説や事例の個数をかっこ内
に示す．
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Abstract: Combining information from various image descriptors has become a standard technique

for image classification tasks. Multiple kernel learning (MKL) approaches allow to determine the

optimal combination of such similarity matricesand the optimal classifier simultaneously. Most

MKL approaches employ aǹ1-regularization on the mixing coefficients to promote sparse solu-

tions; an assumption that is often violated in image applications where descriptors hardly encode

orthogonal pieces of information. In this paper, we compare`1-MKL with a recently developed

non-sparse MKL in object classification tasks. We show that the non-sparse MKL outperforms

both the standard MKL and SVMs with average kernel mixtures on the PASCAL VOC data sets.

Keywords: multiple kernel learning, support vector machine, image classification, sparsity.

1 Introduction
Data fusion is an important topic in computer vision. Im-

ages can be represented by a multiplicity of features cap-

turing certain aspects, including color, textures, and shapes.

Unfortunately, the importance of different types of features

varies with the tasks; color information, for instance, sub-

stantially increases the detection of stop signs while color-

ing is almost irrelevant for finding cars in images. Tech-

niques for appropriately combining relevant features for a

task at hand are therefore crucial for state-of-the-art object

recognition systems.

From a machine learning view, different representations

give rise to different kernel functions. Kernels define (pos-

sibly nonlinear) similarities between data points and allow

to abstract learning algorithms from data. Thus, kernel ma-

chines have been successfully applied to many practical

problems in various fields [19]. Given a task at hand, de-

signing an appropriate kernel is essential for achieving good

generalizations, for instance by incorporating prior assump-

tions and domain knowledge [9, 28]. However, in the ab-

sence of prior knowledge one has to resort to alternatives.

For object recognition tasks, combining information from
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various image descriptors into several kernelsK1, . . . , Km

has become a standard technique. Unfortunately, the choice

of the right kernel mixture is often a matter of trial and er-

ror. As a remedy, uniform mixtures of normalized kernels

[14, 26] or brute-force approaches [2] are employed fre-

quently. However, the former approach may lead to sub-

optimal kernels and the latter is computationally infeasible

if many kernels are to be combined.

Recently, multiple kernel learning (MKL) [13, 1, 20, 18,

27] was applied to object classification tasks involving vari-

ous image descriptors [24]. Compared to uniform mixtures

and brute-force approaches, MKL has the appealing prop-

erty of always finding the optimal kernel combination and

converges quickly as it can be wrapped around a regular

support vector machine (SVM) [20]. MKL aims at learning

the optimal kernel mixture and the model parameters simul-

taneously. More specifically, MKL approaches find a linear

mixture of the kernels, that isK =
∑

j βjKj . To support

the interpretability of the solution, many MKL approaches

promote sparse mixtures by incorporating an`1-norm con-

straint on the mixing coefficients. However, it has often

been observed that`1-norm MKL is outperformed by the

average-sum kernelK =
∑

j Kj . An explanation is that

enforcing sparse mixtures may lead to degenerate models if

the optimal kernel mixture is non-sparse. A remedy might

be recently developed non-sparse variants of MKL promot-

ing non-sparse kernel mixtures [10].

In this contribution, we empirically compare sparse and
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non-sparse MKL approaches to object classification tasks.

We employ candidate kernels obtained from many different

image descriptors including the 30 color SIFT features by

the VOC2008 winner [22]. Our empirical results on im-

age data sets from the PASCAL visual object classification

(VOC) challenge 2007 and 2008 [8] show that the non-

sparse MKL significantly outperforms the uniform mixture

and`1-norm MKL.

This paper is organized as follows. In Section 2, we

briefly review the underlying techniques, including sparse

and non-sparse MKL. Section 3 discusses similarities be-

tween the prepared kernels. Based on this analysis, we pre-

compute averages of similar kernels and apply MKL with

a substantially reduced sets of kernels. We discuss our em-

pirical results in Section 4 and Section 5 concludes.

2 Preliminaries

2.1 Support Vector Machines

In the supervised learning setting, we are givenn train-

ing samples{(xi, yi)}n
i=1, wherexi ∈ X is the input vector

andyi ⊆ Y . For instance, in object recognition, inputsx

are frequently histograms of some image features andY is

a discrete set of objects that are to be identified in the im-

ages. Inputs are often annotated with several labels as dif-

ferent objects can occur in the same image. To account for

these multi-label scenarios, we take a one-vs-all approach

and focus on binary classification settings. That is, we have

yi ∈ {+1,−1}, whereyi = +1 denotes that at least one

object from the actual category is included in thei-th im-

age andyi = −1 otherwise.

Support vector machines (SVMs) originate from linear

classifiers and maximize the margin between sample clouds

of both classes. Introducing a feature mappingψ from the

input spaceX to a reproducing kernel Hilbert space (RKHS)

H, linear classifiers inH of the form

f(x) = w>ψ(x) + b (1)

provide a rich set of flexible classifiers inX . The parame-

ters(w, b) are determined by solving the optimization prob-

lem

min
w,b,ξ

1
2
‖w‖22 + C

n∑

i=1

ξi, (2)

s.t. ∀i, yi

{
w>ψ(xi) + b

} ≥ 1− ξi; ξi ≥ 0,

where‖ · ‖2 denotes thè 2 norm andC > 0 is a regu-

larization constant. Notice that the spanned RKHS can be

infinite-dimensional, however, translating the above formu-

lation into the equivalent dual optimization problem pre-

vents from dealing with features inH explicitly.

min
α

n∑

i=1

αi − 1
2

n∑

i,l=1

αiαlyiylk(xi,xl) (3)

s.t. 0 ≤ αi ≤ C, ∀i;
n∑

i=1

yiαi = 0.

The above dual depends only on inner products (similari-

ties) of inputs which can be alternatively computed by means

of kernel functionsk, given by

k(x, x̄) = 〈ψ(x), ψ(x̄)〉H.

Once, optimal parameters are found, these are used as plug-

in estimates and the final decision function can be written

as

f(x) =
n∑

i=1

αik(xi,x) + b.

Note that only a small fraction of theα’s usually take non-

zero values which are often called support vectors. The

thresholdb is determined by saturated support vectors with

α = C. Finally, we remark that we need to use different

regularization constantsC+ and C− for the positive and

negative examples, respectively, to compensate the unbal-

anced sample sizes of the two classes [3].

2.2 Multiple Kernel Learning

Let K1, . . . ,Km bem kernel matrices withKt =
[kt(xi, xj)]i,j=1,...,n, obtained from different sources or fea-

tures. The multiple kernel learning (MKL) framework ex-

tends the regular SVM formulation by additionally learning

a linear mixture of the kernels, i.e.

Kβ =
m∑

j=1

βjKj .

Thus, the model in Equation (1) is extended to

f(x) =
m∑

j=1

βjw
>
j ψj(x) + b.

A common approach is to rephrase the above expression

by incorporating the mixing coefficients into the parame-

ter vectorwβ = (
√

β1w1, . . . ,
√

βmwm)> and the feature

mappingψβ(xi) = (
√

β1ψ1(xi), . . . ,
√

βmψm(xi))>. The

corresponding optimization problem maximizes the gener-

alization performance by simultaneously optimizing the pa-

rametersw, b, ξ, andβ. We obtain the commoǹ1-norm
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MKL for p = 1 [1, 20, 18, 27], and non-sparse MKL for

p > 1 [10].

min
β,w,b,ξ

1
2
‖wβ‖22 + C

n∑

i=1

ξi

s.t. ∀i : yi (〈wβ, ψβ(xi)〉+ b) ≥ 1− ξi (4)

ξ ≥ 0; β ≥ 0; ‖β‖p ≤ 1

Note that we resolve the regular SVM optimization prob-

lem in Equation (2) for learning with only a single kernel

m = 1. Irrespectively of the actual value ofp, the above

optimization problem can be translated into a semi-infinite

program [20, 10] which can be interpreted as a dualized

variant of the optimization problem (4). We arrive at,

min
λ,β

λ

s.t.λ ≥
n∑

i=1

αi − 1
2

n∑

i,l=1

αiαlyiyl

m∑

j=1

βjkj(xi, xl),

∀α ∈ Rn (5)

0 ≤ αi ≤ C, ∀i;
n∑

i=1

yiαi = 0;

βj ≥ 0, ∀j; ‖β‖p ≤ 1

Initializing β with a uniform kernel mixture, the semi-infinite

program can be optimized efficiently by interleaving the

following two steps:

1. For the actual mixtureβ, the solution of the regular

SVM generates the most strongly violated constraint

(Equation (5)).

2. With respect to set of active constraints, the optimal

values ofβ andλ are identified by solving the corre-

sponding optimization problem forβ.

The actual optimization problems for the mixing coef-

ficients, however, differ with varying values ofp. For in-

stance, forp = 1, one obtains a linear program that can be

solved with standard techniques. Forp = 2, the `2-norm

gives rise to a quadratically constrained quadratic program

(QCQP) that can also be optimized with off-the-shelf QP-

solvers. For different values ofp, things get a bit tricky be-

cause there is hardly aǹp-norm solver. Nevertheless, one

can approximate thèp-norm constraint by a second-order

Taylor expansion around the current estimatesβold given

by

‖β‖p
p ≈ 1− p(3− p)

2
− (p2 − 2p)

∑

j

(βold
j )p−1βj

+
p(p− 1)

2

∑

j

(βold
j )p−2β2

j .

Using the above approximation, one obtain a QCQP, which

can again be optimized with standard techniques [10].

2.3 Kernel Alignment

In the remainder, we will need to analyze the similarity of

kernel matrices. For this purpose, we now introduce kernel

target alignment [5] as an adequate measure of similarity or

hyper kernel [17].

Let K1 = [k1(xi,xj)]i,j=1,...,n and

K2 = [k2(xi,xj)]i,j=1,...,n be the Gram matrices of kernel

functionsk1 andk2 for x1, . . . , xn. The alignment between

k1 andk2 is defined as the cosine of the angle between the

two matricesK1 andK2 given by

A(K1,K2) :=
〈K1,K2〉F

‖K1‖F ‖K2‖F
, (6)

where〈K1,K2〉F denotes the standard inner product

〈K1,K2〉F :=
∑n

i,j=1 k1(xi,xj)k2(xi, xj) and‖K1‖F is

the Frobenius norm in matrix space defined as‖K1‖F :=
〈K1,K1〉1/2

F .

It is important to center the kernels before computing the

alignment as many classifiers, including SVMs, are invari-

ant against mean shifts in the RKHSs. The centering in

the respective feature spaces is achieved by multiplying the

matrixH, given by

H := I − 1
n
11>

to the kernelsK1 andK2 from both sides, whereI is the

identity matrix of sizen and1 is a column vector with all

elements1. Thus, the resulting alignment for centered ker-

nels can be computed by

A(HK1H,HK2H) =
〈HK1H, HK2H〉F

‖HK1H‖F ‖HK2H‖F
, (7)

where〈HK1H, HK2H〉F = tr(HK1HK2), becauseH

is a projection matrix.

3 Experiments

3.1 VOC data sets

In order to show the advantage of our procedure, we com-

pare the performance of the different MKL procedures to
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図 1: Similarity between the 35 prepared kernels: (a) hyper kernel and (b) graphical representation of the similarities within

the first two eigen directions. In the panel (a), 6 groups are ’SIFTg1’, ’SIFT o’, ’SIFT no’, ’SIFT nrg’, ’SIFT rgb’, and

’PHoG’, while 6 elements within SIFT color channel consists of 3 pyramid levels (level 0, 1, y3) for dense grid and interest

points. In the panel (b), the color channels are specified as black=’g1’, red=’o’, magenda=’no’, green=’nrg’ and blue=’rgb’,

while the markers discriminates the pyramid levels and sampling scheme for SIFT plus PHoG (triangle), i.e. circle=’dense

level0’, square=’dense level1’, diamond=’dense y3’, plus=’interest level0’, X-mark=’interest points level1’, star=’interest

points y3’.

SVMs using the average-sum kernel. We experiment on the

VOC 2007 and VOC 2008 classification data sets [8].

The VOC 2007 data set consists of 9963 images (2501

training, 2510 validation and 4952 test) annotated with 20

object classes. The VOC 2008 data set contains 8780 im-

ages categorized into the same 20 object classes as in the

VOC 2007 data. The latter is split into train, validation and

test sets by the organizers (2113 for train, 2227 for valida-

tion, and 4340 for test). The ground-truth of the test set is

yet disclosed by the organizers who agreed to evaluate test

performance on request.

We split the multi-label problem into 20 binary classifi-

cation problems using the one-vs-all strategy. That is, for

each class, we define an auxiliary labelyi = +1 if at least

one object from the actual class is included in thei-th im-

age, andyi = −1 if there is no such object in the image.1

The evaluation is based on precision-recall (PR) curves and

the principal quantitative measure is the average precision

(AP) over all recall values.

We employ model selection for the SVM/MKL trade-

off parameterC and for the parameterp which controls

the sparseness of the MKL. We usedp = 1 + 2λ, where

λ = {−∞,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1,∞}. We resolvep =
1 for λ = −∞ and obtain the unweighted-sum kernel for

1Hardly detectable objects are indicated byyi = 0 by the organizers.
Since these are omitted in the final evaluation we simply excluded them
from the training process.

p = ∞. Furthermore, we optimized the parameterp based

on the cross-validation score either jointly with all classes

(`p-joint) or individually for each category (`p-single).

The final classifiers are obtained by re-training the re-

spective approaches on all available data (i.e., training and

holdout sets) using the previously determined optimal pa-

rameters. We report on average AP scores over 10 repe-

titions with different training, holdout, and test sets. The

baselines SVM and̀1-norm MKL are implemented using

the Shogun library [20].

3.2 Image Features and Base Kernels

In our experiments, we employed the following two sets

of image features. The first category contains 30 histograms

of visual words (HoW) representations [6] based on color

SIFT descriptors [15] which are almost the same as those

applied by the winner of VOC 2008 [22]. As sampling

schemes, we use a dense grid with 6 pitches and interest

points from gray-scale images by the scale invariant de-

tector [25]. For both cases, we calculated the base SIFT

descriptors in 10 color channels:g1 (grey), o1 (opponent

color 1), o2, no1 (normalized o1), no2, nr (normalized red),

ng (normalized green), r, g, b. For prototype calculation and

visual word assignment, the color SIFTs are combined into

the following 5 groups:g1, o=[o1,o2,g1], no=[no1,no2],

nrg=[nr,ng], rgb=[r,g,b]. For each case, we created 4000
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visual words for the dense grid (800 for the interest points)

by using k-means clustering.2 Finally, we also consider

three levels of the image pyramid representation [14]: for

each image, its visual words are summarized into histograms

for the whole image (level 0), for 4 quarter images (level 1)

and for 3 horizontal stripes (y3). In total, we prepared5
(colors)×2 (sampling)×3 (pyramid levels)= 30 kernels.

The second category of our image features is the pyramid

histogram of oriented gradient (PHoG) [7, 2]. For each of

the 5 color channels, which are same as in the first category,

we compute the PHoG representations of level 2 where the

3 pyramid levels are merged by a default scheme without

any adaptation. In sum, we computed 5 PHoG kernels. We

used theχ2 kernel, which has proved to be a robust simi-

larity measure for bag of words histograms [26], where the

band-width is set to the meanχ2 distances between all pairs

of training samples [12].

Although our MKL implementations are throughout ef-

ficient, simply storing all 35 kernels exceeds 1.2GB. We

therefore pre-combine kernels based on a similarity analy-

sis using kernel target alignment [5] before applying MKL.

Figure 1 (a) shows the kernel alignment score (7) between

the 30 SIFT + 5 PHoG kernels. We can see: (i) the ker-

nels within the same colors are mostly similar, (ii)g1 and

rgb kernels are also similar and (iii) the PHoG and SIFT

kernels are less similar. In order to assure our findings, we

plotted the kernels in a 2-dimensional space spanned by the

first and second eigenvectors of the hyper kernel obtained

by a principal component analysis (PCA) and spectral clus-

tering [16] (Figure. 1(b)). Based on this similarity analysis,

we averaged 6 SIFT kernels with uniform weights within

each color. By doing this, we reduced the number of base

kernels to 10. We obtain 5 pre-combined SIFT and 5 PHoG

kernels which are plugged into the MKL.

3.3 Result 1: Significance Test for 10 Ran-
dom Splits of VOC 2008

Before we use the official VOC 2008 data split to com-

pare our outcomes to already published results in Section

3.4, we investigate statistical properties of the performances

of the different methods. We therefore draw 2111 training,

1111 validation, and 1110 test images randomly from the

labeled pool (i.e., official training and holdout split). We

report on APs and standard deviations over 10 repetitions

2We use only 800 visual words for the interest points as about1/5 of
the descriptors are extracted per image.

with distinct training, holdout, test sets. To test on the sig-

nificance of the differences in performance, we conduct a

Wilcoxon signed-ranks test for each method and class and

additionally for the average AP over all classes. Table 1

shows the results.3

The methods whose performance are not significantly worse

than the best score are marked in bold face. The`p-single

MKL is always among the best performing algorithms. Its

jointly-optimized counterpart̀p-joint, performs similarly

and attains the second best performance. Uniform weights

and`1-MKL are significantly outperformed by the two non-

sparse MKL variants for several object classes. The result

is however not really surprising as̀p-single is optimized

class-wise.

Figure 2 shows the resulting kernel weights, averaged

over the 10 repetitions. We see that the solutions of`p-

joint distribute some weight on each kernel, achieving non-

sparse solutions. The averagep for `p-joint is 1.075. Fur-

thermore, Figure 2 implies that PHoW features carry more

relevant information than PHoG. Since the PHoG features

do not seem to play a great role in the classification, a natu-

ral question is whether PHoG do contribute to the accuracy

at all. Table 2 shows the average gain in accuracy for using

PHoW kernels alone and PHoG & PHoW kernels together,

respectively. The result shows that the PHoG kernels abso-

lutely contribute to the final decision. We observe a signif-

icant gain in accuracy by incorporating PHoG kernels into

the learning process for all but the average-sum kernel.

表 2: Average gain in accuracy by adding PHoG features.

uniform `1 `p-joint `p-single
PHoW 45.4±1.0 45.6±0.8 45.5±0.8 45.5±1.0

PHoW&G 45.2±1.0 46.6±0.9 46.9±1.0 46.9±1.0

3.4 Result 2: Results for the Official Splits of
VOC 2007 and VOC 2008

In our second experimental setup, we evaluated the per-

formance of the approaches for the official splits of the

VOC 2007 and 2008 challenges. The winners of VOC2008

[21] reported an average AP of60.5 on VOC 2007 and

achieved an AP of54.9 on VOC2008. Their result is based

3Since creating a codebook and assigning descriptors to visual words
is computationally demanding, we apply the codebook created with the
training images of the official split. This could result in slightly better
absolutetest errors, since some information of the test images might be
contained in the codebook. However, our focus in this Section lies on
a relative comparison between different classification methods, and this
computational shortcut does not favor any of these approaches.
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表 1: Average precisions on the test images of our 10 splits. For each column, the best method and comparable ones based

on a Wilcoxon signed-rank test at the significance level of 5% are marked in bold faces.

average aeroplane bicycle bird boat bottle bus
uniform 45.2±1.0 70.4±5.3 42.5±3.6 47.8±6.0 61.2±4.6 22.5±5.7 50.5±10.8

`1 46.6±0.9 72.8±4.7 44.5±5.8 49.3±5.4 61.3±4.3 20.5±4.0 51.5±10.0
`p-joint 46.9±1.0 72.6±5.0 45.1±5.0 49.7±5.4 61.9±4.4 22.1±4.7 50.5±11.2
`p-single 46.9±1.0 71.2±4.9 44.0±4.9 49.0±5.9 61.7±4.0 22.5±5.2 52.3±9.3

car cat chair cow diningtable dog
uniform 53.0±3.4 52.6±3.0 42.8±3.6 13.8±3.8 33.1±9.4 36.1±3.0

`1 54.0±3.5 55.3±2.6 45.9±4.4 13.8±4.4 36.7±5.1 38.5±4.8
`p-joint 54.7±3.5 55.7±2.5 44.9±4.7 13.7±4.2 37.8±5.5 38.3±4.5
`p-single 54.4±3.1 55.7±2.6 45.6±4.1 13.7±3.5 37.2±5.0 38.8±3.4

horse motorbike person pottedplant sheep sofa
uniform 48.2±8.3 44.5±6.5 85.8±1.0 22.2±3.7 23.7±6.6 39.6±7.4

`1 47.1±7.9 47.5±4.8 86.7±1.0 23.2±5.1 26.6±8.6 39.5±8.5
`p-joint 48.0±8.0 48.0±5.8 86.8±1.0 24.8±6.3 25.9±9.3 40.6±9.0
`p-single 49.3±8.2 47.6±4.9 86.8±1.0 24.9±6.1 24.7±6.8 40.6±9.0

train tvmonitor
uniform 60.4±8.6 53.4±5.9

`1 60.8±8.9 57.0±5.6
`p-joint 61.6±8.2 56.2±6.4
`p-single 61.1±8.7 56.0±7.3
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図 2: Selected weights by MKL:̀1 (left) and`p-joint (right)

on color descriptors [22], kernel codebook [23], and kernel

discriminant analysis [4].

Table 3 shows the resulting average APs for our MKL ap-

proaches.4 The non-sparse MKL increases the accuracy of

the basic color descriptors (uniform only PHoW) of about

2%. Furthermore, [21] reports a loss in accuracy of less

than 1% if a SVM is substituted for the kernel discrimi-

nant analysis. Taking the different code books into account,

we conjecture that – except for the code book – non-sparse

multiple kernel learning is on par or better as the winner of

last years VOC challenge. We will address the validity of

our assumption in future work.

4APs for VOC2008 have been kindly evaluated by the organizers.

表 3: Average APs for VOC 2007/2008 using official splits.

VOC2007 VOC2008
uniform (only PHoW) 55.0 49.0

uniform 55.0 —
`1 56.8 —

`p-joint 57.3 51.5
`p-single 57.1 50.9

4 Discussion
In contrast to anecdotal reports, we observed`1-MKL to

outperform the average-sum kernel for PHoW and PHoG

kernels (see Table 1). Nevertheless, carefully adjusting the

normp for boosts the performance of non-sparse MKL which
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performed best throughout all our experiments. The opti-

mal choice of the normp thereby depends on the actual set

of kernels. As a rule of thumb, large values ofp work out

in cases where all kernels encode a similar amount of in-

dependent information while smaller values ofp are best if

some kernels are less informative or redundant.

As an illustrative example, consider a simple experimen-

tal setup where we deployed MKL together with the fol-

lowing 12 kernels: level-2 PHoW with grey and hue chan-

nels with 10 pixels pitch dense grid and 1200 vocabulary

(3 pyramid levels× 2 colors), PHoG of grey channel (3

pyramid levels), and the pyramid histograms of intensity

with hue channel (3 pyramid levels). Table 4 shows the re-

sults. The sparsè1-MKL yields a similar accuracy as the

average-sum kernel. As suspected, both approaches are sig-

nificantly outperformed by non-sparse MKL.

表 4: A simple case where the performance of`1-norm

MKL deteriorates.

uniform `1 `p-joint `p-single
mean AP 40.8±1.0 40.8±0.9 42.6±0.7 42.3±0.9

5 Conclusions
When measuring data with different measuring devices,

it is always a challenge to combine the respective device

uncertainties in order to fuse all available sensor informa-

tion optimally. In this paper, we revisited this important

topic and discussed machine learning approaches to adap-

tively combine different image descriptors in a systematic

and theoretically well founded manner. While MKL ap-

proaches in principle solve this problem, it has been ob-

served that the standard̀1-norm based MKL can rarely

outperform SVMs that use an average of a large number

of kernels. One hypothesis why this seemingly unintuitive

results may occur, is that the sparsity prior may not be ap-

propriate in many real world problems. A close inspection

reveals that most kernels contain useful structural informa-

tion and should therefore not be omitted. A slightly less

severe method of sparsification is to use another norm for

optimization, namely thèp-norm. We tested whether this

hypothesis holds true for computer vision and applied the

recently developed non-sparse`p-norm MKL algorithms to

object classification tasks. By choosingp as a hyperparam-

eter which controls the degree of non-sparsity from a set

of candidate values with the help of a validation data, we

showed that̀p-MKL significantly improves SVMs with av-

eraged kernels and the standard sparse`1-norm MKL. Sim-

ilar accuracy gain has been observed by controllingp in

one-class MKL [11].

Future work will incorporate further modeling ideas of

the VOC 2008 winner, e.g. the kernel code book, which

we have so far not even employed. The test result with the

official splits shown in this paper implied that our method

is highly competitive to the winners solution. Furthermore,

a combination of mid-level features by MKL will be an in-

teresting research direction.
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変分ベイズ法を用いた混合ベルヌーイ分布学習の相図について
Phase Diagram Study on Variational Bayes Learning of Bernoulli

Mixture

梶 大介∗†

Daisuke Kaji
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Sumio Watanabe

Abstract: Variational Bayes learning is widely used in statistical models that contain
hidden variables, for example, normal mixtures, binomial mixtures, and hidden Markov
models. Although it is reported that variational Bayes learning of mixtute model has a
phase transition structure which depends on hyperparameters of mixture ratio, the detail
behavior and relation of hyperparameters concerning the phase transition have not yet
known. In the present paper, we experimentally investigate the phase diagram concerning
the hyperparameters by using the Bernoulli mixture and show the guidance to set the
hyperparameters.

Keywords: variational Bayes, phase transition, phase diagram, hyperparameter, Bernoulli
mixture

1 まえがき
平均場近似を用いることで，事後分布の計算をEMア
ルゴリズムと同程度にすることが可能になる変分ベイ

ズ法は，混合分布モデルや隠れマルコフモデルなどの隠

れ変数をもつ確率モデルに適用され，音声認識や画像処

理，遺伝子解析など様々な分野でその有効性が示されて

いる [3, 8]．変分ベイズ法を用いた指数型分布族の混合
分布の学習ではハイパーパラメータにより，事後分布が

確率モデルのすべてのコンポーネントを使って表現する

場合と冗長なコンポーネントを用いず，より少ないコン

ポーネントで表現する場合に分かれる”相転移”が起こ

ることが分かっている [1, 12]．
本稿では，混合ベルヌーイ分布を用いて混合比とベル

ヌーイ分布のハイパーパラメータを変化させた場合の変

分ベイズ法により得られる予測分布の変化を実験的に調

べ，その相図を示す．相図から，相転移点と混合比/ベ
∗東京工業大学大学院総合理工学研究科, 226-8503 神奈川県横浜市
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ルヌーイ分布の両ハイパーパラメータの依存関係やハイ

パーパラメータに関する設定指針などが得られる．

2 混合ベルヌーイ分布
混合ベルヌーイ分布は潜在クラス解析に用いられる分

布として知られており，2値データのクラスタリングや
レコメンデーションシステムなどの応用に広く用いられ

ている [3, 10]．さらにベルヌーイ分布の事前分布が後
述するように 1つのハイパーパラメータであるため，実
験・解析が容易である．以上のような背景から本稿では，

変分ベイズ法の相転移構造の検討に混合ベルヌーイ分布

を用いる．ベルヌーイ分布の確率密度関数は以下で与え

られる．

B(x|µ) =
M∏
i=1

µxi(1 − µ)(1−xi),

ここで x = (x1, · · · , xM )T はデータ，µ = (µ1, · · · , µM )T

，M はそれぞれパラメータとデータの次元である．こ

のとき，混合ベルヌーイ分布は

p(x|π, µ) =
K∑

k=1

πkB(x|µk),

で定義される．ただし，π はB(x|µk)の混合比を表し，
K はコンポーネント数を表す．次にデータxに対する隠
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れ変数を導入する．隠れ変数 zはデータxがどの分布か

ら発生したかを示す競合的ベクトルz = (0, · · · , 1, · · · , 0)
として表される．このとき，隠れ変数 z およびデータ x

の分布の事前分布として共役事前分布であるディリクレ

分布とベータ分布を用いると Z = (z1, · · · , zN ),X =
(x1, · · · , xN ), π および θ の分布はそれぞれ

p(Z|π) =
N∏

n=1

K∏
k=1

πznk

k ,

p(X|Z,θ) =
N∏

n=1

K∏
k=1

(
M∏
m

θxnm

km (1 − θkm)(1−xnm)

)znk

,

p(π) =
Γ(Ka)
Γ(a)K

K∏
k

πa−1
k ,

p(θ) =
K∏

k=1

M∏
m=1

(
Γ(2b)
Γ(b)2

θb−1
km (1 − θkm)b−1

)
で与えられる．(a, b)は事前分布 p(π)，p(θ)のパラメー
タでハイパーパラメータと呼ばれる.

3 変分ベイズ法

3.1 変分ベイズ法の一般式の導出

本節では，Y によりパラメータを含むすべての隠れ

変数，X ですべての観察可能な変数を表す．このとき，

任意の確率分布 q(Y )と事後分布 p(Y |X) に対して次式
が成り立つ．

F (X) = F̄ [q(Y )] + KL(q(Y )∥p(Y |X)),

ここで自由エネルギー F , 変分自由エネルギー F̄ およ

び Kullback-Leibler 距離 KL は以下で表される．

F (X) = − log
∫

p(X, Y )dY = − log p(X),

F̄ [q(Y )] =
∫

q(Y ) log
q(Y )

p(X, Y )
dY ,

KL(q(Y )∥p(Y |X)) =
∫

q(Y ) log
q(Y )

p(Y |X))
dY .

変分事後分布 q(Y )は F̄ [q(Y )]の最小化によって与えら
れ，これは q(Y ) と真の事後分布 p(Y |X)のKullback-
Leibler距離の最小化と同値である．ここで変分ベイズ
法は事後分布の計算困難性を回避するため，パラメー

タと隠れ変数が条件付独立であることを仮定する．した

がってwをパラメータとするとき，q(Y )は

q(Y |X) = q(Z, w|X) = q1(Z|X)q2(w|X)

と表せる．

上記の汎関数 F̄ [q(Y |X)]の q1 ，q2に関する最小化は

変分法により実行される．最小化問題を
∑

Z q1(Z|X) =
1,

∫
q2(w|X)dw = 1 の制限のもと解くことで次式を

得る．

log q1(Z|X) = Eq2 [log P (X, Z, w)] + C1, (1)

log q2(w|X) = Eq1 [log P (X,Z,w)] + C2, (2)

ここで C1, C2 は正規化定数である．上式は互いの分布

による平均値の計算を含んでいる．したがって，変分ベ

イズ法による学習は (1) および (2)の逐次的繰り返し演
算により実行される．

3.2 混合ベルヌーイ分布の変分ベイズ法

前節で導いた変分ベイズ法の一般更新式 (1)，(2を 2)
節の設定のもとで計算することで以下の混合ベルヌーイ

分布の変分ベイズ学習アルゴリズムを得る．

VB e-step

log ρnk = ψ(αk) − ψ

(
K∑
k

αk

)
+

M∑
m=1

G(ηkm, η′
km)

rnk =
ρnk∑K

k=1 ρnk

VB m-step

Nk =
N∑

n=1

rnk, ak = a + Nk

ηkm = b +
N∑

n=1

rnkxnm, η′
km = b +

N∑
n=1

rnk(1 − xnm)

ここで

G(ηkm, η′
km)

= xnmψ(ηkm)−xnmψ(η′
km)+ψ(η′

km)−ψ(ηkm + η′
km)

とした．ただし，ψ はディガンマ関数と呼ばれ ψ(a) ≡
d
da log Γ(a) = Γ′(a)

Γ(a) である．上記のアルゴリズムを実行

することで事後分布

q1(π) = Dir(π|α),

q2(θ) =
K∏

k=1

M∏
m=1

Beta(θkm|ηkm, η′
km)

が得られる．
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4 変分ベイズ学習の相転移

変分ベイズ学習の変分自由エネルギーについては，次

の定理によりその上界と下界が与えられている．

[Theorem1:K.Watanabe,S.Watanabe]

真の分布の混合数をK0，予測モデルの混合数をKとす

るとき，変分自由エネルギー F̂nは次の不等式を満たす．

λ1 log n + nKn(ŵ) + c1 < F̂n − Sn < λ2 log n + c2

ここで Snは真の分布の経験エントロピー，Kn(ŵ)は変
分ベイズ法が定めるパラメータ ŵに対する経験カルバッ

ク距離，c1, c2は定数である．また，定数 λ1と λ2は次

で与えられる．ここでM∗ = M+1
2 とおく．

λ1 =

{
(K − 1)a + M

2 , (a ≤ M∗)
MK+K−1

2 , (a > M∗)

λ2 =

{
(K − K0)a + MK0+K0−1

2 , (a ≤ M∗)
MK+K−1

2 , (a > M∗)

ここで aは前述の混合比側のハイパーパラメータである．

上記の定理は変分自由エネルギーの挙動が a = M∗を

境に大きく変化することを示唆している．具体的には，

上述の変分自由エネルギーの下界を実現するためには，

a ≤　M∗　では，”事後分布はサンプルが十分に得る
ことができないような混合分布に対する混合比パラメー

タを 0に近づける”必要があるのに対して，a > M∗ で

は”冗長なパラメータを均等に使い混合分布を実現する”
必要がある．したがって，a = M∗周辺で事後分布の挙

動が大きく変化，すなわち相転移が起こることを示して

いると考えられる [1]．
また，汎化誤差については，混合正規分布の場合，相転

移点の前後で大きく変化するが相転移点ではその変動は

小さく，安定することが示されている [12]．
以下では混合ベルヌーイ分布において，真の分布から発

生するサンプルをその平均値で代用することで，変分ベ

イズアルゴリズムを力学系と見なし，混合比および混合

分布両方のハイパーパラメータが事後分布に与える影響

について調査した．

5 実験

5.1 変分ベイズ学習の力学系

ベルヌーイ分布側の次元がM = 3である真の分布を
以下で与える．

p∗(x) = 0.8 ·
(
0.9x1 · 0.11−x1

)
+ 0.2 ·

(
0.1x2 · 0.91−x2

)
この分布をすべてのサンプルの発生確率とともに示した

のが図 1である．

図 1: 真の分布 (左)と各サンプルの発生確率．真の分布
は白いほど高い確率を表す．また，サンプルについては

白が 1，黒が 0を表す．

ここで真の分布について，上部の棒グラフがその混合

比を表し，その下にベルヌーイ分布のパラメータ，すな

わち各分布における xi(i = 1, 2)の発生頻度をグレース
ケールで表した．ここで白いほど発生確率が高いものと

している．上述の定理から，この分布は a = 3+1
2 = 2に

相転移点をもつと考えられる．また，真の分布から発生

するデータは，図 1右の表にある 8つのパターンで，そ
れぞれの確率を表の最右列に示した．

以下の実験では，真の分布からサンプルを直接発生させ

るのではなく，総サンプル数N に対して各サンプルの確

率の比でそれぞれのデータが発生すると考える．この場

合，サンプルによる揺らぎを考慮する必要がなくなるた

め，変分ベイズ学習のアルゴリズムはハイパーパラメー

タをもつ力学系と見なすことができる．なお，以下の実

験では N = 10000としている．
前述の 8 種類のサンプル Si(i = 1, · · · , 8) の第 t 成分

S
(t)
i (t = 1, 2, 3)，S1～S8のそれぞれの発生確率を P1～

P8 として変分ベイズアルゴリズムを書き換えた力学系

は以下にようになる．
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VB e-step

log ρSik = Ψα(k)

+ S
(1)
i Ψ1(k) + (1 − S

(1)
i )Ψ′

1(k) + Ψ′
2(k)

+ S
(2)
i Ψ1(k) + (1 − S

(2)
i )Ψ′

1(k) + Ψ′
2(k)

+ S
(3)
i Ψ1(k) + (1 − S

(3)
i )Ψ′

1(k) + Ψ′
2(k)

rSik =
ρSik∑4

k=1 ρSik

VB m-step

Nk =
4∑

i=1

NPirSik, ak = a + Nk

η1k = b + rS1kNP1 + rS2kNP2 + rS3kNP3 + rS4kNP4

η2k = b + rS1kNP1 + rS2kNP2 + rS5kNP5 + rS6kNP6

η3k = b + rS1kNP1 + rS4kNP4 + rS5kNP5 + rS7kNP7

η′
1k = b + rS5kNP5 + rS6kNP6 + rS7kNP7 + rS8kNP8

η′
2k = b + rS3kNP3 + rS4kNP4 + rS7kNP7 + rS8kNP8

η′
3k = b + rS2kNP2 + rS3kNP3 + rS6kNP6 + rS8kNP8

ここで

Ψα(k) = ψ(αk) − ψ

(
K∑
k

αk

)
,

Ψ1(k) = ψ(ηk1) − ψ(η′
k1) + ψ(η′

k1) − ψ(ηk1 + η′
k1),

Ψ2(k) = ψ(ηk2) − ψ(η′
k2) + ψ(η′

k2) − ψ(ηk2 + η′
k2),

Ψ′
1(k) = ψ(η′

k1) − ψ(ηk1 + η′
k1),

Ψ′
2(k) = ψ(η′

k2) − ψ(ηk2 + η′
k2)

とした．

5.2 実験結果

学習モデルの混合分布数をK = 4として，上記のア
ルゴリズムにより学習を行った結果が図 2である．ここ
で横軸，縦軸はそれぞれハイパーパラメータ a, bであり，

いずれも 0.001～10まで変化させている (log スケール
で表示)．また，図のグレースケールは学習結果の混合
比 (平均パラメータ)を大きい順に並び替えた π1, · · · , π4

に対して z = |π1 − 0.8| + |π2 − 0.2| を算出したもので
あり，zが 0に近い (黒い)ほど冗長な分布を含まず，混
合比も含めて真の分布に近い学習結果と考えることがで

きる．この結果から上述の定理が示唆するように，冗長

な表現への切り替え（相転移）は a = M∗ = 3+1
2 = 2

の前後で発生しているが，その値は bに依存しているこ

とがわかる．

図 2: ハイパーパラメータと混合比の関係．横軸は a，縦

軸は bであり，濃淡は z = |π1 − 0.8|+ |π2 − 0.2|の値を
表す．

この様子をさらに図 2中の四角で囲った領域で拡大した
ものが図 3上段右の図である．この学習結果は大きく以
下の 3つの種類に分類することがができる．

• 領域 A:コンポーネント数を絞り込み，2つの混合
分布で表現する．．

• 領域 B:Aから Cへの移行過程．

• 領域 C:すべてのコンポーネントを用いて分布を表
現する．

この分類にしたがって領域を分け，相図を作成したもの

が上段左の図である．また，それぞれの領域での学習結

果に対する予測分布 (平均パラメータによる分布) を下
段に示した．この図から，冗長なコンポーネントを除き，

より少ない混合分布数で学習結果を表現する場合には a

を小さくし，bを 0.5より大きくとると良いことがわか
る．特に b = 0.5 から b = 1 のときにより冗長な項の
混合比が一番低くなっている．また，aが小さい場合で

も bを小さく設定すると，コンポーネント数が増える傾

向にある．これはベルヌーイ分布側の確率が 1または 0
近づくような事前分布を与えるハイパーパラメータを設

定することで，小さなカテゴリを検出しやすくなるため

と考えられる．このようなハイパーパラメータの設定は

アンケートやマーケティング解析などの”少数意見の抽

出”に応用することができる [11]．
相図からは，さらにハイパーパラメータを変えた際の予

測分布の変化の様子の違いを読み取ることもできる．す

なわち，a > 2.0の領域で bを大きくした場合，Bのよ
うな移行過程領域から Aの冗長性のない分布の領域に
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向かう途中で，Cの冗長な表現をする領域を b = 0.5付
近で通過することになる．一方，a < 2.0のような領域
では領域 Cを跨らずに，直接的に領域 Aに向かうこと
になる．

図 4はベルヌーイ分布の次元をM = 2とした場合の
真の分布 (左)と実験結果である．

図 3: 相転移の領域 (上段:左),ハイパーパラメータと混
合比の関係拡大図 (上段:右),各領域での平均パラメータ
による学習結果 (下段)

この場合も相転移点や前述の領域 A,B,Cの位置関係
は大きくは変わらず，相図としてはほぼ同じものが得ら

れる．

図 4: M = 2での真の分布 (左)とハイパーパラメータ
と混合比の関係 (右)

これらの結果から設定したハイパーパラメータ a, bを

変更することで抽出するクラスタの粒度やコンポーネン

ト使い方，すなわち，すべてのコンポーネントを使用す

るか/コンポーネントの絞込みを行うかを調整できるこ
とがわかった．応用の観点では，これらの相図は混合ベ

ルヌーイ分布をクラスタリングのツールとして用いる場

合，目的とする分類粒度に応じて，どのようなハイパー

パラメータを設定すべきかの方針を与える図になってい

ると考えられる．

6 おわりに

変分ベイズ法を用いた混合ベルヌーイ分布の学習にお

けるハイパーパラメータと学習結果の関係を調べ，M =
2,M = 3 の場合の相図を示した．相図は相転移点での
挙動に関する多くの情報を与えるだけでなく，応用の立

場からもクラスタリングへ利用する際のハイパーパラ

メータ設定に関する指針を提供する．一方，相転移と変

分自由エネルギー，汎化誤差の関係についてはまだ多く

のことは分かっておらず，理論的な解明を含め今後の課

題である．
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� はじめに
多数の変数とその変数間の無向性相互作用からなる系

はマルコフ確率場（���）と呼ばれ，画像の確率モデ

ルとして広く利用されている &'� (� )*．���に基づく

画像処理においては，事後分布を用いるベイズ推定がよ

く用いられる &(� )� +*．この場合，ベイズの定理が事後

分布の式を与えてくれるが，実際の数値計算を行う段階

で計算量的困難に直面することが多い．そのようなとき

に変分法に基づく推論，確率伝搬法，モンテカルロ法な

ど機械学習や統計力学の分野で近年開発された計算手法

&)*が威力を発揮することになる．

��� とベイズ統計に基づいた画像処理を行う場合，

画像の事前分布を素朴なガウス分布とすると画像中の

エッジの表現がどうしても難しくなる．エッジを表現

するためには隠れ変数の導入が有効である．たとえば

,�����	�らは  ������と ����
�により提案されたベ

イズ超解像 &-*にエッジを表す隠れ変数を導入すること

によってすぐれた超解像処理を行うことに成功した &.*．

画像処理においてエッジを表現するための隠れ変数に
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は境界ベース &/* と領域ベース &0� 1*の二つの方法があ

る．境界ベースは画素と画素の間に，そこがエッジであ

るかどうかを表す隠れ変数を置いてゆく考え方である．

これに対して領域ベースは各画素がどの領域に属するか

を示す隠れ変数を画素ごとに貼り付ける方法である．境

界ベースの隠れ変数の場合，境界線がなるべく途切れず，

境界線が多くなりすぎず，境界線がクロスすることが起

こりにくくなるように多くの拘束条件を設ける必要があ

る &/*．これに対して領域ベースの隠れ変数の場合，境界

が自然に閉じたループになるなど好ましい性質を多く持

つ &1*．ただし，領域ベースの画像処理は局所解に陥り

やすいという欠点があるため，あまり使われていない．

���に統計力学的なアプローチを試みる場合，(値

をとるイジングスピンが変数としてよく用いられる．領

域ベースの隠れ変数を用いて画像処理を行う場合，これ

を �値に拡張したポッツスピンを用いることにより表

現の自由度があがると期待される．

ところで，画像をある一定の特徴を持つ小領域ごとに

分割する問題は領域分割（セグメンテーション）と呼ば

れる &(� '2*．領域分割は画像に含まれる対象物を抽出す

る手法であると言うことも可能で，その後の画像の認識

や理解のための第一次画像処理として重要である．また，

網膜という (次元センサーの信号から )次元の現実世

界を再構成するための第一歩でもあることから視覚の計

算論の基礎としても重要である．"����ら &0*は���

に領域ベースの隠れ変数を導入し，シミュレーテッドア

ニーリングを用いたモンテカルロ法により画像領域分割
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の実験を行った．�	���
���ら &''*はポッツスピンを領

域ベースの隠れ変数に用いて平均場近似に基づく決定論

的な手法で画像領域分割を行った．ただし，彼らは画素

値をポッツスピンの初期値決定のためだけに用いた．

本稿では，領域ベースのポッツスピン型隠れ変数を用

いて変分法に基づく推論により画像領域分割を行う決定

論的アルゴリズムを導出する．また，雑音が重畳した人

工画像と自然画像にそのアルゴリズムを適用した結果に

ついて報告する．

� アルゴリズムの導出
画像を � 3 ����� � 3 '� � � � � �，隠れ変数であるポッ

ツスピンを� 3 ����� � 3 '� � � � � � とする．ここで �

は画素数である．本稿では各ポッツスピンは� 次元ベ

クトル �� 3 ������ � 3 '� � � � � �であり，

�� � �4'� 2� � � � � 25� � 42� '� � � � � 25� � � � � � 42� 2� � � � � '5� �

4'5

とする．

画像領域分割の問題は，同時事前分布 	4���5と画像

� が与えられたときに各画素の隠れ変数を推定すること

である．すなわち，事後分布 	4���5を求めたいわけで

あるが，これを直接求めるのは通常は困難である．そこ

で変分法に基づく近似的な推論を行う &)*．

任意の確率分布 
4�5に関して，

�4
4�55 3
�
�


4�5 ��
	4���5


4�5
4(5

と定義し，これと 
4�5と 	4���5のカルバック�ライブ

ラー ダイバージェンス

,64
4�5�	4���55 3 �
�
�


4�5 ��
	4���5


4�5
4)5

を用いると一般に

�� 	4�5 3 �4
4�55 7 ,64
4�5�	4���55 4+5

と書ける．式 4+5の左辺が� に関して定数であること

に注意すると，カルバック�ライブラーダイバージェン

スが最小であるという意味で事後分布 	4���5にもっと

も近い試験分布 
4�5を求めるためには，�4
4�55を最

大化するような 
4�5を見つければよいことがわかる．

一般の 
4�5に関してこの最大化を行うことは困難な

ので，因子化仮定


4�5 3
�
�


�4��5 4-5

を満たす試験分布 
4�5の中で �4
4�55を最大化する

分布を求めることにする．式（-）を式（(）に代入し因

子のひとつ 
�4��5 に関する依存性を取り出して計算を

進めると，�4
4�55を最大にする試験分布 
�� 4��5は

�� 
�� 4��5 3 �� ��� &�� 	4���5* 7 �
���� 4.5

と求まる．ここで �� ��� &�*は � 	3 �であるすべての �� に

よる分布 
での期待値を表す．

いま，式 4'5を考慮してエネルギー関数を

�4���5 3
�
���

�
�� � ��4�� � ��5

� 7 4'� �� � ��5
�

4/5

とおく．ここで
�

��� は隣接画素対すべてに関する和

を表す．すなわち，隣接する画素 �と�が同じポッツス

ピンを持つ場合は 4�� � ��5
� がエネルギー関数に加え

られ，異なるポッツスピンを持つ場合は定数が加えら

れるようにしておく．同時事前分布 	4���5にボルツマ

ン分布

	4���5 3
'

�
�$�

�
�
�

(
�4���5

�
405

を仮定すると，

	4���5 3 ��	 4��� � �����5 �
�
���� 4���5

��
�
415

となる．ここで，��	4���5は平均 � のベルヌーイ分布で

あり，

� 3

�
' 7 �$�

�
�
�

(

		��
4'25

である．また，�4���� 4���5
��5は平均 �，共分散行列

4���5
�� のガウス分布であり，�� の要素は

��� 3


����
���

�
��� ��� �� � ��� 4� 3 �5

�4'� �� � ��5� 4� 
 �5

2� 
���	%����

4''5

である．ここで，� 4�5は画素 �に隣接する画素の集合

を表す．

式 415 を用いて式 4.5 の計算を実行すると最終的に

ポッツスピンの平均値に関する方程式が以下のように得

られる．

���� 3
�$�

��
��� ���
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�
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�
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��� ���
	

� ���� 4� 4�� � ��5�5
�

4'(5

式 4'(5を反復法で解くことにより，ポッツスピンの平

均値が得られる．
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� 実験
図'は画素値が一様な)つの領域からなる画像に�89�

が (+��であるようなガウス雑音を重畳することにより

作成した人工画像である．この人工画像に対して ) 値

ポッツスピンで領域分割を行った結果を図 (～+に示す．

ハイパーパラメータは � 3 ')2�  3 2�(とした．これら

の図は式 4'(5を反復法で解くことにより得られたポッ

ツスピン各要素の平均値を表している．白，黒はそれぞ

れ '�2に対応する．図 (～+から，今回提案する方法で

ほぼ完全な領域分割が行えていることがわかる．

図 -にこの画像の画素値のヒストグラムを示す．雑音

の影響で暗い二つの領域は画素値はオーバーラップして

おり，閾値だけで領域分割を行う場合は，閾値を注意深

くチューニングしたとしても良好な分割を行うことは無

理であることがわかる．このことからも今回提案するア

ルゴリズムが有効に機能していることがわかる．

図 ': ノイズを重畳して生

成した人工画像．�89�は

(+��．

図 (: ������

図 ): ������ 図 +: ������
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図 -: 図 'のヒストグラム

図 .は �89�を '0��にした人工画像である．この

人工画像に対して )値ポッツスピンで領域分割を行った

結果を図 /～1に示す．ハイパーパラメータは図 'の場

合と同じ � 3 ')2�  3 2�(とした．

図 '2にこの画像の画素値のヒストグラムを示す．図 '

～-の場合よりも雑音を .��増大したために三つの領域

の画素値は大きくオーバーラップしており，閾値だけで

領域分割を行うことは無理であることがわかる．この場

合でも図 /～1から比較的良好な分割が行えており，今

回提案するアルゴリズムが頑健な性能を有していること

がわかる．しかし，図 /～1をよく見ると，雑音の影響

で正しい分割が得られていない部分も存在する．また，

一部に細かい“市松模様”がみられるが，これは雑音に

よる誤分割というよりは，今回のアルゴリズムが局所解

にトラップされていることを表すものと考えられる．

図 .: ノイズを重畳して生

成した人工画像．�89�は

'0��．

図 /: ������

図 0: ������ 図 1: ������
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図 '2: 図 .のヒストグラム

次に図 ''に示す自然画像を対象に領域分割を行った．
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+値ポッツスピンの場合の結果を図 '(～'-に示す．ハ

イパーパラメータは � 3 ')2�  3 2�2'-とした．これら

の図も式 4'(5を反復法で解くことにより得られたポッ

ツスピンの各要素を表している．白，黒はそれぞれ '�2

に対応するが，事後分布 	4���5 による平均値 ����を

計算してソフトな推定を行っているので図 '(～'-の各

画素は '（白）か 2（黒）かの (値ではなく 2 
 'のア

ナログ値（グレー）をとっていることがよくわかる．こ

れらの図から，今回提案する方法で比較的良好な領域分

割が行えていることがわかる．

図 '': 自然画像

図 '(: ������ 図 '): ������

図 '+: ������ 図 '-: ������

� まとめと今後の課題
領域ベースのポッツスピン型隠れ変数を用いて変分法

に基づく推論で画像領域分割を行う決定論的アルゴリ

ズムを導出した．また，雑音が重畳した人工画像と自然

画像にそのアルゴリズムを適用した．その結果，比較的

良好な領域分割が行える可能性を示すことができた．し

かし，ポッツスピンの平均値を計算するソフトな推定を

行っているにもかかわらず，局所解にトラップされやす

いという欠点が現れた．この点の解決は今後の課題であ

る．また，ポッツスピンの次元�やハイパーパラメー

タ �� の自動設定も今後検討すべき課題である．
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共起成分の含意関係に基づくデータマイニングの実験と考察
Experiments and Considerations on Data Mining

Based on Cofactor Implication

二木 克也∗

Niki Katsuya

湊 真一†

Minato Shin-ichi

Abstract: We report some unknown relations among the items in the database can be
extracted by focusing on cofactor implication. Cofactor implication can be found by using
ZDD which is efficient algorithm for processing data. However, as the means has strict
restrictions for irregular data, some meaningful relations might be left unfound. In this
paper, we propose the way for extracting such linkage, and studied what can be extracted,
especially from the database which consists of one-hot type items.

Keywords: BDD, ZDD, data mining, transaction database, cofactor implication, sets of
combinations

1 まえがき
近年，大規模記憶装置の発展などによって，大規模な

データベースの中から有用な規則を発見するデータマイ

ニングの研究が盛んになっている．頻出アイテム集合マ

イニング（Frequent Itemset Mining）は，最も基本的な
データマイニングの問題の１つであり，Agrawal等 [2]
による Aprioriアルゴリズムの研究に始まり，現在まで
に様々なアルゴリズムが提案されている．

我々はこれまでに，VLSI CADの分野で大規模論理
関数データの表現法として広く用いられている二分決定

グラフ（BDD: Binary Decision Diagrams） [3]，その
中でも「ゼロサプレス型 BDD（ZDD: Zero-suppressed
BDD） [4]」と呼ばれるデータ構造を用いて，トランザ
クションデータベースにおける頻出アイテム集合を効率

よく生成する手法に関する研究を進めている．ZDDを
用いることにより，大規模な組合せ集合データを非明示

的に列挙し，頻出アイテム集合の発見から解析に至る多

様な演算を効率よく実行することができると期待されて

いる．

一方，ZDDを用いることにより，「共起成分の含意関
係」を検出する手法が湊らにより提案されている [1]．共
起成分の含意関係が成り立つとは，２つのアイテム a，

∗北海道大学大学院情報科学研究科アルゴリズム研究室, 060-0814
札幌市北区北 14条西９丁目, e-mail niki@mx-alg.ist.hokudai.ac.jp
Algorithm Laboratory, Graduate School of Information Science
and Technology, Hokkaido University , Sapporo, 060-0814 Japan.

†e-mail minato@ist.hokudai.ac.jp

bに関して，aと共起する成分の集合と，bと共起する

成分の集合との間に含意関係が存在することをいう．共

起成分の含意関係を抽出し，直接的な含意関係と比較

することにより，アイテム同士に直接の含意関係がない

にも関わらず，共起成分には含意関係があるようなアイ

テムの組を検出することができる．これらのアイテム

の組には，これまで発見されていなかった，何らかの興

味深い関係が存在している可能性がある．一例として，

mushroom [7]というデータベース例題より共起成分の
含意関係を抽出した場合，このデータベースは n者択

一型のデータベースで，抽出された関係は全て，それ

ぞれ同じ選択肢に属する複数のアイテム間の関係であっ

た [11]．
しかしながら，現在提案されている手法では，aと共

起する成分と bと共起する成分の包含関係に，わずか
でも破れがあれば，どんなに強く共起成分の含意関係に

準ずる性質をもつ関係であっても，これを抽出していな

い．そこで，本稿では，このような例外を許容した共起

成分の含意関係を抽出する手法を提案し，抽出した結果

が持つ意味，ならびに，その有用性について考察する．

2 共起成分の含意関係とZDD

2.1 ZDDとトランザクションデータベース

BDDは，図 1に示すような論理関数のグラフによる
表現である．一般に，論理関数のそれぞれの変数につい
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図 1: 二分決定木と BDD，ZDD

図 2: ZDDの簡約化規則

て，0，1の値を代入した結果を，二分岐の枝（0-枝/1-
枝）で場合分けし得られる論理関数の値を，2値の定数
節点（0-終端節点/1-終端節点）で表現すると，図 1の
ような二分木状のグラフになる．このとき，場合分けす

る変数の順序を固定し，冗長な節点の削除と等価な節点

の共有という 2つの縮約規則を可能な限り適用すること
により，「規約」な形が得られ，論理関数をコンパクト且

つ一意に表せることが知られている．

BDDは元々は論理関数を表現するために考案された
ものだが，これを用いて組み合わせ集合データを表現・

操作することも出来る．組合せ集合とは，「n個のアイテ
ムから任意個を選ぶ組み合わせ」を要素とする集合であ

る．これを BDDで表現するとき，類似する組合せが多
ければ，部分的に共通する組合せがグラフ上で共有され

て，記憶量や計算時間が大幅に削減される場合がある．

さらに，組合せ集合に特化した「ゼロサプレス型 BDD
（ZDD）」 [4]を用いると，より簡潔な表現が得られ，一
層効率よく扱うことが出来る．

ZDDでは，冗長な節点を削除する簡約化規則が通常
の BDDと異なり，1-枝が 0-終端節点を直接指している
節点を取り除く（図 2），という規則になっている．こ
れにより ZDDでは図 1のように，組合せ集合に一度も
選ばれることのないアイテムに関する節点が自動的に削

除されることになり，BDDよりも効率よく組合せ集合
を表現・操作することが出来る．

図 3: トランザクションデータベースの例

本稿では，複数個のアイテムの組合せが１つ１つのレ

コードとなっている「トランザクションデータベース」

を対象とする．図 3に簡単な例を示す．トランザクショ
ンデータベースでは，個々のレコードは各アイテムが出

現するかどうかの組合せのみを記録しており，アイテム

の順序は問わない．つまり，abと baを区別しない．一

般的なデータマイニングでは，１つのデータベースに同

じアイテム組合せが複数回出現するとき，その出現回数

を「頻度」として意味を持たせるが，本稿では，問題を

まず単純化して，１回以上表れたアイテム組合せを集合

として扱うこととする．なお，頻度を扱う拡張も可能で

ある．

2.2 共起成分の含意関係

共起成分の含意関係 [1]が成り立つとは，２つのアイ
テム a，b に関して，a と共起する成分の集合と，b と

共起する成分の集合との間に含意関係が存在することを

いう．

データベースに含まれる全てのアイテムの組合せの集

合をあるアイテム aを含むか含まないか，および，アイ

テム bを含むか含まないかで Sab, Sab, Sab, Sab の４通

りに分類する（図 4）．このうち，aのみと共起する成

分の集合 (Sab)が，bのみと共起する成分の集合 (Sab)
に含まれるとき，すなわち，Sab⊇Sab が成り立つとき，

アイテム aはアイテム bに対して共起成分の含意関係に

あると（以下，a→bのように記述）いうことができる．

また，このとき，b→cが成り立つならば，a→cも成り

立つ．一方，Sab が空集合であるとき，aそのものが必

ず bと共起するので，すなわち，aは bに対して直接的

含意関係にあるということができる．

例えば，以下のような Sという集合があれば，
S = {bc, acd, ce, ac, abe, bd, bcd}

次のような集合へ分けられる．

Sab = {ce}
Sab = {c, d, cd}
Sab = {cd, c}
Sab = {e}
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図 4: 共起成分の含意関係

図 5: グラフ化した場合のクラスタ例

この例では，Sab⊇Sab が成り立つので，a→bが成り立

つ，一方，Sab⊇Sab は成り立たないので，b→aは成り
立たない．

共起成分の含意関係を抽出し，直接的な含意関係と比

較することにより，アイテム同士に直接の含意関係がな

いにも関わらず，共起成分には含意関係があるようなア

イテムの組を検出することができる．既存の研究の多く

は，直接的含意関係に基づいているのに対して，共起成

分の含意関係に基づいた研究は少ないので，これらのア

イテムの組には，これまで発見されていなかった，何ら

かの興味深い関係が存在している可能性がある．直接的

含意関係とは，図 4でいうところの Sab，もしくは，Sab

のどちらか一方が空集合である状態なので，本稿では，

Sabと Sabがどちらも空集合ではない場合のみを指して，

共起成分の含意関係として，取り扱うこととする．

特に，抽出された関係について，グラフ化すると，い

くつかのクラスタを形成する場合があることがわかって

いる．図 5は，本稿で実験に使用したデータベース例題
mushroom [7]より，共起成分の含意関係を抽出し，グ
ラフを作成したものから，一部を抜粋したものである．

このクラスタに関するデータ構造には，何かしらの有意

な情報が含まれている可能性が高い．

なお，n個のアイテムが存在するならば，共起成分の

含意関係を抽出するためには，n(n− 1)通りのアイテム
のペアから制約条件を満たすものを全て抽出する必要が

あるが，ZDDを用いることにより，データベース中の

図 6: Sab と Sab の関係

全てのアイテムのペアに対して，約 n倍高速なアルゴリ

ズムで検出することが可能である [1]．
これまでの実験結果としては，現実のインフルエンザ

のアミノ酸配列のデータベースから，全ての共起成分の

含意関係を，現実的な時間で抽出することに成功してい

る [5]．また，そのようなアルゴリズムを実装したプロ
グラムとして，VSOP [6]が公開されている．

3 誤差を許容した共起成分の含意関

係
共起成分の含意関係を別の図（図 6）を用いて説明す

る．この図は，先ほどの４グループのうち，共起成分の

含意関係を判定するにあたり必要となる Sabと Sabの関

係を表したものである．Sabにも Sabにも含まれるもの

を αab，Sab に含まれるが，Sab には含まれないものを

βab，反対に Sab に含まれるが，Sab には含まれないも

のを γab という３つの集合に分けられる．すなわち，

αab = Sab ∩ Sab,
βab = Sab \ Sab,
γab = Sab \ Sab

とする．このとき，αab=∅，かつ，γab=∅であるならば，
Sab=∅なので，直接的含意関係となり，αab ̸=∅，かつ，
γab=∅であるならば，Sab⊇Sabが成り立つので，a→bと

いう共起成分の含意関係が成り立つ．例えば，前章で用

いた例では，

Sab = {c, d, cd}
Sab = {cd, c}

であるので，次のように分類できる．

αab = {c, cd}
βab = {d}
γab = {∅}

γ が空集合となっていることからも， a→bが成り立つ

ことが確認できる．また，αab = αba, βab = γbaである．

ところで，もし，γabに一つでも要素があったとした

ら，どうだろう．仮に，ある組み合わせについて，上の

ように分類したところ，αabが数千パターン存在する一

方で，βabと γabがともに一つずつ要素を持っていたと
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図 7: 択一式データベースの例

すると，その組み合わせは，共起成分の含意関係にはな

いので，従来手法では，その関係を抽出することができ

なかった．しかしながら，そのような場合においても，

共起成分の含意関係に準ずる関係にあると推認できる

し，また，βabや γabに含まれているデータ自体が誤り

であったり，例外的なデータであったりする可能性は少

なくない．したがって，このような関係の中にも，なに

かしらの重要な関係が隠れているかもしれない．そこで，

本稿では，αabに何かしらの要素が含まれているものの，

βabや γabが空集合でないために共起成分の含意関係と

しては，抽出できなかった関係を抽出し，そのような関

係が持つ意味について，議論する．

なお，本稿では，共起成分の含意関係を抽出する場合

と同様に，VSOP [6]を用いて実験を行ったが，このよ
うな例外を許した共起成分の含意関係に準じた関係を抽

出する処理は実装されていないので，３つの段階に分け

て，関係を抽出した．

まず，αabが空集合ではない組み合わせを，VSOPに
より抽出し，それぞれに含まれるパターン数を数える．

次に，αab が空集合でない組み合わせに関して，βab と

γabそれぞれに含まれるパターン数を数える．そして最

後に，αab，βab，γabのパターン数を比較することで，例

外を許した共起成分の含意関係を抽出する．αabに対し

て，βab，γabが十分に小さいことをもって，誤差の範囲

であるとし，例外を許した共起成分の含意関係にあると

するが，比較する基準を変更することで，抽出できるパ

ターン数がどのように変化するかについても考察する．

本稿では，αabが βabもしくは γabの x倍以上のサイズ

を持つアイテムの組み合わせについて，xを変化させて，

複数の条件で抽出する．また，誤差を最大限に許す場合

として，αabが空集合でない組み合わせを全て抽出する．

4 択一式データベースにおける共起

成分の含意関係
択一式データベースでは，図 7のように，データベー

スに含まれるアイテムがいくつかのカテゴリーに分類で

き，全てのカテゴリーから一つずつ選択されることで，

1件のレコードが複数の排他的選択肢の集合であるよう
なデータ構造になっており，それぞれのレコードに含ま

れるアイテム数はカテゴリー数に等しい．ここで，この

択一式データベースより共起成分の含意関係を抽出した

場合，カテゴリーを跨いだクラスタが検出されることが

理論上あり得ないことを示す．例えば，図 4で aが A

というカテゴリーに属するアイテムで，bがBというカ

テゴリーに属するアイテムだとすると，Sabには，カテ

ゴリー B に属するアイテムがない組み合わせだけが含

まれるのに対して，Sabは，カテゴリーAに含まれるア

イテムがない組み合わせの集合となることから，これら

に共通する αabは，絶対に存在し得ないからである．こ

のことから，択一式データベースにおいては，本手法を

用いた上で，例外を最大限許容することで，完全ではな

いものの，アイテムをカテゴリーごとに分類することが

できる可能性がある．

5 実験と考察

5.1 択一式データベースにおける実験

まず，誤差を許容することにより，新たに抽出するこ

とができるようになった関係が，どのような意味を持つ

のか調べるために， データベース中の各アイテムの意

味が分かっているデータベースである mushroom(FIMI
ベンチマーク [7] より) に対して，本手法を適用した．
mushroomはキノコの生態に関するデータベースで，各
アイテムは色やにおい，生息場所などを表している．デー

タベース中には 119個のアイテムが存在し，それらは
23のカテゴリーのいずれかに分類され，それぞれのカテ
ゴリーの中からアイテムが一つずつ選択されることによ

り，8124件のレコードが表現されている．例えば，赤い
キノコのレコードであれば，色のカテゴリーから赤とい

うアイテムだけがそのレコードに含まれ，紫や橙といっ

たアイテムが同時に含まれることはない．においなど，

他のカテゴリーについても，同様であるので，各レコー

ドは 23個ずつのアイテムを含む．また，例外を許さな
い共起成分の含意関係は 53組である．
本手法を実行したところ，αxyが空集合ではない (x, y)

のペアが 106組存在した．これらのペアを全て許容し，
グラフを描写した場合，23のカテゴリーの内，６カテ
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図 8: mushroomからの抽出結果

ゴリーで，全てのアイテムを含むクラスタが抽出でき，

その他のカテゴリーに関しても，過半数のアイテムがク

ラスタとして抽出しているものが多かった．

次に，αと β，γ の差が 10倍を超えるほどの差があ
る場合を考えてみる．これを例外を許した共起成分の含

意関係とするならば，抽出された関係は 62組，すなわ
ち，新たに抽出できるようになった関係は 9組である．
この内，6組は例外を許さない共起成分の含意関係を抽
出し，グラフ化した場合でも存在していたクラスタ内の

アイテム同士の関係で，残りの 3組は，全く新しい関係
であった．中でも，severalと solitaryの関係などは，双
方の意味が近いことから，データベースへ登録した観察

者が同種のキノコを別の表現を用いてデータベースへ記

録したことに由来している可能性がある．

なお，実行環境は 2GHz Intel Core2 Duo，4GB 　
1067MHz DDR3である．また，以降の実験についても
同様の環境で実行した．

次に，択一式で，より大規模，かつ，実用的なデータ

ベースに対して，本手法を適用した．このデータベース

には，インフルエンザウイルスのアミノ酸配列が登録さ

れている．登録されているレコード数は 1750件で，ア
イテム数は 1182個である．また，共起成分の含意関係
は 77組抽出できている．このデータベースでは，位置
情報とその場所を占めるアミノ酸の種類が一つのアイテ

ムとなっていることから，特定の位置に関して，唯一の

アミノ酸の種類を選択するという択一式のデータベース

となっている．

本手法を適用すると，αが空集合ではないペアが 337
組存在した．これらのペアは，やはり，同じ選択肢に含

まれるアイテム同士の組み合わせであった．このデータ

ベースでは，mushroomの場合と比べ，β，γ が αより

も圧倒的に大きい組み合わせが目立った．これは，イン

フルエンザウイルスのアミノ酸が変化する中で，当該組

み合わせが変異する前と後，両方の配列が登録されてい

る場合，この二つの配列が αの成分として，検出され

ている可能性がある一方で，当該組み合わせ以外でも変

化が起こっている場合，その結果として生まれた配列が

βや γの成分として分類されるためである可能性がある

と考えられる．このため，例外を許した共起成分の含意

関係として，新しい関係を抽出することはできなかった

が，先の仮定が正しいという前提に立てば，βと γの大

図 9: インフルエンザウイルスデータからの抽出結果

図 10: BMS-Web-View-1からの抽出結果

小関係に基づいて，グラフを作成すると，各クラスタ内

の関係性に着目することにより，有意な情報を抽出でき

る可能性があるのではないかと思料される．

5.2 非択一式データベースにおける実験

択一式ではないデータベースに本手法を適用した場合

では，どのような関係が抽出できるのか調べるために，

インターネット通販サイトの閲覧履歴のデータベースで

ある BMS-Web-View-1(FIMIベンチマーク [7]より)へ
適用した．このデータベースには，497個のアイテムか
らなる，42629件のレコードが登録されている．一つ一
つのアイテムはの通販サイト上のページ一つ一つに対応

しており，一つのレコードは，一人の顧客が訪問した際，

閲覧したページの情報で構成されている．なお，例外を

許さない共起成分の含意関係は 25組抽出されている．
本手法を適用したところ，αが空集合ではないペアは

91139組存在した．この，データベースもインフルエン
ザウイルスのデータベースと同様に，αが β，γ よりも

小さいことから，例外を許した共起成分の含意関係とし

て，新たに抽出された関係はなかった．また，αが空集

合でないペアの数もかなり大きな数字であることから，

少なくともこのデータベースに関しては，本手法を用い

ることによって，有意な関係を抽出することは難しい可

能性が高い．

6 結論
本稿では，例外を許容した共起成分の含意関係を検出

するする手法を提案し，この手法を実際のデータベース

へ適用する方法について述べた．択一式のデータ構造を

持つデータベースに適用したところ，そのデータ構造を

大まかではありながらも，抽出することができた．しか

しながら，例外を許さない共起成分の含意関係からの拡

張という観点からみると，観察者の視点というアナログ
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的要素を持つmushroomにおいては，有意な関係を抽出
することに成功したが，インフルエンザウイルスのアミ

ノ酸配列データでは，新しい関係を抽出することはでき

なかった．むしろ，例外を許さない共起成分の含意関係

が成り立つ状況こそが特異な状況であると言えるかもし

れない．また，非択一式構造のデータベースであるネッ

ト通販サイトのページ閲覧履歴データでは，本手法を用

いて，有用な関係性を抽出することはできなかった．

なお，今後の展開としては，以下のようなものが挙げ

られる．

• 択一式データベースで，本手法により，抽出した
結果をグラフ化した際，カテゴリーごとのクラス

タが形成されるが，そのクラスタ内での関係性か

ら，有用な情報が抽出できるか検討し，抽出でき

るのであれば，既存の手法と比較する．

• 本稿では，例外を許すことが有用であるか否かに
着目したために，全てのアイテムのペア（アイテ

ム数の２乗個）についての検査を単純に繰り返し

実行しているが，アルゴリズムを工夫することに

より計算回数を削減し高速化できる可能性がある

と思われる．

• 本稿では，個々のアイテムのペアに関する共起成
分の含意関係について考察したが，アイテムの組

合せのペアに関する共起成分まで議論を拡張し，

その有用性や計算時間について検討する．
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Abstract: In recent years, studies of speaker verification have been conducted as a means
for biometric person authentication. However, because of the overall verification perfor-
mance, only few actual implementations exist. This paper focuses on the text-independent
speaker verification system. We propose an effective method for speaker verification by
adaptive weighting of local Mel Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC) features. For a
given set of registered persons, an optimal linear weightings of multiple speech frames are
searched based on the likelihood ratio error, generalizing the scheme of the conventional
use of Δ parameters [1]. It was observed that using the proposed adaptive parameters,
superior verification performance was achieved compared with the cases using conventional
features.
Keywords: text-independent speaker verification, biometric authentication, adaptive fea-
ture weighting, inter-frame feature.

1 Introduction

In recent years, as a technology to verify individuals,
studies for authentication using human biometrics have
been conducted actively [2]. In password authentica-
tion conventionally often used, there are problems that
the users forget the phrase and impostor can be easily
verified due to leakage or theft. Therefore, biometrics
technology verifying the individuals using physical in-
formation such as fingerprint, vein pattern, iris, face,
and speech is in the spotlight [3]. Speaker verifica-
tion technology to verify the speaker by speech features
can be useful as it does not require special verification
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hardware, is less stressful for the users, and can be
used from remote places across the telephone network.
However, actual use of speaker verification technology
is still less common. The main reason is due to the
fact that the verification performance is still low when
compared with the use of other modalities.

This study proposes a framework of speaker model-
ing to use the inter-frame dynamics in addition to per-
frame Mel Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC)
speech feature aiming to improve the verification pre-
cision. While ΔMFCC feature [1] is known to take a
similar approach, it uses fixed weights of local MFCC
features. In contrast, the proposed feature employs
adaptive weights optimized for improving the verifica-
tion performance. Also, some methods that present
mel-cepstral analysis method and its adaptive algo-
rithm [4], and method which optimizes the weights for
each likelihood such that the overall expected loss can
be minimized [5], have been reported. In this work,
we examine the improvement of speaker discrimina-
tion ability by using an optimized linear combination
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of relatively long-term features.

2 Text-independent speaker ver-

ification

The methods of speaker verification is divided into
three main groups [6]. Text-dependent system specifies
the verification text in beforehand, text-independent
system does not limit the text, and text-prompted sys-
tem prompts the text at each verification. In general, it
is known that text-dependent and text-prompted sys-
tems indicate higher performance, because the system
can use the speaker information depending on phono-
logical line describing the text [7]. Recently, the study
of text-independent speaker verification having an ad-
vantage of not limiting the speech text, has been the
mainstream research topic [6]. This paper discusses
text-independent verification as well.

2.1 Procedure

The general flow of text-independent speaker verifi-
cation system is shown in Figs. 1 and 2 [6]. At first, in
the modeling phase, the model of each speaker λC and
the background model λC̄ are obtained based on the
speech signals. The speaker model λC uses a collection
the authentic speech, whereas the background model
(Universal Background Model [8]) uses speeches by
various speakers (average feature) in the training. In
the test phase, the log-likelihood ratio of input speech
feature vectors to the claimed speaker model λC and
the background model λC̄ is calculated, and this value
is compared to the predetermined threshold value θ.
The speaker is accepted if the value is higher than the
threshold value, and is rejected otherwise. The log-
likelihood ratio is defined as

ΛC(X) = log p(X | λC) − log p(X | λC̄). (1)

Here, if x(i) is a feature vector in frame i (i = 1, 2, ..., T ),
p(X | λC) indicates the likelihood that speech X =
{x(1), ..., x(T )} is from the claimed speaker giving the
model λC . On the other hand, p(X | λC̄) indicates
the likelihood that speech X is not from the claimed
speaker.

Additionally, the likelihood that the model of the
claimed speaker gives the input speech collection X is

図 1: Modeling phase
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図 2: Test phase

defined as

log p(X | λC) =
1
T

T∑

t=1

log p (x(t) | λC) . (2)

As a speech feature, Mel Frequency Cepstrum Coeffi-
cient (MFCC) is used commonly [9]. Here, MFCC fea-
ture of D component cepstrum coefficients is described
as x = [c1, c2, ..., cD]′.

2.2 Gaussian mixture speaker model

Text-independent speaker verification does not have
a limitation about the speech contents by the speaker.
Therefore, in the speaker modeling, likelihood func-
tion of speech feature is modeled as a density function,
for example with Gaussian Mixture Model (GMM) [9].
Here, if x is a D-dimensional feature vector, likelihood
function of a registered speaker s (s = 1, ..., N) is de-
fined as

p(x | λs) =
M∑

j=1

wsjbsj(x). (3)

This is a linear combination of M Gaussian functions
bsj(x), each computed as

bsj(x) =
1

(2π)
D
2 |Σsj | 12

×

exp
{
−1

2
(x − µsj)′(Σsj)−1(x − µsj)

}
, (4)

which is determined by a mean vector µsj , a covari-
ance matrix Σsj , and weights wsj(j = 1, ..., M). Here,
the parameter set of speaker s is denoted as λs =
{(ws1, µs1, Σs1), ..., (wsM , µsM , ΣsM )}. The speaker
model parameters are estimated using the Expectation-
Maximization (EM) algorithm [10].
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3 Adaptive weighting of local

MFCC features

It has been reported that, by adding inter-frame dy-
namic information to short-time per-frame speech fea-
ture as MFCC, there are cases that the verification
performances are improved [1]. This feature known as
the ΔMFCC regression coefficient of change along the
time axis of MFCC, is sometimes used together with
MFCC [6]. However, it only uses restrictive weights of
local MFCC features.

We propose an adaptive method for weighting the
local MFCC features that searches the optimal linear
weightings of multiple speech frames based on the like-
lihood ratio error, generalizing the strategy taken by
the Δ parameters employing restrictive weights.

3.1 Generalization of ΔMFCC feature

The inter-frame regression coefficient known as
ΔMFCC is computed as

Δci(m) =
∑l

k=−l k · ci(m + k)
∑l

k=−l k2
, (i = 1, ..., D) (5)

where l is the frame range that regression coefficient is
calculated, c is the cepstrum coefficient [1], and m is
the frame index. In this work, we propose to general-
ize Eq. (5), searching for an arbitrary dynamic feature
to improve verification precision among linear combi-
nations of cepstrum coefficients in neighboring frames.
Therefore, 2l + 1 parameters {as(−l), ..., as(l)} in

cFsi(m) =
l∑

k=−l

as(k)ci(m + k) (i = 1, ..., D) (6)

are adjusted. Here, in the case of ΔMFCC, parameter
as(k) amounts to the special case of

aΔ(k) =
k

∑l
k=−l k

2
. (k = −l, ..., l) (7)

Figure 3 shows the schematic for calculating the fea-
ture cFsi.

3.2 Coefficient search based on likeli-

hood ratio error

The verification precision can be evaluated by log-
likelihood ratio. Therefore, in the proposed method,
the coefficient parameter vector for each speaker

as = [as(−l), as(−l + 1), ..., as(l)]′ ∈ R2l+1 (8)

i
i

i

s

si

s

sΣ

図 3: Extraction of weighted feature cFsi. Each hori-
zontal bar denotes the period for a single frame.
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図 4: The training process. This modification is ap-
plied to the GMM parameter set λs and coefficient
vector as of each registrant s (s = 1, . . . , N), itera-
tively.

is updated by steepest descent method to minimize
the error in log-likelihood ratio for the teacher signal.
Besides, each speaker has his/her own individual pa-
rameter vector. Figure 4 shows the whole procedure of
parameter vector modification.

For a speech Xu attributed to speaker u, the T

frames in Xu is converted to a feature vector array
gs(1), . . . , gs(T ) ∈ R2D, using the parameters as and
λs of a registrant s. The feature vector gs(t) which
concatenates MFCC features x = [c1, c2, ..., cD]′ and F-
MFCC features ys = [cFs1, cFs2, ..., cFsD]′, is denoted
as

gs(t) = [x′, y′
s]

′ = M(t)as + b(t) ∈ R2D. (9)
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M(t) =

⎡

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 · · · 0
...

. . .
...

0 · · · 0
c1(t − l) · · · c1(t + l)

...
. . .

...
cD(t − l) · · · cD(t + l)

⎤

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

∈ R2D×(2l+1) and (10)

b(t) = [c1(t), ..., cD(t), 0, ..., 0]′ ∈ R2D . (11)

Then, the likelihoods for the background model and
the corresponding speaker model are calculated by Eq.
(3), and the log-likelihood ratio Λ(Xu) is obtained as
Eq. (1). Additionally, Λ(Xu) is converted to a value
in (0, 1) by the sigmoid function defined as

σ(Λ) =
1

1 + exp(−β · Λ)
(12)

considering the convergence performance in the next
training phase. Here, β is the slope parameter. The
initial as will be set identical to ΔMFCC coefficients
{aΔ(−l), ..., aΔ(l)}.

Next, the coefficient parameter vector as is modified
to minimize the error between the log-likelihood ratio
σ(Λ) and teacher signal. The teacher signal d is set as,

d =

{
1 (s = u) (Authentic speaker)
0 (s �= u) (Impostor)).

(13)

Vector as is updated as

a(τ+1)
s = a(τ)

s + Δas, (14)

by the amount of correction defined as

Δas = −η
∂ELLR

∂as
= −η

∂ELLR

∂σ(Λ)
∂σ(Λ)
∂as

, (15)

where, η is the learning coefficient. The log-likelihood
ratio error ELLR is defined as

ELLR =
1
2
(d − σ(Λ))2. (16)

Each partial differentiation is computed as follows based
on the definition above.

∂ELLR

∂σ(Λ)
=

∂

∂σ(Λ)
1
2
(d − σ(Λ))2 = −(d − σ(Λ)), (17)

∂σ(Λ)
∂as

=
T∑

t=1

(
∂σ(Λ)
∂gs(t)

∂gs(t)
∂as

)
, (18)

∂σ(Λ)
∂gs(t)

=
∂

∂gs(t)
1
T

T∑

i=1

log p(gs(i) | λk)

=
1
T

∂

∂gs(t)
log p(gs(t) | λk), (19)

∂

∂gs(t)
log p(gs(t) | λs) =

−
∑M

j=1 csj(t){gs(t) − µsj}′(Σsj)−1

∑M
j=1 csj(t)

(20)

where, csj(t) = wsjbsj (gs(t)) , and (21)

∂gs(t)
∂as

=
∂

∂as
{M(t)as + b(t)} = M(t). (22)

Coefficient vector as for each registered speaker is up-
dated using the amount of correction Δas in Eq. (15)
by the following steps.

Training procedure

* Initialization
1) Train the background model (λUBM ) and
all the speaker model (λs) using feature vec-
tor (MFCC+ΔMFCC).
2) Calculate the log-likelihood ratio Λ(Xu)
using feature vector (MFCC+ΔMFCC) de-
rived from speech Xu.

* Training of individual weight as and GMM
3) Calculate Δas to minimize the error
ELLR based on the teacher signal d, and
update as.
4) Train the speaker model (λs) using
speech Xs again.
5) Verify using the new feature vector
(MFCC+F-MFCC) for Xu by the updated
model, and calculate the log-likelihood ratio.
6) Repeat 3-5 for the whole training set for
a predetermined time.

4 Experiment

We evaluated the proposed method in four experi-
ments. In Experiment 1, the optimal number of Gaus-
sian component for our dataset is determined. In Ex-
periment 2, the iteration number of learning as is de-
termined. Experiment 3 compares the verification per-
formance for the conventional method and the pro-
posed method, and Experiment 4 is the same com-
parison using telephone speech.
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4.1 Experimental condition

All speech data used in the experiments are sampled
at 16kHz, in 16 bit. The speech data is extracted from
the ASJ Continuous Speech Corpus by the Acoustical
Society of Japan [11].

The number of clients are 10 (5 male, 5 female), and
the speech length for speaker modeling is 60sec. The
size of the training set is 100 trials (10 authentic, 90
impostor). The size of the test set is 10000 trials (500
authentic, 9500 impostor), with the speech length of
3sec. There are 50 speech clips from each speaker. The
speech for the training and testing are from different
texts. In the training and test phases, if one speaker is
set to a client, all other speakers are set to impostors.
The frame number l in Eq. (8) is set to l = 2, and
the slope β in Eq. (12) is set to β = 1.0. All the
experiments were conducted on a 3.6 GHz Intel Xeon
computer with 3.0 GB of RAM, running Windows XP.

4.2 Experiment 1: Optimal number of

Gaussian components

4.2.1 Procedure

In this experiment, we determined the optimal num-
ber of Gaussian component for our dataset. The back-
ground model and the speaker model with 16 to 512
Gaussian components were trained and evaluated us-
ing the same training and test data with clean (∞dB)
speech. Equal Error Rate (EER) and the detection er-
ror tradeoff (DET) curve [12] are used as the index for
evaluation.

4.2.2 Result

The comparison of each case is shown in Table 1 and
Figure 5. 128 and 256 Gaussian components achieved
the best among all in EER, and 128 appears slightly
better than all others in DET curves. These results
show that more Gaussian components are not always
better.

From this result, we use 128 Gaussian components
in the following experiments.

4.3 Experiment 2: Change in MSE with

the iteration number of learning

4.3.1 Procedure

In order to determine the appropriate training iter-
ation, the change of error ELLR during training was

表 1: Exp.1 Comparison of EER by Gaussian compo-
nent

Gaussian
component

16 32 64 128 256 512

EER (%) 2.53 2.53 2.45 2.20 2.20 2.40

図 5: Exp.1 Comparison of DET curves by Gaussian
component

invetigated. Mean-squared error (MSE) ELLR for the
training and test sets were recorded at each training
round (100 trials). Normal speech in Experiment 3
and telephone speech in Experiment 4 are used, these
include the same three cases of S/N as Experiment 3
and 4.

4.3.2 Result

Figure 6 shows the case of normal speech in ∞dB
test set and Figure 7 shows the case of telephone speech
in ∞dB test set. These results show that the MSE of
the test sets is minimum at the early stage in contrast
to the monotonically decreasing training set error. The
same tendency of these was seen in 30dB and 20dB test
sets.

From this result, we set the iteration number of learn-
ing as varying GMM parameters at the same time to
400 (4 rounds of 100) in Experiment 3 and to 200 (2
rounds of 100) in Experiment 4. The value 400 was
also used in Experiment 1.
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4.4 Experiment 3: Comparison of the

verification performance

4.4.1 Procedure

The conventional feature of MFCC, MFCC with
ΔMFCC, and the proposed feature of MFCC with F-
MFCC are compared in terms of the verification per-
formance. The verification speech include three cases
of S/N,
namely, ∞dB which is the ideal case, and levels com-
mon in usual verification use (30dB and 20dB). EER
and DET curves are used as the index for evaluation
as Experiment 1.

4.4.2 Result

The comparison using the EER(%) measure is shown
in Table 2. Figs. 8-10 show the DET curves obtained
for each S/N. In the case of training and testing with
clean speech, the proposed method is superior to the
conventional ones for verification speech with ∞dB.
Additionally, in the case of training and testing with

表 2: Exp.3 Comparison of EER (%)

∞dB 30dB 20dB

MFCC 2.80 2.60 2.20

MFCC+ΔMFCC 2.69 1.94 2.05

MFCC+F-MFCC 2.20 1.89 1.34

図 8: Exp.3 DET curves in ∞dB test set.

noisy speech, the proposed feature indicates higher per-
formance than the conventional ones. Thus, the supe-
riority of adaptively choosing the weighting of local
MFCC features (MFCC+F-MFCC) has been verified.

4.5 Experiment 4: Comparison of the

verification performance (telephone

speech)

4.5.1 Procedure

The same procedure as Experiment 3 is conducted
with telephone speech. The frequency range of 300-
3400 Hz was extracted from the same dataset, and
was used as the simulated voice through a telephone
line. The simulated telephone speech were used in both
training and testing.

4.5.2 Result

The comparison using the EER(%) measure is shown
in Table 3, and the DET curves are shown in Figs. 11-
13. Here, the results also imply the superiority of using
the proposed feature MFCC+F-MFCC in verification
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図 9: Exp.3 DET curves in 30dB test set.

表 3: Exp.4 Comparison of EER (%)

∞dB 30dB 20dB

MFCC 1.80 3.20 2.80

MFCC+ΔMFCC 1.60 2.20 1.74

MFCC+F-MFCC 1.40 1.46 1.40

through the telephone line.

5 Conclusion

In this paper, we proposed a method for speaker
verification using adaptive weighting of local MFCC
features. The core idea was to determine the opti-
mal frame coefficient parameter to minimize the veri-
fication error. In the experiments, it was shown that
this mechanism gives lower verification error than the
conventional methods under clean and certain level of
noise environment, including authentication via a tele-
phone line.

In future works, we consider methods that the present
linear combination of local MFCC is extended to non-
linear transformation and indices other than the like-
lihood ratio error are used.
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Abstract: We propose an online topic model for sequentially analyzing the time evolution
of topics in document collections. Topics naturally evolve with multiple timescales. For
example, some words may be used consistently over one hundred years, while other words
emerge and disappear over periods of a few days. Thus, in the proposed model, current
topic-specific distributions over words are assumed to be generated based on the multiscale
word distributions of the previous epoch. Considering both the long-timescale dependency
as well as the short-timescale dependency yields a more robust model. We derive efficient
online inference procedures based on a stochastic EM algorithm, in which the model is
sequentially updated using newly obtained data; this means that past data are not required
to make the inference. We demonstrate the effectiveness of the proposed method in terms
of predictive performance and computational efficiency by examining collections of real
documents with timestamps.
Keywords: Topic model, Time series analysis, Stochastic EM algorithm

1 はじめに
近年，トピックモデルを用いた学術論文や新聞記事，

ブログ等の文書集合の時間発展を解析する技術が注目

されている [1, 4, 6, 10, 13, 17, 18, 19]．トピックモデ
ルは，bag-of-words 表現された文書の生成過程を確率
的にモデル化したものである．トピックモデルでは，あ

る文書に含まれる各単語は，文書固有のトピック比率に

従ってあるトピックを選択した後，そのトピックに固有

の単語出現確率分に従って生成される．代表例として，

Probabilistic Latent Semantic Analysis（PLSA）[8]や
Latent Dirichlet Allocation（LDA）[5]があり，時間発
展解析だけでなく，情報検索 [5]や協調フィルタリング
[9]，可視化 [11]など，様々な分野に適用されている．
本稿では，複数の時間スケールでのトピックの発展を

解析するためのトピックモデル，多重スケール時間発

展トピックモデル (Multiscale Dynamic Topic Model:
MDTM)，を提案する．トピックは複数の時間スケール
で発展する．このことを新聞記事データにおける「政治

∗NTTコミュニケーション科学基礎研究所
NTT Communication Science Laboratories

†e-mail: iwata@cslab.kecl.ntt.co.jp

トピック」を例にして考える．「憲法」「国会」「総理大

臣」など百年以上の長期間に渡って頻出する単語もあれ

ば，国会議員の名前など数十年の期間に渡って出現する

単語，審議中の法案名など数日のみしか出現しない単

語もある．このトピックの多重スケール性を考慮するた

め，提案モデルでは，ある時刻のトピック固有の単語分

布は，一時刻前に推定された複数の時間スケールでの単

語分布を基に生成されると仮定する．これにより，短期

間の依存性とともに長期間の依存性もモデルに組み込む

ことができるため，情報損失を削減でき，モデルの信頼

性を高めることができる．

また，確率的 EMアルゴリズムを用いた，提案モデ
ルの効率的なオンライン学習法を提案する．新たに得ら

れたデータを用いてモデルを逐次的に更新することがで

きるため，過去のデータを記憶する必要がなく，記憶容

量・計算量を削減することができる．また，提案法では，

各トピック，各時刻，各スケール毎に依存性をデータか

ら学習するため，トピックの時間発展を柔軟に追跡する

ことが可能である．

これまでにいくつかの文書集合におけるトピックの時

間発展を解析する手法が提案されている [1, 4, 10, 18]
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表 1: Notation
Symbol Description

Dt number of documents at epoch t
Nt,d number of words in the dth document

at epoch t
W number of unique words
wt,d,n nth word in the dth document at epoch t,

wt,d,n ∈ {1, · · · , W}
Z number of topics
zt,d,n topic of the nth word in the dth document

at epoch t, zt,d,n ∈ {1, · · · , Z}
S number of scales
θt,d multinomial distribution over topics

for the dth document at epoch t,
θt,d = {θt,d,z}Z

z=1, θt,d,z ≥ 0,
P

z θt,d,z = 1
φt,z multinomial distribution over words

for the zth topic at epoch t,
φt,z = {φt,z,w}W

w=1, φt,z,w ≥ 0,
P

w φt,z,w = 1

ω̂
(s)
t,z multinomial distribution over words

for the zth with scale s topic at epoch t,

ω̂
(s)
t,z = {ω̂(s)

t,z,w}W
w=1, ω̂

(s)
t,z,w ≥ 0,

P

w ω̂
(s)
t,z,w = 1

が，これらの手法は多重スケール時間発展を考慮する

ものではない．多重スケール性を考慮するものとして

Multiscale Topic Tomography Model (MTTM)[13]が
提案されている．しかし，MTTMはポアソン過程を用
いたモデルであり，LDA[5]などのトピックモデルで用
いられるディリクレ多項分布とは異なるモデル化であり，

また，オンライン学習ができないという問題点がある．

トピックモデルではなく特異値分解を用いて複数の時系

列データを解析する手法も提案されている [14]が，特異
値分解では正規分布ノイズを仮定しているため，文書や

購買ログなどの離散データの解析には適さない [8]．

2 提案法

2.1 モデル

本稿で用いる表記法を表 1に示す．時刻 tの第 d文書

は，その文書に含まれる単語集合wt,d = {wt,d,n}
Nt,d

n=1 に

よって表現される．ここで時刻 tは離散変数とし，一日

や一年など単位時間を任意に設定することができる．

まず，提案モデルの基となる LDAについて説明する．
LDAでは，各文書が固有のトピック比率 θt,dを持つとす

る．単語 wt,d,nは，潜在トピック zt,d,nをトピック比率

θt,dに従い選択した後，トピック固有の単語分布φt,zt,d,n

に従って生成される．図 1(a)に LDAのグラフィカルモ
デルを示す．ここで，塗潰し円は観測変数，中抜き円は

潜在変数，矢印は依存関係，矩形は繰り返しを表す．ト

ピック比率 θt,dと単語分布 φt,z はそれぞれ独立同一な

ディリクレ分布に従うと仮定するため，LDAでは時間
発展が考慮されていない．

提案モデルでは，多重スケール時間発展を考慮するた

め，時刻 tにおけるトピックzの単語分布φt,zは，時刻 t−
1における複数の時間スケールでの単語分布 {ω̂(s)

t−1,z}Ss=1

を基に生成されると仮定する．ここで ω̂
(s)
t−1,z は時刻 t−1

におけるスケール sでのトピック zの単語分布を表す．

具体的には，単語分布 φt,z の事前分布として，平均が

多重スケール単語分布の重み付き和である以下のディリ

クレ分布を用いる．

φt,z ∼ Dirichlet(
S∑

s=0

λt,z,sω̂
(s)
t−1,z), (1)

ここで λt,z,s > 0は重みである．また，ゼロ確率問題を
回避するため，スケール s = 0の単語分布として一様分
布を仮定する ω̂

(s=0)
t,z,w = W−1．重みは，新たに得られた

データと過去に学習したモデルを用いて，各時刻，各ス

ケール，各トピック毎に推定する．重みの推定法につい

ては 2.2節で述べる．推定された時刻 t−1の多重スケー
ル単語分布 {ω̂(s)

t−1,z}Ss=1 は時刻 tにおいてはハイパーパ

ラメータとみなされる．多重スケール単語分布の推定に

ついては，2.3節で説明する．
スケールの設定方法はいくつか考えられるが，計算効

率のため，また，最適なスケール設定は未知であるため，

ω̂
(s)
t,z は時刻 t − 2s−1 + 1から tまでの単語分布を表す，

という単純なスケール設定を考える．この設定における

多重スケール単語分布イメージを図 2に示す．単語分布
はスケールが長いほど平滑化され，スケールが短いほど

尖った形になる．このような様々なスケールの情報を事

前分布に利用することにより情報損失を削減でき，モデ

ルをより頑健に学習することができる．

LDAではトピック比率 θt,dはディリクレ分布に従う．

一方，提案モデルにおいては，トピック比率の時間発

展を考慮するため，ディリクレ分布のパラメータ αt =
{αt,z}Zz=1 を，一時刻前のディリクレ分布のパラメータ

に依存させる．具体的には，以下のガンマ事前分布を用

いる．

αt,z ∼ Gamma(γαt−1,z, γ), (2)

ここで，平均は αt−1,z，分散は αt−1,z/γである．この

事前分布を用いることにより，新しいデータを観測しな

ければ，トピック比率の平均は一時刻前の平均と同じに

なる．パラメータ γはトピック比率分布の一貫性を調節

するものである．

上記の議論をまとめると，提案モデルでは，時刻 t−1に
おける多重スケールパラメータ Ω̂t−1 = {{ω̂(s)

t−1,z}Ss=0}Zz=1，

ディリクレ分布のパラメータ αt−1 = {αt,z}Zz=1 が与え

られたとき，以下の過程によって，時刻 tにおける文書

集合Wt = {wt,d}Dt

d=1が生成されると仮定する．
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図 1: Graphical models of (a) latent Dirichlet allocation, (b) the multiscale dynamic topic model, and (c) its
online inference version.
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図 2: Illustration of multiscale word distributions at
epoch t with S = 4. Each histogram shows ω̂

(s)
t−1,z,

which is a multinomial distribution over words with
timescale s.

1. For each topic z = 1, · · · , Z:

(a) Draw word probability
φt,z ∼ Dirichlet(

∑
s λt,z,sω̂

(s)
t−1,z),

(b) Draw topic proportion prior
αt,z ∼ Gamma(γαt−1,z, γ),

2. For each document d = 1, · · · , Dt:

(a) Draw topic proportions
θt,d ∼ Dirichlet(αt),

(b) For each word n = 1, · · · , Nt,d:

i. Draw topic
zt,d,n ∼ Multinomial(θt,d),

ii. Draw word
wt,d,n ∼ Multinomial(φt,zt,d,n

).

図 1(b)に提案モデルのグラフィカルモデルを示す．

2.2 オンライン学習

提案モデルは，確率的 EMアルゴリズム [2]を用いる
ことにより，効率的にオンライン学習することが可能で

ある．時刻 tにおける文書集合Wtと一時刻前に推定さ

れた多重スケールパラメータ集合 Ω̂t−1 が得られている

とする．文書集合および潜在トピック集合の同時分布は

下式で表される．

P (Wt,Zt, αt|αt−1, γ, Ω̂t−1,Λt)

= P (Zt|αt)P (Wt|Zt, Ω̂t−1,Λt)P (αt|αt−1, γ),(3)

ここで Zt = {{zt,d,n}
Nt,d

n=1}
Dt

d=1 はトピック集合，Λt =
{{λt,z,s}Ss=0}Zz=1は重み集合を表す．提案モデルでは，単

語分布の事前分布として，共役事前分布であるディリク

レ分布を用いているため，単語分布パラメータ {φt,z}Zz=1

を積分消去することができる．上式第一項は P (Zt|αt) =∏Dt

d=1

∫
P (zt,d|θt,d)P (θt,d|αt)dθt,dであり，{θt,d}Dt

d=1を

消去することで下式となる．

P (Zt|αt) =
(

Γ(
∑

z αt,z)∏
z Γ(αt,z)

)D ∏
d

∏
z Γ(Nt,d,z + αt,z)

Γ(Nt,d +
∑

z αt,z)
,

(4)
ここで Γ(·)はガンマ関数，Nt,d,zは時刻 tの第 d文書で

トピック zが割り当てられた単語数，Nt,d =
∑

z Nt,d,z

を表す．同様に，第二項は，{φt,z}Zz=1を積分消去する

ことにより，下式となる．

P (Wt|Zt, Ω̂t−1,Λt) =
∏
z

Γ(
∑

s λt,z,s)∏
w Γ(

∑
s λt,z,sω̂

(s)
t−1,z,w)

×
∏

w Γ(Nt,z,w +
∑

s λt,z,sω̂
(s)
t−1,z,w)

Γ(Nt,z +
∑

s λt,z,s)
, (5)

ここで Nt,z,wは時刻 tにおいて単語 wにトピック zが

割り当てられた数，Nt,z =
∑

w Nt,z,w を表す．第三項
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は，(2)を用いることにより，下式となる．

P (αt|αt−1, γ) =
∏
z

γγαt−1,zα
γαt−1,z−1
t,z exp(−γαt,z)
Γ(γαt−1,z)

.

(6)
潜在トピックは Collapsedギブスサンプリング [7] を
用いることにより，効率的に割り当てることができる．

表記の簡素化のため j = (t, d, n)とする．トピック zjを

除く全ての変数が与えられたとき，zjは同時分布 (3)か
ら導かれる下式の確率に従ってサンプリングされる．

P (zj = k|Wt,Zt\j , αt, Ω̂t−1,Λt)

∝
Nt,d,k\j + αt,k

Nt,d\j +
∑

z αt,z

Nt,k,wj\j +
∑

s λt,s,kω̂
(s)
t−1,k,wj

Nt,k\j +
∑

s λt,s,k
,

(7)

ここで \jはサンプル jを除いたときの回数を表す．

重み Λt およびハイパーパラメータ αtは不動点反復

法により同時分布 (3)を最大にすることにより推定でき
る [12]．このとき Λtの更新式は

λt,z,s ← λt,z,s

∑
w ω̂

(s)
t−1,z,wMt,z,w

Mt,z
, (8)

となる．ここでMt,z,w = Ψ(Nt,z,w+
∑

s′ λt,z,s′ ω̂
(s′)
t−1,z,w)−

Ψ(
∑

s′ λt,z,s′ ω̂
(s′)
t−1,z,w), Mt,z = Ψ(Nt,z +

∑
s′ λt,z,s′) −

Ψ(
∑

s′ λt,z,s′). を表し，Ψ(·)はディガンマ関数Ψ(x) =
∂ log Γ(x)

∂x である．また αtの更新式は

αt,z ←
γαt−1,z − 1 + αt,z

∑
d(Ψ(Nt,d,z + αt,z)−Ψ(αt,z))

γ +
∑

d Ψ(Nt,d +
∑

z′ αt,z′)−Ψ(
∑

z′ αt,z′)
(9)

となる．

各時刻のデータが与えられる毎に，ギブスサンプリン

グ (7)と同時分布最大化 (8)，(9) を繰り返すことによ
り，提案モデルをオンライン学習することができる．

2.3 多重スケール単語分布推定

多重スケール単語分布 ω
(s)
t,z,w は，確率的 EMアルゴ

リズムにより推定された潜在トピックを用いて推定でき

る．ω
(s)
t,z,wは時刻 t− 2s−1 + 1から tにおけるトピック

zでの単語wの出現確率であるため，その推定値は下式

により得られる．

ω̂
(s)
t,z,w =

N̂
(s)
t,z,w∑

w N̂
(s)
t,z,w

=
∑t

t′=t−2s−1+1 N̂t′,z,w∑
w

∑t
t′=t−2s−1+1 N̂t′,z,w

,

(10)
ここで N̂

(s)
t,z,w は時刻 t − 2s−1 + 1から tまでのトピッ

ク zにおいて単語 wの期待出現回数であり，N̂t,z,w は

時刻 tにおける期待出現回数である．期待出現回数は

N̂t,z,w = Nt,zφ̂t,z,w により計算できる．ここで φ̂t,z,wは

φt,z,wの推定値を表し，

φ̂t,z,w =
Nt,z,w +

∑
s λt,s,zω̂

(s)
t−1,z,w

Nt,z +
∑

s λt,s,z
, (11)

により得られる．式 (10)において，期待値 N̂t,z,wでは

なく，実際の値Nt,z,wを用いることも可能だが，ω̂
(s=1)
t,z,w

と φt,z,w の推定値を

ω̂
(s=1)
t,z,w =

N̂t,z,w∑
w N̂t,z,w

= φ̂t,z,w, (12)

のように一致させるため，期待値を用いた．

期待値 N̂
(s)
t,z,wは下式のように，一時刻前の値 N̂

(s)
t−1,z,w

から逐次的に計算できるため，2s−1 回の加算は必要は

なく，二回の加算のみで推定可能である．

N̂
(s)
t,z,w ← N̂

(s)
t−1,z,w + N̂t,z,w − N̂t−2s−1,z,w. (13)

しかしながら，N̂
(s)
t,z,wの更新には時刻 t−2S−1から t−1

までの N̂t,z,wが必要であるため，記憶容量はスケール数

に対して指数的に増加し，多重スケール単語分布の更新

に計O(2S−1ZW )の記憶容量が必要となる．そこで，長
期スケールの更新頻度を減らし，近似的に期待値を求め

ることにより，記憶容量を削減するアルゴリズム（表 3）
を提案する．N̂

(s)
t,z,wを毎時刻更新するのではなく，2s−1

時刻毎に更新することにより，一時刻前の N̂
(s)
t−1,z,w の

近似値と新たに得られたデータから，N̂
(s)
t,z,wの近似値を

計算することができる．つまり，各時刻の期待値 N̂t,z,w

の保持が不要で，記憶容量を O(SZW )に抑えることが
でき，記憶容量はスケール数に対して線形に増加するた

め，長期スケールの単語分布もモデルに組み込むことが

可能である．図 4に，期待値 N̂
(s)
t,z,w の提案近似更新図

を示す．各矩形は N̂t′,z,wを表し，矩形内の数字は t′を

表す．各時刻の各行は N̂
(s)
t,z,w を表し，塗潰し矩形は値

が更新されたことを表す．長期スケールの単語分布の変

化は短期スケールの単語分布の変化よりも遅いと考えら

れるため，長期スケールの更新頻度を減らすことは妥当

であると考えられる．図 1(c)にオンライン推定する場
合の提案モデルののグラフィカルモデルを示す．

単語分布のディリクレ事前分布のパラメータとして，

(1)にあるように，多重スケール単語分布の重み付き和
を用いた．このパラメータは，下式の様に，各時刻の単

語分布の重み付き和として表現することができる．

S∑
s=1

λt,z,sω̂
(s)
t−1,z,w =

S∑
s=1

λt,z,s

∑t−1
t′=t−2s−1 N̂t′,z,w∑

w

∑t−1
t′=t−2s−1 N̂t′,z,w

=
t−1∑

t′=t−2S−1

λ′
t,z,t′ φ̂t′,z,w, (14)
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1: N̂
(1)
t,z,w ← N̂t,z,w

2: for s = 2, · · · , S do

3: if t mod 2s−1 = 0 then

4: N̂
(s)
t,z,w ← N̂

(s−1)
t,z,w + N̂

(s−1)
t−1,z,w

5: else

6: N̂
(s)
t,z,w ← N̂

(s)
t−1,z,w

7: end if

8: end for

図 3: Algorithm for the approximate update of N̂
(s)
t,z,w.
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図 4: Illustration of approximate updating N̂
(s)
t,z,w from

t = 4 to t = 8 with S = 3.

ここで重みは

λ′
t,z,t′ =

S∑
s=dlog2(t−t′+1)+1e

λt,z,s

∑
w N̂t′,z,w∑

w

∑t−1
t′′=t−2s−1 N̂t′′,z,w

(15)
である．従って，提案モデルは過去の各時刻の単語分

布に依存するモデルとみなすこともできる．提案モデ

ルでは，多重スケールモデルとして考えることにより，

重みパラメータ Λtの数を O(2S−1Z)から O(SZ)に削
減できるため，頑健なモデル推定が可能となる．さら

に，近似を用いることにより，上述のように記憶容量も

O(2S−1ZW )から O(SZW )に削減できる．

3 実験
提案法を評価するため，NIPS，PNAS，Digg，Ad-

dressesの 4つの実文書データセットを用いて実験を行
った．

NIPSデータは国際会議 NIPS (Neural Information
Processing Systems) の 1987 年から 1999 年までの論
文データであり，文書数 1,740，語彙数 14,036 であっ
た．PNASデータは論文誌Proceedings of the National
Academy of Sciences の 1915 年から 2005 年までのタ
イトルデータであり，文書数 79,477，語彙数 20,534で
あった．Diggデータはソーシャルニュースサイト Digg
(http://digg.com)に投稿された 2009年 1月 29日から 2
月 20日までのブログ記事データであり，文書数 108,356，
語彙数 23,494であった．Addressesデータは 1790年か

ら 2002年までのアメリカ大統領の一般教書演説のデー
タであり，三段落を集めたものを一文書とみなした [18]．
このとき文書数 6,413，語彙数 6,759であった．全デー
タセットにおいてストップワードを省き，単位時間を

NIPS，PNAS，Addressesでは 1年，Diggでは 1日と
した．

提案法MDTMをDTM，LDAall，LDAone，LDAon-
lineの 4手法と比較した．DTMはオンライン学習可能
な時間発展トピックモデルであり，提案モデルMDTM
でスケール数を S = 1としたときのモデルに対応し，多
重時間スケールは考慮していない．LDAall，LDAone，
LDAonlineは時間発展を考慮しない LDAモデルである．
LDAallでは過去の全データを学習に用いる．LDAone
では一時刻前のデータのみ学習に用いる．LDAonlineは
LDAをオンライン学習したものである [3]．トピック数
は全モデル Z = 50とした．提案モデルにおけるスケー
ル数は、最大スケールの分布がデータ全期間を含むよう

に設定した S = dlog2 T + 1e．ここで T は時刻数であ

る．また，γ = 1とし，ディリクレ分布のパラメータは，
過学習を防ぐため，αt,z ≥ 10−2 の制約のもとで最適化

した．各手法の予測誤差をパープレキシティによって評

価した．低いパープレキシティは低い予測誤差を表す．

全体の 10%の文書をテスト文書とし，テスト文書に含
まれる半数の単語を予測した．10セットの学習・テスト
データをランダムに作成し，その平均パープレキシティ

で評価した．

平均パープレキシティを表 2に，各時刻毎のパープレキ
シティを図 5に示す．全データセットにおいて，MDTM
が最も低い平均パープレキシティであり，MDTMは多
重スケールでの時間発展を考慮することにより，多様な

文書データの時間発展を適切にモデル化できることを示

す．DTMのパープレキシティが高い理由は，長期間の依
存性を考慮していないためであると考えられる．LDAall
と LDAonlineは時間発展を考慮していないため，高い
パープレキシティとなっている．また，LDAoneは一時
刻のみのデータしか学習に利用せず，過去の情報を無視

するため，高いパープレキシティとなっている．

提案法においてスケール数を変化させたときの平均

パープレキシティを図 6に示す．スケール数が増加する
に従い，パープレキシティが減少している．この結果は，

複数の時間スケールの分布を考慮することの重要性を示

している．

図 7に Xeon5355 2.66GHz CPUの計算機を用いた場
合の，一時刻あたりの平均計算時間 (秒)を示す．MDTM
の計算時間はスケール数に対して線形に増加している．

また，MDTMでは多重時間スケールを考慮しているに
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表 2: Average perplexities over epochs. The value in the parenthesis represents the standard deviation over data
sets.

MDTM DTM LDAall LDAone LDAonline

NIPS 1754.9 (41.3) 1771.6 (37.2) 1802.4 (36.4) 1822.0 (44.0) 1769.8 (41.5)
PNAS 2964.3 (122.0) 3105.7 (146.8) 3262.9 (159.7) 5221.5 (268.7) 3401.7 (149.1)
Digg 3388.9 (37.7) 3594.2 (46.4) 3652.6 (27.1) 5162.9 (43.4) 3500.0 (43.6)

Addresses 1968.8 (56.5) 2105.2 (49.7) 2217.2 (75.3) 3033.5 (70.9) 2251.6 (62.0)
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図 5: Perplexities for each epoch with MDTM, LDAall, and LDAone.

も関わらず，全データを用いて学習する LDAallに比べ
て極めて少ない計算量であると言える．

図 8に推定されたスケール毎の重み λt,z,sを示す．各

時刻，各トピックで和が 1になるように正規化してい
る．スケールが長くなるに従い，重みが減少する傾向が

ある．この結果は，最近の分布は，現在の分布を推定す

るためにより重要であるという，直感と合致した結果で

ある．

4 おわりに
本稿では，多重時間スケールでの時間発展を考慮し

たトピックモデルと，その効率的なオンライン学習法を

提案した．また，実験により，提案法は従来法に比べよ

り高い精度で予測できることを示した．今後の課題と

しては，ディリクレ過程を用いたトピック数の自動推定

[15, 16]や，スケールの自動設定などが考えられる．
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Abstract: We introduce an extension to standard reinforcement learning setting called
observational RL (ORL) where additional observational information is available to the
agent. This allows the agent to learn the system dynamics with fewer data samples, which
is an essential feature for practical applications of RL methods. We show that ORL can
be formulated as a multitask learning problem. A similarity-based and a component-based
multitask learning methods are proposed for learning the transition probabilities of the
ORL problem. The effectiveness of the proposed methods is evaluated in experiments of
grid world.

1 Introduction

Recently, there is an increasing interest for methods
of planning and learning in unknown and stochastic
environments. These methods are investigated in the
field of Reinforcement Learning (RL) and have been
applied to various domains, including robotics, AI for
computer games, such as tetris, racing games and fight-
ing games. However, one of the main limiting factors
for RL methods has been their scalability to large en-
vironments, where finding good policies requires too
many samples, making most RL methods impractical.

1.1 Transfer Learning in RL

One of the approaches for solving the scalability
problem is to reuse the data from similar RL tasks
by transferring data or previously found solutions to
the new RL task. These methods have been a focus
of the research lately and are called transfer learning
methods. The transfer learning methods can be sepa-
rated into value-based and model-based transfer learn-
ing methods, depending on what is being transferred
between the RL tasks.

In value-based transfer learning the value functions
of previously solved RL tasks are transferred to the
new task at hand. A popular approach for trans-
ferring value functions is to use the previously found
value functions as initial solutions for value function of
the new RL task. These methods are called starting-
point methods, for example see the temporal-difference
learning based approach by Tanaka and Yamamura [4]
and a comparative study of these methods by Taylor
et al. [5]. For successful transfer, a good mapping of
states and actions between the RL tasks is required.
When a poor mapping is used the transfer can result
in worse performance than doing the standard rein-
forcement learning without a transfer.

∗Department of Computer Science, Tokyo Institute of Tech-
nology, Tokyo, Japan

On the other hand, model-based transfer learning
methods transfer the transition models and reward
models from the solved RL tasks to new RL tasks. Sim-
ilarly to the value-based transfer, the mapping between
states and actions of the learned RL tasks and the tar-
get RL task is required. However, the requirements
for the mapping are weaker than those in the case of
value-based transfer and, thus, the transfer is also pos-
sible between less similar tasks. The reason is that the
transition model and reward model only depend on a
single transition from the current state whereas the
value function depends on a sequence of rewards (and
thus transitions) starting from the current state. This
difference can be seen from an example of transferring
knowledge from a previous task where the agent is able
to obtain a big positive reward after opening the door
and moving around in the room behind the door. How-
ever, if the new RL task gives a negative reward after
the agent enters the room, the value-based transfer is
not useful, probably even worsening the performance.
On the other hand, model-based transfer could trans-
fer the knowledge that the opening of the door allows
to enter the room and if the agent has already learned
that the room contain negative rewards in the new task
it can infer the negative value of the actions that open
the door and enter that room. In summary, the advan-
tage of model-based transfer over value-based transfer
is in cases where actions in different tasks have similar
results, e.g., the same action opens the door, but the
value of the action is different between the tasks.

A model-based transfer method called was proposed
by Wilson et al. [6] that successfully estimates the
probabilistic prior of tasks. If the model of the new
task is similar to previously encountered tasks, the
data from the previous tasks can be used to estimate
the transition and reward model for the new task.
Thus, the new task can be learned with fewer samples.
A similar approach has also been applied to partially
observable environments [2].

However, these model-based and value-based trans-
fer approaches still require almost full learning of at
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least one initial task. That is “previous tasks”, which
are used in transfer learning of new tasks, should have
been learned with sufficient accuracy. If the tasks have
large state spaces, then the initial learning will require
a huge amount of data, which is not realistic. This
kind of setting where the tasks are ordered is called
transfer learning. In contrast, multitask learning is a
setting where there is no initial task and all tasks are
solved simultaneously. Another issue with the above
reviewed methods is that the advantage of transferring
between large RL tasks is problematic because a good
mapping between them is usually not available.

1.2 Proposed Observational Idea

To tackle the above mentioned problems we propose
a setting where the sharing does not occur between dif-
ferent RL tasks but between different regions (parts)
of the same RL task. This is accomplished by allowing
the agent to access additional observational data about
the regions of state-action space of the RL task. The
usefulness of the observational data is that it identifies
the regions of the task that participate in the multi-
task learning. Moreover, the strength of the sharing
between different regions depends on the similarity of
their observations. The more similar the observations
are, the stronger the sharing is. This kind of obser-
vational data is often available in practice, e.g., in the
form of camera data or sensor measurements.

A motivating example for our observational frame-
work is a mobile robot moving around on a ground,
where there are two types of ground conditions: slip-
pery and non-slippery. The robot knows its current
location and thus, can model the environment using a
standard Markov decision formulation, predicting the
next location from the current location and the move-
ment action (e.g., forward and backward). However, if
the robot has access to additional sensory information
about the ground conditions at each state, it could use
that additional observation to share the data between
similar regions and models of the environment more
efficiently even when only a small amount of transi-
tion data is available. We call this kind of RL setting
Observational RL.

In our observational setting there is no order for solv-
ing the tasks, meaning that all regions are solved simul-
taneously, i.e., as a multitask learning setup. Addition-
ally, since the sharing takes place between regions of
the whole problem, the mapping is essentially between
smaller parts of the problem. Therefore, the problem
of finding a good mapping is often mitigated.

In our proposed setting, the model-based sharing is
more natural than the value-based sharing, as the value
of the states often depends on the global location of
the region, and thus the value of similar regions is not
expected to be same. In the mobile robot example
described above, the probabilities of moving forward

would be similar in locations with similar ground con-
ditions, but the value of going forward in these loca-
tions depends on where the robot makes a transition
to after executing the forward action. For this reason,
from here we only focus on the model-based multitask
learning in the setting of ORL.

1.3 Outline

In the next section we formally introduce the setting
of ordinary RL. The notions of observations and sim-
ilarity will be formalized in Section 3. After that we
propose two methods for solving the Observational RL
problem in Section 4. Their performance is evaluated
experimentally in Section 5. Finally, we conclude in
Section 6.

2 Ordinary RL

The goal of reinforcement learning is to learn optimal
actions in unknown and stochastic environment. The
environment is specified as a Markov Decision Problem
(MDP), which is a state-space-based planning problem
defined by S, PI , A, PT , R and γ. Here S denotes the
set of states, PI(s) defines the initial state probability,
A is the set of actions, and 0 ≤ γ < 1 is the discount
factor. The state transition function PT (s

′|s, a) defines
the conditional probability of the next state s′ given
the current state s and action a. At each step the agent
receives rewards defined by function R(s, a, s′) ∈ R.
The goal of RL is to find a policy π : S → A that

maximizes the expected discounted sum of future re-
wards when the transition probabilities PT and/or the
reward function R is unknown. The discounted sum
of future rewards is

∑∞
t=0 γ

trt, where rt is the reward
received at step t. In this paper we focus on the case
where the transition probabilities are unknown, but
the reward function is known, due to space constraints.
The extension of the proposed methods to an unknown
reward function is straight-forward.

3 Observational RL

In this section we formulate the setting of Observa-
tional RL (ORL). For better understandability, we first
start with a simpler framework that already includes
the main idea. Then, later extend it to a more general
setting.

3.1 Basic Idea

The Observational RL setting extends the ordinary
RL setting by allowing the agent to access additional
observational information about the state-action space.
For the basic case, consider that the agent has obser-
vations about each state 1. This means that for each

1Observations are separated from the state information be-
cause they do not necessarily satisfy the Markov property.
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state s ∈ S the agent has some observation o ∈ O,
where O is the set of observations. Thus, formally the
observational information can be defined as a function
ϕ(s) ∈ O mapping each state to its observation. For
example, in the case of the mobile robot these obser-
vations could be sensor measurements about ground
conditions at each location.

The general idea of ORL is to use these additional
observations for speeding up the learning, thus, requir-
ing fewer samples to find good policies. ORL will be ef-
fective if the states that have similar observations have
similar transition structure. If the transition structure
has nothing in common applying ORL-based methods
will not be able to improve the performance. On the
other hand, if similar observations imply similar transi-
tion structure, then ORL-methods should have strong
advantages.

The current paper focuses on the model-based RL
approach [3], which consists of following two steps:

1. Estimate the transition probabilities PT (s
′|s, a)

using transition data.

2. Find an optimal policy for the estimated tran-
sition model by using a dynamic programming
method, such as value iteration.

More specifically, the transition data consists of, pos-
sibly non-episodic2, samples {(st, at, s′t)}Tt=1, where st
and at correspond to the current state and action of
the t-th transition and s′t is the the next state. Thus,
the idea is to use observational data expressed by ϕ to
have more accurate estimates of the transition proba-
bilities PT .

To take advantage of observational information we
have to require that the agent assumes a common pa-
rameterization for the transition models for all states.
In other words, transition probabilities for all states are
modelled with the same parametric form PT (s

′|s, a;βs)
where βs is the parameter for the transition model for
state s. For example, in the case of discrete MDPs,
we can use a multinomial parameterization. This com-
mon parameterization implicitly defines the mapping
between the actions and next states of different states.
Thus, it is similar to the mappings used in other trans-
fer learning methods discussed in Section 1.1.

Similarly to other transfer learning methods the
choice of mapping (in the case of ORL the choice of
the parameterization) greatly affects the performance.
Use of improper parameterization will negate all ad-
vantages of data sharing and could even worsen the
performance, depending on what method is used for
solving the ORL problem.

Next we formalize the ORL framework that extends
the described basic idea.

2Non-episodic means that there is no requirement that the
next state of the t-th transition sample (i.e., s′t) has to equal to
the starting state of the (t+1)-th transition sample (i.e., sn+1).

3.2 Formulation of ORL

In the previous formulation the observations were
just connected to single states. It is useful to extend
the formulation by connecting the observations to re-
gions (i.e., subsets) of the state-action space S×A. Let
u denote a region an observation is connected to. We
call u an observed region and as it is a subset of state-
action space u ⊂ S × A. Thus, the basic ORL idea
described above was just a special case when u ∈ S.
There are two motivations for this extension. Firstly,
it allows us to work with structural problems where
one observation is connected to several states, e.g., a
manipulation task of various objects by a robotic arm,
where an observation is connected to an object, and
thus to all states involved in the manipulation of that
object. Secondly, this extension means that the obser-
vations are now also connected to actions. This allows
one to have different observations for different actions
and the sharing can depend on actions. For example,
in the mobile robot case the movement actions (for-
ward and backward) could participate in the sharing,
whereas some other actions, such as picking up an ob-
ject, could be left out from the sharing.

Now the observations function ϕ : U → O where U
contains all observed regions. If there are N obser-
vations then, the observational data is {(un, on)}Nn=1

where observation on ∈ O corresponds to region un ⊂
S × A. In this case the set of observed regions is
U = {un}Nn=1.

Additionally, we require that states can belong at
most to a single observed region, this means that
ui ∩ uj = ∅, for i ̸= j. However, there is no require-
ment that all state-action pairs belong to an observed
region. The state-action pairs that do not belong to
any observed region do not benefit from the observa-
tional information. This extension allows the agent to
consider models where all regions of the state-action
space are not equipped with observations or certain
parts of the state space are different, e.g., there is a
maze with corridors and rooms and the agent only has
observations about the rooms.

Next we propose two methods for solving the ORL
problem.

4 Proposed Methods

First of the methods is based on the similarity
idea and the second one comes from the mixture-of-
components multitask learning ideas.

4.1 Similarity-based ORL

The idea of similarity-based ORL method is to add
data from similar tasks directly to the likelihood func-
tion of the models for every observed region. Consider
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the single task estimation of maximum (log) likelihood
for observed region u

β̂u = argmax
βu

∑
(s,a,s′)∈Du

logPT (s
′|s, a;βu), (1)

where Du is a set of transition data from observed re-
gion u. A straight-forward extension of the single task
estimation (1) is to add data from other tasks and
weight them according to the similarity of the other
tasks to the current task at hand. This can be ex-
pressed by

β̂u = argmax
βu

∑
v∈U

∑
(s,a,s′)∈Dv

ku(v) logPT (s
′|s, a;βu),

(2)

where ku(v) ∈ [0, 1] is the similarity of the observed
region v to observed region u. Thus, data from ob-
served regions that have high similarity ku(v) have a
big effect on the estimation of the model of region u.
In the case of a mobile robot, consider the estimation
of the model for a region of slippery states u (e.g., an
icy region). If the similarity function ku assigns high
similarity to other regions of slippery states (e.g., other
icy regions or wet regions) and a low similarity value
for non-slippery states then the similarity-based ORL
method will provide an accurate estimate for βu even
if region u has few or no samples.

A practical option for the similarity function is to
just use the Gaussian kernel between the observations
of the regions, expressed as

ku(v) = exp(−∥ϕ(u)− ϕ(v)∥2/σ2), (3)

where σ is the width of the kernel. This parameter
could be chosen using cross-validation and it controls
how much multitask effect distant tasks have on the
current task at hand.

The only constraint on ku is that it should give value
1 for the region itself, i.e., ku(u) = 1. No other proper-
ties are required. Thus, we also allow non-symmetric
and non-positive definite similarities.

One disadvantage of similarity-based ORL is it suf-
fers from the curse of dimensionality if the observations
are high-dimensional. In this case it means that all
tasks will become dissimilar to each other due to the
high-dimensionality of observations. Therefore, next
we will introduce a more sophisticated method that is
based on mixture-of-components, which uses a proba-
bilistic framework to model the multitasking problem
of ORL and thus could be expected to mitigate the
above mentioned problem.

4.2 Component-based ORL

In this section we introduce a component-based mul-
titask learning method for learning transition probabil-
ities PT (s

′|s, a) for ORL.

Consider again the example of a mobile robot that is
moving along a difficult terrain that has obstacles and
varying ground conditions. The robot knows its loca-
tion and speed at each step. That knowledge allows the
robot to learn the state transition probabilities for each
action. However, if the robot has access to additional
observations about the states (using sensors or a cam-
era), then using such observational information could
allow the robot to estimate the transition probabilities
in fewer samples than by just using robots location and
speed.

Recall that in ORL the agent has access to obser-
vations, i.e., the agent knows function ϕ(u) ∈ O. For
example, for the mobile robot the set of observations
could contain measurements about the ground type
(e.g., gravel or tarmac) or visual information about
the obstacles around a particular location. As already
mentioned, in terms of multitask learning an observed
region u ∈ U is a task and ϕ(u) specifies its features.

Here we introduce the idea of component-based mul-
titask learning where the role of task features is to a
priori determine the component the task belongs to.
Let there be M components, then P (m|ϕ(u)) denotes
the probability that the task u with features ϕ(u) be-
longs to the component m (where m ∈ {1, . . . ,M}).
Let (s, a) be a state-action pair and u ∈ U be such

that (s, a) ∈ u, then the sharing between elements of
U is formulated as a mixture of components for the
transition probability:

PT (s
′|s, a) =

M∑
m=1

PT (s
′|s, a,m)P (m|ϕ(u)), (4)

where PT (s
′|s, a,m) is the transition probability to

state s′ under component m for state-action pair (s, a)
and P (m|ϕ(u)) is the component membership proba-
bility mentioned above. In the example of a mobile
robot, these components would comprise of states that
have similar transition dynamics, e.g., one component
could be a group of states where a certain moving ac-
tion fails due to difficult ground conditions and another
component represents states where the moving action
succeeds.

Given the number of components M and data about
transitions and observations, we want to find the max-
imum likelihood estimate for (4). To do that we first
need to assume a parametric form for its elements. The
parameterized version of (4) is given by

P (s′|s, a, β, α) =
M∑

m=1

P (s′|s, a, βm)P (m|ϕ(u), α), (5)

where βm is the parameter for the transition model of
component m and α is the parameter for component
membership probabilities. The estimates of both of
these parameters will be determined by maximum like-
lihood estimation. It should be noted that any param-
eterization will work as long as its maximum likelihood
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estimation is tractable. The choice of parameterization
for P (m|ϕ(u), α) depends on the type of observations,
O. For discrete observations an option is to use a Naive
Bayes model:

P (m|o, α) = αm,0

K∏
k=1

αm,k,ok , (6)

where o is observation, i.e., o = ϕ(u) = (o1, . . . , oK)T .
Parameter αm,0 controls the overall probability of com-
ponent m and αm,k,ok controls the probability of com-
ponent m for regions whose observation’s k-th dimen-
sion is equal to ok. Since parameters are multiplied
together, the model assumes that each dimension in-
dependently affects the component probability.

For continuous observations following parameteriza-
tion can be used:

P (m|ϕ(u), α) = exp(⟨αm, ϕ(u)⟩)∑
m̄=1 exp(⟨αm̄, ϕ(u)⟩)

, (7)

where ϕ(u) denotes the observation for u, αm ∈ RK ,
i.e., observations are K-dimensional real values, and
⟨·, ·⟩ is inner product. This parameterization corre-
sponds to multi-class logistic regression problem.

Because of its complicated form, the maximum like-
lihood estimate for (5) cannot be found using straight-
forward optimization. A standard approach doing
maximum likelihood estimation on such problems is to
use an EM-based method [1]. To do that we introduce
a latent indicator variable

z ∈ {0, 1}M , (8)

which denotes the true component for u. Thus, only
one of the elements of z is equal to one and all others
are equal to zero. Using z we can rewrite the mixture
(5) as

P (s′, z|s, a, β, α)

=
M∑

m=1

zmP (s′|s, a, βm)P (m|ϕ(u), α) (9)

=
M∏

m=1

[P (s′|s, a, βm)P (m|ϕ(u), α)]zm , (10)

where the summation form is transformed into a prod-
uct form, which allows us to easily handle the log likeli-
hood. This latent variable formulation allows us to use
the EM algorithm for determining a maximum likeli-
hood solution for β and α.

The outline of the EM-method is

1. Start with initial values for parameters β and α.

2. Calculate the posterior probabilities of the latent
variables, given the parameters β and α (E-step).

表 1: KL-divergence of the estimated transition proba-
bilities from the true model, for the slippery grid world
experiment with 2-dimensional observations. For each
method the mean and standard deviation of its KL-
divergence averaged over 50 runs are reported, for dif-
ferent data sizes N = 50, N = 100, N = 150, and
N = 200. Bolded values in each column show methods
whose performance is better than others using t-test
with 0.1% confidence level.

Method N = 50 N = 100

Comp(1) 0.375± 0.065 0.280± 0.023
Comp(2) 0.373± 0.102 0.177± 0.036
Comp(3) 0.422± 0.123 0.235± 0.069
Comp(CV) 0.322± 0.053 0.190± 0.051
Sim(fixed) 0.369± 0.046 0.207± 0.022
Sim(CV) 0.338± 0.028 0.211± 0.023
Single task 1.686± 0.004 1.628± 0.006

(a) N = 50 and N = 100

Method N = 150 N = 200

Comp(1) 0.255± 0.012 0.244± 0.013
Comp(2) 0.117± 0.034 0.080± 0.034
Comp(3) 0.164± 0.051 0.123± 0.045
Comp(CV) 0.127± 0.032 0.094± 0.035
Sim(fixed) 0.153± 0.015 0.125± 0.010
Sim(CV) 0.162± 0.021 0.132± 0.014
Single task 1.576± 0.008 1.526± 0.009

(b) N = 150 and N = 200

3. Find β and α that maximize the expectation of
the regularized data likelihood (M-step).

4. If the solution has converged stop, otherwise go
to step 2.

Due to space restriction we leave out the details of
E-step and M-step and only present the conclusions.
E-step can be performed analytically by just applying
the Bayes law. The M-step for transition models can
be performed analytically for discrete and Gaussian
models and M-step for observation-based component
membership parameter α can be effectively computed
by convex optimization based methods.

We follow standard approach for implementing the
EM method. This includes using several restarts to the
EM procedure to avoid local optima and using cross-
validation to choose the number of components (M).

5 Experimental Results

In this section we present experimental results from
two simulated domains: grid world with slippery
ground conditions.

5.1 Slippery Grid World

We conducted experiments on a mobile robot task
with discrete state and action space. The size of the
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state space of the grid world is 15 × 15 and there are
4 movement actions: left, right, up and down. There
are two types of states, one type is slippery, where
all movement actions fail with probability 0.8, keeping
the robot at the same spot and the other type is non-
slippery having probability of failure 0.15. The goal
of the agent is to reach the goal state from the initial
state. An example of the grid world is shown in Figure
1. The goal of the robot is to reach the goal state
denoted with “G” starting from bottom left state “S”.
White squares are non-slippery and colored squares are
slippery states. If the robot moves at the edge squares
it receives a negative reward of −1 and is reset to the
starting state. The robot receives reward +1 when it
reaches goal state, after which it is again reset to the
initial position. Other states do not give any reward.

The observations about each state are two-
dimensional real values of sensor measurements. The
first dimension shows the measurement of the depth
of the water layer covering the ground at that loca-
tion and the second dimension the amount of loose
gravel. Both measurements are noisy and for the
experiments are generated randomly from two Gaus-
sian distributions, one for slippery states and another
for non-slippery states. The two Gaussians are quite
separated, as can be seen from Figure 2.

The average performance over 50 runs for the
component-based and the similarity-based ORL meth-
ods is reported in Table 1. The table reports average
KL-divergence values of the estimated transition prob-
abilities from the true transition probabilities. Meth-
ods named ‘Comp(n)’ are component-based methods
with n components. Thus, ‘Comp(1)’ actually just
merges all observed regions as a unified task. The re-
sults in Table 1 use transition data that is collected uni-
formly over the state and action space, this allows us
to compare the pure performance of different methods
without the side effects of non-uniform data collect-
ing policy. Secondly, in this experiment the methods
used manually-chosen parameters to show the perfor-
mance of the methods without the problem of choos-
ing optimal parameters. For component-based meth-
ods, ‘Comp(2)’ and ‘Comp(3)’, we manually chose the
regularization parameter of the logistic regression to
be 10−3. For similarity-based method ‘Sim(fixed)’ the
Gaussian kernel with a fixed width σ = 2.5 was used.
The single task method that does not use observations
and ‘Comp(1)’ do not have any extra parameters.

Table 1 also reports the performance of methods
using cross-validation(CV) for the choice of the pa-
rameters. The ‘Comp(CV)’ is the component-based
ORL that uses 5-fold CV to choose the regulariza-
tion parameter for logistic regression from the set
{10−3, 10−1, 100} and the number of components. Sim-
ilarly, ‘Sim(CV)’ is the similarity-based ORL that uses
5-fold CV to choose the optimal width for the Gaussian
kernel from the set {1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 10.0}.
Firstly, we can use the performance of the unified

図 1: Mobile robot in a grid-world with slippery and
non-slippery states. Robot starts from an initial state
at bottom left denoted with “S” and has to reach the
goal state “G”.

task (‘Comp(1)’) as a good comparison point in Ta-
ble 1, because unifying all tasks is not expected to
provide good results when a large number of samples
are available. All ORL methods outperform the ‘Sin-
gle task’ implying that the use of data sharing in this
case is valuable, even with just 50 samples. As ex-
pected the component-based method using 2 compo-
nents ‘Comp(2)’ is performing the best overall with
100 or more samples. The performance of ‘Comp(3)’
and ‘Sim(fixed)’ is slightly worse than ‘Comp(2)’, but
still clearly outperforming the unified task and single
task methods, validating their usefulness in this exper-
iment.

Also, as seen from Table 1 the cross-validation ver-
sion of component-based method ‘Comp(CV)’ is per-
forming almost as well as the best fixed parameter ver-
sion. Actually in the case N = 50 the CV method is
outperforming the fixed methods, because the regular-
ization that was used in the fixed cases (10−3) is too
small, resulting in poor performance of the EM-based
method, if only 50 samples are available. The effect
of the regularization of logistic regression is depicted
in Figure 3(a) for sample sizes 100 and 200. For both
sample sizes if the regularization is not too big the
component-based ORL has good performance.

Similarly, the ‘Sim(CV)’ method is very close to the
fixed width case and the performance of similarity-
based ORL is not very sensitive to the chosen Gaus-
sian widths unless a too small width is chosen as seen
from Figure 3(b). These results suggest that CV can
be used for tuning the parameters of component-based
and similarity-based ORL.

Table 2 shows the value of the policies that were
found from the transition probabilities learned by dif-
ferent methods. The two ORL methods have simi-
lar performance and obtain significantly higher value
than unified task (‘Comp(1)’) and single task. They
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図 2: Distribution of observations for non-slippery
(blue circles) and slippery (green crosses) states. The
horizontal axis displays the measured water level and
the vertical axis displays the measured amount of loose
gravel for each state.
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(b) Dependence of similarity-based ORL on Gaus-
sian width.

図 3: Average KL-divergence from the true distribu-
tion in slippery grid world tasks with two-dimensional
observations for sample sizes N = 100 and N = 200.
The averages and standard deviations were calculated
from 50 runs.

are quite close to the value of optimal policy, which is
0.799 in this task. The good performance of ‘Comp(1)’
is explained be the fact that in their nature the slippery
and non-slippery states are similar, because all 4 ac-
tions result in similar outcomes, just the probabilities
of these outcomes differ.

表 2: Value of the the policy found by using the es-
timated transition probabilities, for the slippery grid
world experiment with 2-dimensional observations.
For each method the mean and standard deviation of
its value averaged over 50 runs are reported, for dif-
ferent data sizes N = 50, N = 100, N = 150, and
N = 200. Bolded values in each column show methods
whose performance is better than others using t-test
with 0.1% confidence level.

Method N = 50 N = 100

Comp(CV) 0.716± 0.054 0.746± 0.023
Sim(CV) 0.715± 0.036 0.749± 0.021
Comp(1) 0.638± 0.009 0.649± 0.006
Single task −0.503± 0.117 −0.370± 0.179

(a) N = 50 and N = 100

Method N = 150 N = 200

Comp(CV) 0.754± 0.016 0.757± 0.018
Sim(CV) 0.756± 0.005 0.757± 0.004
Comp(1) 0.652± 0.002 0.651± 0.001
Single task −0.237± 0.196 −0.102± 0.179

(b) N = 150 and N = 200

5.2 Grid World with High-dimensional
Observations

We also tested the grid world example width high di-
mensional observations. Now the observations were 10-
dimensional. The first two dimensions were exactly the
same as before, containing useful information about
the states as depicted in Figure 2. The new 8 dimen-
sions did not contain any information, i.e., the obser-
vations for slippery and non-slippery states were gen-
erated from the same distribution, which was a single
8-dimensional Gaussian with zero mean and identity
covariance.

The results of high-dimensional grid world experi-
ments for component-based and similarity-based ORL
methods with CV are shown in Table 3. The sets of
model parameters used by CV are the same as in the
previous experiment. For comparison the results for
‘Comp(1)’ and ‘Single task’, are also presented in the
table and as they do not use observations, we just re-
port again their performance from the previous exper-
iment.

Comparing Table 3 to Table 1 shows that the per-
formance of both ORL methods is degraded compared
to the problem with low-dimensional observation. As
expected, the performance of the similarity-based ap-
proach, ‘Sim(CV)’, has worsened more than the perfor-
mance of the component-based approach, ‘Comp(CV)’.
The similarity-based approach just slightly outper-
forms the unified task ‘Comp(1)’ for sample sizes
N = 150 and N = 200. Although component-based
ORL also has weaker performance compared to the
low-dimensional observation case, it is performing still
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表 3: KL-divergence of the estimated transition prob-
ability from the true model, for the slippery grid world
experiment with 10-dimensional observations. For
each method the mean and standard deviation of its
KL-divergence averaged over 50 runs are reported, for
different data sizes N = 50, N = 100, N = 150, and
N = 200. Bolded values in each column show methods
whose performance is better than others using t-test
with 0.1% confidence level.

Method N = 50 N = 100

Comp(CV) 0.395± 0.085 0.248± 0.044
Sim(CV) 0.398± 0.047 0.285± 0.014
Comp(1) 0.375± 0.065 0.280± 0.023
Single task 1.686± 0.004 1.628± 0.006

(a) N = 50 and N = 100

Method N = 150 N = 200

Comp(CV) 0.190± 0.054 0.140± 0.039
Sim(CV) 0.244± 0.014 0.222± 0.012
Comp(1) 0.255± 0.012 0.244± 0.013
Single task 1.576± 0.008 1.526± 0.009

(b) N = 150 and N = 200

表 4: Value of the the policy found by using the es-
timated transition probabilities, for the slippery grid
world experiment with 10-dimensional observations.
For each method the mean and standard deviation of
its value averaged over 50 runs are reported, for dif-
ferent data sizes N = 50, N = 100, N = 150, and
N = 200. Bolded values in each column show methods
whose performance is better than others using t-test
with 0.1% confidence level.

Method N = 50 N = 100

Comp(CV) 0.648± 0.101 0.699± 0.048
Sim(CV) 0.659± 0.014 0.667± 0.020
Comp(1) 0.639± 0.011 0.649± 0.005
Single task −0.508± 0.121 −0.380± 0.177

(a) N = 50 and N = 100

Method N = 150 N = 200

Comp(CV) 0.724± 0.043 0.740± 0.027
Sim(CV) 0.705± 0.033 0.727± 0.024
Comp(1) 0.652± 0.002 0.651± 0.001
Single task −0.279± 0.192 −0.135± 0.201

(b) N = 150 and N = 200

rather well and clearly outperforms other methods for
N = 150 and N = 200.

Table 4 shows the value of the policies that were
found from the transition probabilities learned by dif-
ferent methods for high-dimensional observations case.
As expected, compared to the case of low-dimensional
observations (see Table 2) both ORL methods have
weaker performance. The component-based method
slightly outperforms similarity-based method, signifi-
cantly only for N = 100. This suggests that although

the KL-error of the similarity-based method is much
higher than the component-based method, it still cap-
tures useful structure in the transition probabilities re-
sulting in almost similar performance in the grid world
task.

In summary, both ORL methods show good perfor-
mance in the grid world task and the curse of dimen-
sionality has mild effect on their performance.

6 Conclusions

The results of the grid world task show that the pro-
posed ORL framework is suitable in cases useful obser-
vations are available about the state-action space. The
two proposed method were shown to effectively employ
the additional observations to speed up the learning of
the transition probabilities.

Our next step is to apply the proposed methods to a
more challenging task of object lifting by robotic arm
where the robot has observations about the objects.
Additionally, our future work is to investigate the re-
lationship of ORL to the studies of Bayesian RL and
Partially Observable MDP (POMDP).
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Matching between Piecewise Similar Curve Images
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Abstract: Matching between curve images in two dimensions is frequently performed in shape

analysis. We concentrate on a specific but meaningful deformation of curve images defined by a

piecewise similar relation. We present a curve matching algorithm for dealing with the deformation,

together with a way of sampling points from each curve image. Our algorithm is unique in that

it considers not only matching between curve images, but also sampling points. Using several

experiments, we explain how to implement the algorithm for digital images of line drawings, and

show that it is effective even when the number of sample points is relatively small.

Keywords: shape analysis, curve matching, line drawing recognition

1 Introduction
Matching between curve images in two dimensions is of-

ten performed in shape analysis for digital image process-

ing, line drawing interpretation, and character handwrit-

ing recognition. A curve image is represented as a set of

points. The number of points in the set can be very large,

and hence, to reduce the computational cost of process-

ing the image, a curve image is usually re-parameterized

as a reduced set of sampled points [1–7]. In this case,

curve matching involves finding correspondences between

the sampled points of two curve images. Shape analysis

relies on these correspondences.

A number of curve (or shape) matching algorithms have

been proposed [1–9]. The difference between these algo-

rithms lies in their choice of matching cost function (MCF)

for matching curve images. The MCF for curve images

is used to quantify dissimilarities between the images by

exploiting some of their geometric attributes. Almost all

the MCFs used in the curve matching algorithms are de-

signed to be somewhat effective for certain kinds of de-

formations. However, which MCF to select for a particu-

lar application of curve matching remains a puzzle, since

the MCFs are neither optimal nor have theoretical guaran-

tees for all the kinds of deformations with respect to curve

matching. Although the MCFs will be practically meaning-

ful, here we are not concerned with considering certain of
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the kinds of deformations concurrently. In this paper, we

concentrate on a specific but meaningful deformation de-

fined by a piecewise similar relation. We present a curve

matching algorithm with a novel MCF, together with a way

of sampling points from each curve image. Unlike most

algorithms with sample points, such as [1–6, 10], our algo-

rithm is also unique in that it considers not only matching

between curve images, but also sampling points. The al-

gorithm has an asymptotic guarantee for finding correspon-

dences from the sample points of a curve image to those

of a piecewise similar deformation thereof. The guaran-

tee will act as a useful guide in judging whether or not the

algorithm is appropriate for an application. Using several

experiments, we explain concretely how to implement the

algorithm for digital images, and show that it is effective

even when the number of sample points is relatively small.

The organization of this paper is as follows. We introduce

the piecewise similar relation, and formulate curve match-

ing in Section 2. We describe our curve matching algorithm

in Section 3. The experimental results of the algorithm are

shown in Section 4. We conclude with a summary in Sec-

tion 5.

2 Preliminaries
Let Z be the integers and R the real numbers. The non-

negative and positive elements in Z are denoted by Z
+
0 and

Z
+, respectively. For any i, j ∈ Z, Z

j
i denotes the integers

from i to j. The nonnegative and positive elements in R

are denoted by R
+
0 and R

+, respectively. � (·) represents

the number of elements in a finite set, and ‖ · ‖ denotes the
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norm of a vector in Euclidean space.

2.1 Piecewise Similar Relation

We define a curve, curve segment, and piecewise regular

curve to introduce a similarity of curve images.

Definition 1 (Curve). Let I = [a, b] ⊂ R be a closed in-

terval, where a < b. A plane curve is a continuous map

CI : I → R
2, with

CI(t) � (xI(t), yI(t)). (1)

When a time-parameter t ∈ I increases from a to b, we

obtain the directed trajectory of CI(t),

CI(I) � {CI(t) | t ∈ I } , (2)

where the ordering of points in the curve image CI(I) pre-

serves that of t in I , that is, for all t, t′ ∈ I where t < t′,
CI(t) precedes CI (t′) in CI(I). The curve image which is

an ordered set of points with respect to t is simply called an

image. A plane curve CI that

1. is twice differentiable on (a, b) ⊂ I , and

2. satisfies dCI(t)/dt �= 0 for all t ∈ (a, b),

is said to be regular, and its image is called a regular image.

Definition 2 (Curve Segment). For any interval [a, b] ⊆ I ,

the segment of curve CI with respect to [a, b] is described

as a continuous map CI |[a, b] : [a, b] → R
2. The image of

a segment is also called an image.

Definition 3 (Piecewise Regular Curve). Let CI be a curve

for any I = [a, b]. If there exists a partition of I ,

a = k0 < k1 < · · · < kN−1 < kN = b, (3)

such that

1. N is a finite integer, and

2. segment CI |[ki, ki+1] is regular for all i ∈ Z
N−1
0 ,

then CI is called a piecewise regular curve and CI(I) is

called a piecewise regular image.

The total length of a piecewise regular image is calcu-

lated as the sum of all the segment image lengths.

Definition 4 (Image Set). The set of piecewise regular im-

ages with positive length is denoted as S.

When an image is uniformly magnified or reduced, the

resulting image is similar to the original image in the fol-

lowing sense.

Definition 5 (Similarity). Let CI(I) and C ′
J (J) be any im-

ages in S. If there exist a map ζ : CI(I) → C ′
J (J) and a

constant λ ∈ R
+ such that, for all c1, c2 ∈ CI(I),

‖ ζ(c1) − ζ(c2) ‖ = λ ‖ c1 − c2 ‖ , (4)

then CI(I) and C ′
J(J) are similar images and we write

CI(I) ∼ C ′
J (J).

Similarity plays an important role in human recognition

of images, because similar images appear to have the same

shape, even though they may differ in scale. For example,

a small image of the letter “S” and a large image thereof

are recognized as the same letter. Analogous to similarity

is piecewise similarity according to Definition 6. It plays

the same role as similarity in human recognition.

Definition 6 (Piecewise Similarity). Let CI(I) and C ′
J (J)

be images in S, where I = [a, b] and J = [a′, b′]. If there

exist partitions of I and J ,

a = k0 < k1 < · · · < kN−1 < kN = b, (5)

a′ = l0 < l1 < · · · < lN−1 < lN = b′, (6)

such that

1. N is a finite integer,

2. for all i ∈ Z
N−1
0 , CI |[ki, ki+1] ([ki, ki+1]) and

C ′
J |[li, li+1] ([li, li+1]) are regular images in S, and

3. for all i ∈ Z
N−1
0 ,

CI |[ki, ki+1] ([ki, ki+1]) ∼ C ′
J |[li, li+1] ([li, li+1]) ,

(7)

then CI(I) and C ′
J(J) are piecewise similar and we write

CI(I) P∼ C ′
J (J). The points CI(k0), . . . , CI(kN ) are called

segment endpoints on CI(I).

Example 1 (Piecewise Similarity). On the left in Fig. 1

is an image of the letter “S”. In the center of the figure,

the original image has been deformed by uniformly making

the upper part of the letter smaller, while on the right, the

image has been further deformed by uniformly making the

lower part larger. Accordingly, these images are piecewise

similar to each other and can be recognized by humans as

representing the same letter “S”.
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Fig. 1: Piecewise similar deformation of images.

Most of the raw data available from a database of shapes,

line drawings, and characters are not drawn to scale. If

some of the raw data in the same classes have a similar

relation, it is relatively easy to make them the same size

by preprocessing and then to find the correspondences be-

tween them. However, we have rarely seen such data in

practice. Most of the data have a piecewise similar relation,

since they appear to represent the same shape. In general, it

is difficult to find correspondences between them. Accord-

ingly, in this paper, we concentrate on the piecewise similar

deformation of images.

2.2 Curve Matching

A curve image is often re-parameterized as a reduced set

of sampled points. This is described with Definitions 7 and

8.

Definition 7 (Sample Points). For any interval I = [a, b]
and any N ∈ Z

+, let

γN (I) �
{{ t0, t1, . . . , tN−1, tN } ∈ IN+1

| a = t0 < t1 < · · · < tN−1 < tN = b} . (8)

For any sequence TN = { t0, . . . , tN } ∈ γN (I),

CI(TN ) �
{

CI(ti) ∈ CI(I)
∣∣ i ∈ Z

N
0

}
, (9)

are called the sample points of CI(I). The ordering of the

sample points in CI(TN ) preserves the ordering of ti ∈ I .

Definition 8 (Re-parameterization). We define

ΓN (CI(I)) �
{

CI(TN ) ∈ CI(I)N+1 |TN ∈ γN (I)
}

.

(10)

For any sequence TN = { t0, . . . , tN } ∈ γN (I), the sam-

ple points on the image are simply denoted as

PN � CI(TN ). (11)

For all i ∈ Z
N
0 , the i-th element of PN is denoted by

pi � CI(ti), (12)

and the components of the i-th element are expressed as

(xi, yi) � pi. (13)

For all i ∈ Z
N−1
0 , the finite difference at pi is defined as

Δpi = (Δxi,Δyi) , (14)

� (xi+1 − xi, yi+1 − yi) . (15)

For all i ∈ Z
N−2
0 , the second-order finite difference at pi is

expressed as

Δ2pi =
(
Δ2xi,Δ2yi

)
, (16)

� (Δxi+1 − Δxi,Δyi+1 − Δyi) . (17)

For all i ∈ Z
N−1
0 , the unit tangent and unit normal vectors

at pi are defined as

e
(1)
PN

(pi) �
(

Δxi

‖Δpi ‖ ,
Δyi

‖Δpi ‖
)

, (18)

e
(2)
PN

(pi) �
(
− Δyi

‖Δpi ‖ ,
Δxi

‖Δpi ‖
)

, (19)

respectively. For all i ∈ Z
N−2
0 , the curvature at pi is de-

fined as

κPN
(pi) � ΔxiΔ2yi − Δ2xiΔyi

‖Δpi ‖3 . (20)

For simplicity, an image CI(I) is denoted by C. Also, we

sometimes describe the unit vectors using angles.

Definition 9 (Angle). Let C be an image in S. For any

PN ∈ ΓN (C), we define θPN
such that for all i ∈ Z

N−1
0 ,

the unit tangent and unit normal vectors at pi ∈ PN are

e
(1)
PN

(pi) = (cos θPN
(pi), sin θPN

(pi)) , (21)

e
(2)
PN

(pi) = (− sin θPN
(pi), cos θPN

(pi)) . (22)

For all i ∈ Z
N−1
0 , the finite difference at pi is defined as

ΔθPN
(pi) � θPN

(pi+1) − θPN
(pi). (23)

Now, curve matching is formulated using sample points.

Definition 10 (Curve Matching). Let C and C′ be images

in S. We say that C matches C′ with PN ∈ ΓN (C) and

QM ∈ ΓM (C′), respectively, if there is a correspondence

from each element in PN to an element in QM . A corre-

spondence is represented by a many-to-one map f : Z
N
0 →

Z
M
0 that satisfies the following two conditions:

1. f(0) = 0 and f(N) = M , and
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Fig. 2: Matching map f .

2. f(i) ≤ f(i + 1) for all i ∈ Z
N−1
0 ,

where f(i) = j denotes the correspondence from pi ∈ PN

to qj ∈ QM . This is called a matching map.

Example 2 (Matching Map). Fig. 2 illustrates a matching

map. Let C and C′ denote the upper and lower curve images

in Fig. 2, respectively. The points on the curve images rep-

resent the sample points on the images. The arrows depict

correspondences from the sample points on C to those on

C′, which are expressed as f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 2,

and f(3) = 3.

3 Curve Matching Algorithm
We start with a definition for equipartition sample points.

Definition 11 (Equipartition Sample Points). Let C be an

image in S. Let pi denote the i-th element of PN ∈ ΓN (C).
If for all i ∈ Z

N−1
0 , the finite difference at pi satisfies

‖Δpi ‖ = rN > 0, (24)

then PN is referred to as the equipartition sample points on

C. For any N ∈ Z
+, the set of such sample points on C is

simply denoted as

Γ∗
N (C) �

{
PN ∈ CN+1

∣∣ ‖Δpi ‖ = rN , i ∈ Z
N−1
0

}
.

(25)

Note that rN depends only on N , and not on i. The

following curvature-based measure plays an important role

in quantifying the difference between images in terms of

piecewise similarity.

Definition 12 (Curvature-based Measure). Let C be an im-

age in S. Let C ⊆ C denote a part of the image in S. For

any PN ∈ ΓN (C), the measure αPN
: S → R is defined as

αPN
(C) �

∑
pi∈C∩PN , i∈Z

N−2
0

κPN
(pi), (26)

where κPN
is the curvature defined in (20).

C

C

p0 p1

p2

pN−2

pN−1

pN

Fig. 3: Part of an image and sample points.

Example 3 (Curvature-based Measure). Fig. 3 depicts a

part C of an image C and sample points PN according to

Definition 12. In this case, because

C ∩ PN = { p2, . . . , pN−2 } , (27)

the measure αPN
(C) is calculated as

αPN
(C) = κPN

(p2) + · · · + κPN
(pN−2). (28)

We introduce a convenient notation to indicate a part of

an image together with its sample points.

Definition 13 (Image with Sample Points). Let C be an im-

age in S. For any pi and pi′ in PN ∈ ΓN (C), C |[pi, pi′ ]
denotes a part of C such that

1. it exists in S,

2. it contains all sample points between pi and pi′ , but

does not include the other elements of PN .

We should note that C |[pi, pi] contains a single sample

point pi, but its length is positive because it is in S, and that

for all images with the same sample points, the curvature-

based measure gives the same value.

Example 4 (Image with Sample Points). The part C of C in

Fig. 3 can be expressed as C |[p2, pN−2] .

Definition 14 (Dissimilarity Measure). Let C and C′ be im-

ages in S. Let C ⊆ C and C′ ⊆ C′ denote their parts in S.

For any PN ∈ ΓN (C) and QM ∈ ΓM (C′), their dissimi-

larity measure μPN ,QM
: S × S → R

+
0 is defined as

μPN ,QM

(C, C′) �
∣∣αPN

(C) − αQM

(C′)∣∣ . (29)

It is simple to compute the dissimilarity measure, since it

requires only the curvatures. The dissimilarity measure is

invariant for all translations, reflections, and rotations, since

the curvatures in αPN
and αQM

are invariant for these. Us-

ing the dissimilarity measure, we describe an MCF that

computes the cost of obtaining correspondences from the

sample points of one image to those of another.
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Definition 15 (Matching Cost Function). Let C and C′ be

images in S. For any N, M ∈ Z
+, let PN ∈ ΓN (C) and

QM ∈ ΓM (C′) denote the respective sample points. For

any matching map f : Z
N
0 → Z

M
0 , let

If �
N⋃

i=0

{
min

i′∈If (i)
i′

}
, If �

N⋃
i=0

{
max

i′∈If (i)
i′

}
,

(30)

where for all i ∈ Z
N
0 ,

If (i) �
{

i′ ∈ Z
N
0 | f(i) = f (i′)

}
. (31)

Since �
(If

)
= �

(If

)
holds, let L = �

(If

)
= �

(If

)
.

For all n ∈ Z
L−1
0 , let in and in be the (n + 1)-th smallest

elements in If and If , respectively. Given a matching map

f : Z
N
0 → Z

M
0 , the matching cost function (MCF) for C and

C′ under PN and QM is described as

dPN ,QM
(C, C′ | f) �

L−1∑
n=0

μPN ,QM

(C ∣∣[pin
, pin

]
, C′ ∣∣[qjn−1+1, qjn

])
, (32)

where index jn is defined as

jn �

⎧⎨
⎩
−1, if n = −1,

f
(
in

)
, otherwise.

(33)

The best matching maps are described as

f∗ � argmin
f

dPN ,QM
(C, C′ | f) . (34)

Example 5 (Matching Cost Function). Consider the match-

ing map f given in Example 2. According to (31), we have

If (0) = { 0, 1 }, If (1) = { 0, 1 }, If (2) = { 2 } and

If (3) = { 3 }. Hence, If = { 0, 2, 3 } and If = { 1, 2, 3 }.

The matching cost for the matching map f is written as

dP3,Q3 (C, C′ | f) = μP3,Q3 (C |[p0, p1] , C′ |[q0, q0] )

+ μP3,Q3 (C |[p2, p2] , C′ |[q1, q2] )

+ μP3,Q3 (C |[p3, p3] , C′ |[q3, q3] ) . (35)

We now describe our algorithm incorporating the MCF.

Algorithm 1 (Curve Matching). Perform the steps given

below.

1. Extract sample points PN and QM from images C
and C′, respectively, such that constraints 1a, 1b, and

1c given below hold:

(a) PN = { p0, . . . , pN } ∈ Γ∗
N (C),

(b) QM = { q0, . . . , qM } ∈ Γ∗
M (C′), and

(c) for any ε ∈ R
+, there exist N0 ∈ Z

+ and M0 ∈
Z

+ such that for all i ∈ Z
N−1
0 , all j ∈ Z

M−1
0 ,

all N ≥ N0 and all M ≥ M0,∣∣∣∣ 1
‖Δpi ‖ − 1

‖Δqj ‖
∣∣∣∣ < ε. (36)

2. Using PN and QM obtained in the previous step, find

the best matching maps f∗ that give the minimum

cost, using a search algorithm.

3. Express correspondences from PN to QM , according

to f∗.

Although the MCF is simple, it is sufficient for our al-

gorithm to find correspondences between piecewise similar

curve images as shown in Theorem 1 and Corollary 1.

Theorem 1. Let C and C′ be images in S. Let C ⊆ C
and C′ ⊆ C′ denote the respective parts which are regular

images in S. If

1. C ∼ C′,

2. sample points PN and QM are extracted from C and

C′, respectively, such that they satisfy constraints 1a,

1b, and 1c of the algorithm, and

3. N and M go to infinity such that for all i ∈ Z
N−1
0 ,

lim
N, M→∞

∣∣∣∣∣
νPN

(C) − νQM

(C′)
‖Δpi ‖

∣∣∣∣∣ = 0, (37)

where pi denotes the i-th point of PN , and νPN
:

S → R is defined by

νPN
(C) �

∑
pi∈C∩PN , i∈Z

N−2
0

ΔθPN
(pi), (38)

then

lim
N, M→∞

μPN ,QM

(C, C′) = 0. (39)

The proof sketch is given in [11]. This theorem states

that there is an asymptotic guarantee for coping with par-

tially similar deformations of images under the constraints,

because if two image parts are similar, then their dissimilar-

ity measure tends asymptotically to zero. The dissimilarity

measure confirms whether or not images can be similar by

verifying the equation in (39).

From Theorem 1, we readily obtain an asymptotic guar-

antee of the algorithm in Corollary 1. Interestingly, the al-

gorithm finds the matching maps that give the minimum

cost without knowing the segment endpoints or the scale of

piecewise similar images in advance.
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Corollary 1. Let C and C′ be any images in S. If C P∼
C′, then the algorithm finds a matching map for which the

matching cost from C to C′ tends to zero as N → ∞ and

M → ∞.

Proof. From Theorem 1, because C P∼ C′, there exists a

matching map f : Z
N
0 → Z

M
0 for which the matching cost

described in (32) tends to zero as N → ∞ and M → ∞.

Hence, the minimum cost given by f∗ tends to zero as N →
∞ and M → ∞.

Recall that
P∼ denotes the piecewise similar relation (see

Definition 6). Proposition 1 implies that we can simplify

constraint 1c of the algorithm when images are digitized.

Proposition 1. Let C and C′ be images in S. Let pi and

qj be the i-th and j-th sample points of PN ∈ ΓN (C) and

QM ∈ ΓM (C′), respectively. If for all i ∈ Z
N−1
0 and all

j ∈ Z
M−1
0 ,

1. ‖Δpi ‖ ≥ 1 and ‖Δqj ‖ ≥ 1, and

2. for a given ε ∈ R
+,

|‖Δpi ‖ − ‖Δqj ‖| < ε, (40)

then (36) holds.

The proof is routine. Note that digital images embedded

in the pixel points of
(
Z

+
0

)2
always satisfy the first con-

dition of Proposition 1 if the same pixel point is not sam-

pled more than once. In this case, Proposition 1 indicates

that minimizing |‖Δpi ‖ − ‖Δqj ‖| is sufficient to mini-

mize |1/ ‖Δpi ‖ − 1/ ‖Δqj ‖|. For the same reason, we do

not need to take care the third condition (37) of Theorem 1

in implementation when images are digitized.

4 Experiments
In this section, we show experimental results of the al-

gorithm to explain concretely how the algorithm is imple-

mented for digital images. This is because digital images

are embedded in the pixel points of
(
Z

+
0

)2
, but not R

2 [12].

Line Drawing Images We have implemented the algo-

rithm for digital images of line drawings, examples of which

are shown in Figs. 4 and 5. The images in the figures were

drawn by hand with a pen on a touch panel1. Hence, they

1A drawing software is available at http://www.prl.info.hiroshima-
cu.ac.jp/˜kiwata/panel/.

are affected by hand oscillation and are a little distorted.

Each example consists of three images of the same class.

The center and right images in each example have been

drawn so as to be piecewise similar to the left image. In

Fig. 4, the center image has been deformed by uniformly

reducing the upper part of the left image, while the right

image has been further deformed by uniformly magnifying

the lower part. The example shown in Fig. 5 is much more

complicated in shape. In Fig. 5, the center image has been

deformed by uniformly reducing the middle part of the left

image, while the right image has been deformed by uni-

formly magnifying the starting spiral part of the left image.

The left image in each example is called the query image.

The center and right images, which are deformations of the

query image, are called database images. For each of the

examples, we use our algorithm to obtain correspondences

from the sample points of the query image to those of a

database image.

In this section, let C be the query image and C′ a database

image. These digital images are expressed as

C =
{

c0, . . . , cN−1

}
, C′ =

{
c′0, . . . , c

′
M−1

}
, (41)

where cn and c′m denote the n-th and m-th elements of C
and C′ in the pixel points, respectively, and N and M de-

note the number of elements in C and C′, respectively. For

all n ∈ Z
N−1
0 , the length of a subset of a digital image C is

given by

σn (C) =
n−1∑
n′=0

‖ cn′ − cn′+1 ‖ , (42)

where σ0 (C) = 0.

Implementation of Step 1 According to Proposition 1,

we replace (36) with (40) in implementing step 1 of the

algorithm. This results in the following procedure. For

any N ≤ N − 1, when segmenting a query image C with

equipartition sample points PN on C, the i-th equipartition

sample point pi of PN is the ni-th point cni of C such that

for all i ∈ Z
N
0 ,

ni = argmin
n∈Z

N−1
0

∣∣∣∣ σn (C)
σN−1 (C)

− i

N

∣∣∣∣ . (43)

Thus, we extract N + 1 equipartition sample points from

C. In this case, because of constraint 1c rewritten as (40),

the number of equipartition sample points QM on the other

image C′ is meant to be

M = argmin
z∈Z+

∣∣∣∣ z

N
− σM−1 (C′)

σN−1 (C)

∣∣∣∣ . (44)
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Then, QM is obtained from C′ in the same way. Thus, we

obtain PN and QM which approximately satisfy the con-

straints in step 1 of the algorithm.

Implementation of Step 2 In step 2 of the algorithm,

there appear to be some matching maps with the same cost,

because the curvatures at pN−1 and pN are ignored in (26).

This would ordinarily be a problem for relatively small val-

ues of N . However, to avoid such a problem, we use instead

αPN
(C) �

∑
pi∈C∩PN , i∈Z

N
0

κPN
(pi), (45)

in computing the curvature-based measure in (32). Here the

curvatures at pN−1 and pN are computed additionally using

the pseudo finite differences,

ΔpN =
1
3

(2ΔpN−1 + ΔpN−2) , (46)

ΔpN+1 =
1
5

(4ΔpN−1 + ΔpN−2) . (47)

The second-order finite difference in (17) can be defined

additionally for i = N −1, N using these finite differences.

Results We set N = 24 in all the examples. This means

that there are 25 equipartition sample points on the query

image in each example. Recall that the number of equipar-

tition sample points on each database image is determined

according to (44) when N is given. The resulting corre-

spondences obtained by the algorithm are shown in Figs. 4

and 5. In cases where there were several best matchings

providing the minimum cost, we have shown only one of

these. In the figures, an x on the image represents an equipar-

tition sample point. In each example, the sample points on

the query image are labeled with successive numbers from

0 to 24. The numbering of sample points on the database

images indicates correspondences from sample points with

the same numbers on the query image. For example, the

sample point labeled 0 in Fig. 4(a) corresponds to the sam-

ple points labeled 0 in Figs. 4(b) and 4(c). Unnumbered

sample points on a database image have no correspondence

from sample points on the query image. The figures confirm

that the algorithm consistently provides correct correspon-

dences from the sample points on a query image to those on

an almost piecewise similar database image. It is somewhat

surprising that correct correspondences are given even for

such complicated images as in Fig. 5. The results also sug-

gest that the algorithm performs well even with a relatively

small number of sample points.
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Fig. 4: Best matching map from the query image “S 1” to

the database images “S 2” and “S 3”.
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Fig. 5: Best matching map from the query image “G-clef

1” to the database images “G-clef 2” and “G-clef 3”.

Next, we examine the effect of the constraints of the al-

gorithm. Instead of using equipartition sample points, we

employed sample points randomly extracted from the re-

spective images in executing the algorithm. Clearly, such

samples points do not adhere to the constraints. The results

of the correspondences on the same example of images as

Fig. 4 are shown in Fig. 6. In the figure, an x on an im-

age denotes a randomly extracted sample point. Compar-

ing Figs. 4 and 6, we confirm that the algorithm failed to

find the correct correspondences. It follows that the con-

straints provide an outstanding method for using sampling

points in the algorithm. Thus, it is effective to consider both

sampling points and matching.

5 Conclusion
We explained that our algorithm gives the best matchings

between piecewise similar images without knowing the seg-

ment endpoints or the scale of the images in advance. The

most important use for the best matchings is as a founda-

tion for shape analysis. It may be necessary to select a few
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Fig. 6: Best matching map from the query image “S 1” to

the database images “S 2” and “S 3” using randomly ex-

tracted sample points.

of the best matchings according to application dependent

properties. For example, in character handwriting recog-

nition, we sometimes need to select matchings by examin-

ing the difference between left and right derivatives at each

segment endpoint, because not all piecewise similar images

represent the same character. However, even in such a case,

the algorithm is still effective in retrieving a possible small

set of correspondences before embarking on more accurate

matching.

In this paper, we discussed a piecewise deformation given

by a similarity relation. We presented a curve matching

algorithm for coping with the deformation of images, to-

gether with a way of distributing sample points on the re-

spective images. We confirmed through several experimen-

tal results that the algorithm is effective even with a rela-

tively small number of sample points.
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� はじめに
時系列パターンの識別手法 !"# として，動的計画法

（$%）を用いたマッチング法 !&# や，'����� (�	 �

(����（'((）を用いた手法 !)#等が提案されている．

これら従来の手法では，パターン全体をいわば一つの特

徴ベクトルと考え，一括して識別を行っている．

これに対し，本論文では，パターンの各サンプル点ご

とに認識すなわちクラスラベルの決定を行い，最終的に

クラスラベル数の多数決によってクラスを確定する手法

（以下，多数決型アルゴリズムと呼ぶ）を提案する．多

数決型アルゴリズムでは，一部のサンプル点において標

準パターンとの間に予期せぬ差異が発生したとしても，

それが全体に与える悪影響をその差異の大きさに因らず

"��*� は総サンプル点数+ に抑えられるという利点が

ある．さらに，例えば文献 !,#のように，冒頭数点の時

点で認識結果を与たいような問題設定 *いわゆる早期認

識+との相性もよい．

多数決型アルゴリズムを単純に実現するには，学習パ
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ターン（以下，全て同じサンプル点数 � とする）の各

サンプル点における特徴量を収集し，それらの識別器を

標準パターンとの最短距離法等の適当な方法を用いて構

成すればよい．ただし単純に各サンプル点で完全に独立

した識別を行ってクラスラベルを割り当てると，パター

ンの局所的な変動などにより，幾つかのサンプル点にお

いて散発的に不正解ラベルが割り当てられ，結果的に全

体としても誤認識となる恐れがある．

そこで本手法では，散発的な誤認識を抑制するために，

特定のサンプル点同士をできるだけ同じクラスにラベリ

ングするという相互制約を導入する．具体的には，複数

のサンプル点対について，それらのクラスラベルが異な

る場合にペナルティを与え，できるだけ同じクラスにラ

ベリングするという制約を設ける．このペナルティによ

り，パターン上でのクラスラベルの変化が小さくなるた

め，以下これを平滑化項と呼ぶ．

本手法では，各サンプル点における識別器の出力（識

別コスト）と平滑化項の和が最小となるクラスラベルの

割り当て方を求める．クラスラベルの割り当て方は &�

通り存在し，従って総サンプル点数 � に対し指数関数

的に増加する．そのため，ラベルの割り当て方を全通り

計算し，その中から最適なものを選ぶという方法は，現

実には不可能である．

そこで本論文は，最適なラベル割り当て方をグラフの

最小切断 *グラフカット+!-# に帰着させて解く．グラフ
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図 ". 多数決型アルゴリズムによる認識

カットは大局的最適化法の一種であり，画像修復 !/
 0#，

領域分割 !1#，物体認識 !2#等に多く利用されている．グ

ラフカットを用いることにより，総サンプル点数� に

対して多項式時間でのラベル割り当てが可能となる．本

手法が扱う問題は，パターンの各サンプル点に &つのク

ラスラベルのうちのどちらかを割り当てる問題であり，

本質的には図3地ラベルの割り当てを行うセグメンテー

ション問題の一種と捉えることもできる．従って，グラ

フカットとの相性はよい．

本論文の構成は以下の通りである．&節では時系列パ

ターンの多数決型アルゴリズムによる認識および平滑化

項について述べる．)節ではグラフカットを用いた高速

解法について述べる．,節では平滑化項の学習について

述べる．-節では時系列パターン認識の一種であるオン

ライン文字認識を実験タスクとして，実験および考察を

述べる．/節では結論を述べる．

� 多数決型アルゴリズム

��� 多数決型アルゴリズムによる認識

多数決型アルゴリズムでは，"節で述べたようにサン

プル点ごとに &クラス識別を行う．総サンプル点数を�

とすると，� 個の識別器が存在することとなる．図 "

に � 4 )の場合についてその概要を示す．同図は便宜

上各サンプル点の特徴量を " 次元すなわちスカラー値

��*� 4 "� &� )+で表現している．同図では，ある入力パ

ターンに対し，第 "，&，)サンプル点の識別器がそれぞ

れクラス "，5，" を返している．従って多数決処理によ

れば，この入力パターンはクラス "として識別される．

この各サンプル点におけるクラスラベル割り当ては，

次のようにエネルギー最小問題として見ることができる．

すなわち，第 � サンプル点 *� 4 "� � � � � �+におけるク

ラスラベルを�� � �5� "�，識別器の出力（識別コスト）

を ��*��+とすると�，最適クラスラベル割り当て問題は

次式のエネルギー �*�+を割り当て� 4 *��� � � � � ��+

�正確には ��-�� ���. と表記すべきであるが，��-��. と略記す
る．

について最小化する問題と考えることができる．

�*�+ 4
��
���

��*��+ *"+

識別コスト ��*��+ としては任意のものを用いてよい．

例えば標準パターンとのユークリッド距離や，学習パ

ターン分布を基準としたマハラノビス距離が考えられ

る．なお，上式において，�� と �� *	 �4 �+の間に特

定の関係はないので，�*�+を最小化する�は，各サン

プル点 �において完全に独立に求められる．

��� 平滑化項の導入

以上で述べた手法では，各サンプル点で独立した識別

を行うために，パターンの局所的な変形などにより，幾

つかのサンプル点において散発的に誤認識が発生し，結

果的に全体としても誤認識となる恐れがある．例として

6/7と 627の &クラス識別を考える．これらは冒頭部

が類似しているために，その部分では散発的な誤認識が

不可避である．さらにその上，後半部に局所的な位置ず

れが生じてしまうと，パターン全体として多くのサンプ

ル点で誤認識が発生することになり，結果的に誤認識と

なってしまう．

そこで，本手法では，例えば隣接するサンプル点はで

きるだけ同じクラスラベルを選ぶといった相互制約を設

けることを考える．この制約を実現するには，サンプル

点間のラベルが異なった場合にペナルティ（平滑化項）

を加えるようにすればよい．平滑化項により，各サンプ

ル点におけるクラスラベルの選ばれやすさを制御する

ことができ， より高精度な識別が可能になると期待さ

れる．

サンプル点 	と � 間の平滑化項を 
��*��� ��+とす

ると，式 *"+のエネルギーは次式のように拡張される．

�*�+ 4
��
���

��*��+ 8
�

�������


��*��� ��+ *&+

ここで，� は &点対を表す集合で，*	� �+ � � のとき 	

と �間に平滑化項が存在している．また，平滑化項につ

いて以下の仮定を置いている．


��*��� ��+

�
4 5 �� �� 4 ��

� 5 ����	����
*)+

すなわち，平滑化項は正の値であり，&サンプル点のク

ラスラベルが同じであれば値は零である．なお上式では

�� �4 �� の場合に 
��*��� ��+が具体的にはどのよう

な非負値を持つかについては規定していない．この値

は，各応用において自由に定めればよく，例えばすべて
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図 &. 多数決型アルゴリズムによる識別境界 *� 4 &+．

*�+ 平滑化項なし，*�+ 
��*5� "+ � 5� 
��*"� 5+ 4 5，*�+ 
��*5� "+ 4 5� 
��*"� 5+ � 5，

*�+ 
��*5� "+ � 5� 
��*"� 5+ � 5， *�+ 
��*5� "+ 4 
��*"� 5+ 4�．

*�+

*�+

*�+

図 ). 多数決型アルゴリズムによる識別境界 *� 4 )+．それぞれ )視点から表示．

*�+ 
��*��� ��+ � 5，*�+ 
��*��� ��+ 4正定数，*�+ 
��*��� ��+ 4 	� �の組で異なる正定数．

の *	� �+の組について一定値でも良いし，何らかの学習

法によりそれぞれの *	� �+について適切な値に定めても

よい．

各サンプル点に割り当てられるラベルは &つに１つで

あるため，パターン全体としての割り当ては &� 通り存

在する．式 *&+の最小化問題は，これら &� 通りのラベ

ルの割り当て方のうち，�*�+が最小となるものを探索

する問題となる．総当り探索は簡単であるが，� の増

加を考えると現実的ではない．特にこの探索処理は事前

に実施しておけばよいものではなく，入力パターンが与

えられる毎に実施する必要があるために，この膨大な計

算量は致命的である．以下 )節においては，より洗練さ
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れた技法を用いれば，この探索に要する計算量を多項式

オーダーに抑えられることを示す．

��� 平滑化項の影響

以下，識別境界に与える平滑化項の影響について，� 4

&および )というサンプル点数が少ない場合を用いて，

より実際的に検証する．まず総サンプル点数� 4 &の場

合の識別境界は図 &のようになる．ここで，各サンプル

点 � 4 "� &における認識には各サンプル点毎の最短距離

法を想定している．具体的には，クラス 5の標準パター

ンを *&-� &-+�，クラス "の標準パターンを *0-� 0-+� と

し，入力パターン *��� ��+
� に対する識別コスト ��*��+

を以下のようにユークリッド距離で定義している．

��*5+ 4 *�� � &-+�� ��*"+ 4 *�� � 0-+�

図 & *�+は平滑化項なしの場合の識別境界である．本

手法では各サンプル点毎すなわち各軸毎の最短距離識別

を行うため，このように「田」の字型の識別境界となる．

なお，識別結果が �� �4 �� となっている領域 *左上お

よび右下の領域+は，何かしらのタイブレイクによって，

最終的な識別結果を決定する必要がある．

重要なのは同図 *�+�*�+に示した平滑化項を導入した場

合の結果である．具体的には，これらより，平滑化項を大

きくすることで異なるクラスラベルが割り当てられる領

域が減少し，同じクラスラベルが割り当てられやすくなっ

ていることがわかる．極端に 
��*5� "+ 4 
��*"� 5+ 4�

とした *�+の場合，�*�+を最小化するためは，式 *)+の

等号条件を満たす他無く，すなわち�� 4 �� を満たす

他無く，識別境界は対角線となる．

次に総サンプル点数 � を )とした場合の識別境界を

図 )に示す．この場合の識別コスト ��*��+も� 4 &と

同様である．ただし，� 4 &の場合と異なり，多数決の

タイブレークが無いために，&クラスの識別面を表示し

ている．同図 *�+は平滑化項なしの場合，*�+ は平滑化

項がすべて同じ非負値の場合，*�+ はすべて異なる非負

値の場合である．平滑化項により &点間に相互制約が設

けられ，識別境界が変化していることがわかる．すなわ

ち，単純な多数決戦略 *�+に比べると，平滑化項を調整

すれば，*�+のように実に多様な識別境界を構成できる

ことがわかる．

以上をまとめると，サンプル点間に平滑化項を導入す

るということは，そもそも識別結果においてそれらのク

ラスラベルをなるべく同じにするという直接的な動機に

基づくものであったが，実際には，そうした識別結果が

得られやすいように識別面を操作していることに他なら

ない．実際，図 & *�+ が示すように，全てのサンプル点

図 ,. グラフカットによる時系列パターンのためのグ

ラフ

対に無限大の平滑化項を導入すれば，�*�+の最適化の

結果は�� 4 � � � 4 �� 4 � � � 4 �� � �5� "�となる場合

しか許さない識別面のみが得られる．

注意すべきは，図 )*�+
*�+の例において，平滑化項は

全ての &点対に導入されており，従って隣接していないサ

ンプル点間，すなわち 
��*��� ��+ および 
��*��� ��+

にも導入されている点である．このことは，時間的に連

続していない &サンプル点間についても，なるべく同じ

クラスラベルを持つように制約することができることを

意味している．従って，例えばパターンと始点と終点が

同じクラスになるように制約を課したり，時間的な近傍

性ではなく各点の特徴ベクトルの類似性に基づいて制約

を課するなど，多彩な制御が可能である．ただしいずれ

の場合も，結局は上述のように識別面を制御しているこ

とに帰着する．

� グラフカットによる解法
式 *&+ のエネルギー �*�+ を最小化することを考え

る．先述のとおり，クラスラベルの割り当て方は，総サ

ンプル点数� に対して &� 通り存在するため，総当り

的な素朴な方式では膨大な計算時間を要する．ところ

で，式 *&+の平滑化項が ���������	���と呼ばれる条件


��*5� 5+ 8 
��*"� "+ 	 　 
��*5� "+ 8 
��*"� 5+ を満た

す場合には，グラフカットによって � に対する多項式

時間で大局的最適解を得られることが知られており !-#，

式 *)+はこの条件を満たすため，本手法ではグラフカッ

トを用いる．

式 *&+のエネルギーの最小化のために，まず図 ,に示

す有向グラフ 4 *���+を準備する．ここで � は頂点

の集合であり，� 
 � � � は辺の集合である．グラフ

は，� 個のサンプル点それぞれに対応した頂点 �と，

それらに加え &頂点 �，�を持つ．頂点 � のそれぞれに

ついて，�から �への辺と �から �への辺を作る．これ

は式 *&+の識別コストに対応するものである．また，頂
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図 -. *�+ 入力パターン，*�+ 平滑化項が存在する点対 *実線+，および *�+ 対応するグラフ

点間にも辺を作る．これは式 *&+の平滑化項に対応する

ものである．そして辺 *�� �+� *�� �+� *	� �+ に，重みをそ

れぞれ ��*"+� ��*5+� 
��*5� "+として付与する．

便宜上，図 ,において平滑化項に対応する辺は，隣接

サンプル点間にのみ作られている．実際には，&�)節で

も述べたように，任意のサンプル点間に存在してもよい．

こうして，より一般化された場合のグラフの例を図 -に

示す．時間的に離れたサンプル点間に平滑化項を与える

ことで識別面の多様な制御が行えることは前述の通りで

ある．

最適ラベル割り当ての問題すなわち�*�+の最小化問

題は，グラフに対するグラフカットアルゴリズムによ

り解ける．グラフカットでは，� � �，� � �，� 4 ���，

�� 4 �を満たすように，グラフの頂点集合 � を �

と � に分割 *いわゆる切断+する．関数 �*�+の最小化問

題は，こうした切断のうちで最小切断を求める問題に帰

着し，その結果，最大流最小切断定理に基づくグラフカッ

トアルゴリズムにより多項式時間で解ける !-
 "5
 ""#．

ここでその詳細は略する．グラフの切断の結果に応じて，

サンプル点 � に対し，それに対応する の頂点 � が �

側ならば 5，�側ならば "のラベルを割り当てる．この

結果は全てのラベル割り当ての中で最適であることが保

証される．

切断とクラスラベルの例を図 /に示す．図 / におい

て，グラフの切断を破線で，切断される辺を太線で示し

ている．下部の数はその上の頂点に割り当てられたクラ

スラベルである．本手法では，最適割り当てされたラベ

ルの多数決により，入力パターンのクラスを決定する．

今回の問題に対して，グラフカットアルゴリズムの利

用はむしろ必然的である．総当り法はナンセンスにして

も，従来より時系列パターンの最適ラベリングすなわち

セグメンテーションの問題に利用されてきた $% !&#も

本問題には適用できない．これは時間的に離れたサンプ

ル点間に平滑化項が入っており，目的関数 �*�+の最適

化が単純マルコフ的性質を満たす多段決定過程に分解

できないためである．無理に$%で解こうとすれば，高

次マルコフ決定過程を扱うことになり，最悪の場合ほと

んど総当り法と変わらない計算量が必要となる．グラフ

カットは，基本的に &クラス最適ラベリング法であり，

多クラス最適ラベリングを容易に実現できる点では $%

に及ばないものの，&クラスでよい場合は変数間の制約

に対する自由度が極めて高いために，非常に有用であ

る．この優位性は，時系列パターンから画像のような空

間的広がりを持ったパターンを扱う場合に絶対的なもの

となる．

� 平滑化項の学習法
以上の議論で強調してきたように，平滑化項 
��*���

��+は本手法において極めて重要な要素であり，その値

は対象とする問題に応じて適切に設定される必要があ

る．これまでに，平滑化項を学習データから学習する方

法 !/
 0
 2#が提案されているが，一般的な手法は確立さ

れていない．そこで本節では，平滑化項の単純な学習法

を与える．

この学習法の基本的な考え方は以下の通りである．あ

る学習パターンについて本手法を用いて最適クラスラ

ベル割り当てならびに多数決認識を行ったとする．その

結果，ある & 点 *	� �+ に異なるクラスラベルが割り当

てられ，かつ認識結果が誤りであったとする．このよう

な場合，それら & 点 *	� �+ には同じクラスラベルを割

り当てたほうがよいと考え，平滑化項 
��*5� "+および


��*"� 5+の値を増加させる．また，ある &点 *	�� ��+に

異なるクラスラベルが割り当てられているものの，正し

い認識結果が得られているとする．この場合，その &点

は必ずしも同じクラスラベルを割り当てる必要はないと

考え，平滑化項 
��*5� "+および 
��*"� 5+の値を減少さ

せる．

この平滑化項学習法を図0にまとめる．ただし同図で

平滑化項とは 
��*5� "+および 
��*"� 5+を指し，常に 5
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図 /. グラフの切断と割り当てられるクラスラベル

"� 初期値として，*	� �+ が隣接サンプル点であれ

ば，その平滑化項を非負定数 
�に初期化し，そ

うでなければ零とする．

&� すべての学習パターンに対し最適ラベル割り当

てならびに多数決認識を行う．

)� 各 *	� �+について

・*	� �+が切断されており，認識結果は正しい

・*	� �+が切断されており，認識結果は誤り

となった学習パターン数 ��� �� を求める．

,� 各 *	� �+について

・�� � �� の場合，平滑化項を��．

・�� � �� の場合，平滑化項を8�．

-� 誤認識数の変化がなくなるまで，もしくは一定

回数繰り返し．

図 0. 平滑化項の学習アルゴリズム

に固定されている
��*5� 5+および
��*"� "+は含めない．

また平滑化項の値は，負にはならないように制約されて

いるものとする．この単純な学習過程では誤認識の単調

減少性を保証できないため，反復のうちで誤認識数が最

小となったターンの平滑化項の値を学習結果とする．初

期値 
� については経験的に与えている．

� オンライン文字の認識実験

��� 実験条件

以上で述べた多数決型アルゴリズムによる時系列パ

ターンの認識法の効果を検証するために，オンライン文

字に対する &クラス認識実験を行った．実験に使用した

データは 9���� :������� $���� の 5�2のオンライン文

字データである．学習用に各数字 055サンプル，テスト

用に各数字 )55サンプルを用いた．クラス 657�627のう

ちの &つからなる組合せは全部で ,-通り存在する．前

処理として一画化，正規化を施し，また総サンプル数�

が ,2になるようリサンプリングを行った．点数� を奇

数としたのは，多数決におけるタイブレークを避けるた

めである．各サンプル点での識別には学習パターンの分

布によるマハラノビス距離を用いた．

��� 実験結果

,節で述べた手法を用いて平滑化項の学習を行い，学習

した平滑化項を用いて認識実験を行った．,-組全部の認

識に要した時間，すなわち )55*サンプル+�&*クラス+�

,-*対+ 4 &�0� "5�回のラベル割り当て処理に要した時

間は，民生用 %;を用いて )5�以下であった．従ってグ

ラフカットアルゴリズム "回あたりはおよそ "��であ

り，十分高速と言える．

平滑化項の学習結果を図 1に示す．図 1は，平滑化項

が非零である &点の組をプロットしたものである．すな

わち，
��*5� "+ � 5であることを意味している．学習

の結果，多くの &点間で平滑化項が非零であるクラス対

と，平滑化項が隣接サンプル点間以外で零となるクラス

対が見られた．図 1には，前者の代表としてクラス対

6/7�627を，後者の代表としてクラス対 6-7�617を示し

ている．

認識実験の結果を表 "に示す．同表より，学習により

多くの平滑化項が非零であるクラス対6/7�627では認識

率が向上している．平滑化項が隣接サンプル点間以外で

零であるクラス対 6-7�617では，認識率の大きな変化は

見られない．また，図 2に平滑化項が隣接サンプル点間

のみの場合と学習により最適化された場合の各クラス対

における認識率を示す．横軸は隣接サンプル点間のみの

場合の認識率，縦軸は学習により最適化された場合の認

識率を示しており，よって点が左上に寄るほど学習の効

果があることを示している．同図より，いくつかのクラ

ス対について，学習による認識率の向上が見られる．こ

うした結果が得られた理由については，次節 -�)で考察

する．

全体平均では平滑化項により認識率の向上が見られ

る．特に単純多数決 *平滑化項なし+ ならびに，従来の

マッチング型識別 *平滑化項無限大+に比べ，平滑化項を

学習により最適化した場合の結果が優位であることは，

平滑化項を導入した多数決型アルゴリズムの有用性を示

している．

��� 考察

平滑化項により認識率が向上した理由について，クラ

ス対 6/7�627から考察する．図 1*�+より，平滑化項が

非零であるのは，隣接サンプル点間を除くと後半のサン

プル点間である．クラス対 6/7�627の認識の例を図 "5

に示す．同図では，正解ラベルが割り当てられたサンプ
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表 ". オンライン文字の認識率 !<#

平滑化項 なし 隣接点のみ 学習によ

*一定値+ *無限大+ り最適化

6/7�627 25�& 2-�1 2,�& 20�1

6-7�617 2,�) 20�- 20�- 20�-

全体平均 2"�/ 2)�1 2)�2 2,�)

 0

 10

 20

 30

 40

 0  10  20  30  40

v

uu
 0

 10

 20

 30

 40

 0  10  20  30  40

v

uu
*�+ 6/7�627 *�+ 6-7�617

図 1. 学習後に平滑化項が非零となったサンプル点対

ル点を緑丸で，不正解ラベルが割り当てられたサンプル

点を赤丸で示している．同図 *�+は平滑化項なしの場合，

*�+は学習により平滑化項を最適化した場合である．*�+

において，平滑化項が非零であるサンプル点間を青線で

結んでいる．

平滑化項が非零である後半のサンプル点において，ク

ラス 6/7と 627の形状は大きく異なる．そのため後半の

サンプル点において分布が大きく異なり，認識が容易で

あると考えられる．図 "5 *�+より，平滑化項が非零であ

る後半のサンプル点では，不正解ラベルが割り当てられ

たサンプル点より正解ラベルが割り当てられたサンプル

点のほうが多い．認識が容易であるサンプル点間に平滑

化項を導入することで，図 "5 *�+のように正解ラベル

がより多く割り当てられると考えられる．また，前半部

分においては，形状が類似しているため不正解ラベルが

多く割り当てられている．このような部分では平滑化項

は隣接サンプル点間以外零となっている．

以上をまとめると，次の &点が言える．

"� 形状が明らかに異なり混同しにくい部分について

は，もともと正解しているサンプル点が優勢であ

ると考えられるので，積極的に平滑化を行うこと

で，その部分に散在するであろう不正解部分を削

減できる．

&� 形状が類似し混同しやすい部分については，無理

にクラスラベルを統一してしまうと，場合によっ

ては不正解を増やしてしまう可能性がある．その

ため，混同しやすい部分については，積極的に平
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図 2. 平滑化項の学習の有無による各クラス対の認識率

の比較

*�+ *�+

図 "5. クラス対 6/7�627の認識の例．*�+ 平滑化項な

しの場合．*�+ 学習により最適化した平滑化項を用いた

場合．

滑化を行うことはしない．

次に，クラス対 6-7�617のように，平滑化項が隣接サ

ンプル点間以外で零のままであり，結果的に認識率が向

上しなかった場合の理由について考察する．表 "の結果

より，クラス対 6-7�617は平滑化項が隣接サンプル点間

のみの場合でも高い認識率である．図 0のアルゴリズム

より明らかなように，平滑化項が増加するのは誤認識が

多く，識別が困難な場合である．よって，平滑化項が隣

接サンプル点間のみでも元々認識率が高ければ，学習に

よって平滑化項は増加しない．一方，表 "からもわかる

ように，平滑化項なしの場合より隣接サンプル点間に平

滑化項を導入した場合 *初期化後の状態+のほうが認識

率が高い．そのため，隣接サンプル点間の平滑化項は減

少しない．以上を要するに，学習によって平滑化項の増

減はなく，その結果，認識率も初期化後の状態すなわち

隣接サンプル点間のみに平滑化項を入れた場合と比べて

改善も改悪もなかった．
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� まとめと今後の課題
時系列パターンの認識のために，多数決型アルゴリズ

ムを提案した．これは各サンプル点において &クラス識

別すなわちクラスラベルの決定を行い，最終的にクラス

ラベル数の多数決により認識を行う手法である．サンプ

ル点間に平滑化項を導入することにより，任意のサンプ

ル点対をできるだけ同じクラスにラベリングするという

制約を設けた．この平滑化項の値を操作することは，識

別面を操作することに相当することを，簡単な例を通し

て確認した．

多数決を行うに前に，各サンプル点へのクラスラベル

割り当ての最適化を行う必要があるが，割り当ての可能

性は総サンプル点数に対し指数関数的に増加するため，

素朴な総当り的な最適化は用いることができない．そこ

で，グラフカットアルゴリズムを導入し，非常に高速に

大局的最適解が求まる手法を提案した．本手法の有効性

を検証するため，オンライン文字データを対象として認

識実験を行い有効性を確認した．

今後の課題として，第一に，平滑化項の学習法の検討

が挙げられる．最急降下法のように，誤認識が減少する

方向へ平滑化項を更新するといった手法が考えられる．

第二に，時系列パターンのような "次元的なパターンの

みではなく，画像のような &次元的なパターンに適用す

ることが挙げられる．この場合，画像セグメンテーショ

ンの問題を一種の認識と捉えていることになる．実際そ

うした試みは既に多数なされているが，平滑化項をどの

ように設定すれば&クラスの差別化が図れるかといった，

識別面構成の視点からの研究については，検討の余地が

あると考えている．第三に，多クラスの同時識別がある

が，これはグラフカットアルゴリズムの改良版を参照す

れば実現できるだろう．第四に，時間伸縮への対応とい

う興味深い課題が残されている．この場合，従来では主

として動的計画法が扱ってきた最適点対応 *最適時間伸

縮+の問題と，今回グラフカットで対処した最適ラベル

割り当ての問題が混在することになり，それらをどのよ

うに解くのか，特に統一的に解けるのかについて，今後

検討が必要と思われる．
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変分ベイズ法における確定的アニーリングと
ハイパーパラメータの部分最適化について

On Deterministic Annealing and Partial Optimization of

Hyperparameters for Variational Bayes Algorithm

永田賢二∗

Kenji Nagata

片平健太郎†

Kentaro Katahira

岡ノ谷一夫‡

Kazuo Okanoya

岡田真人§

Masato Okada

Abstract: Variational Bayes (VB) algorithm is widely used as an approximation method
of Bayesian learning. In a recent study, the deterministic annealing VB algorithm has been
proposed to overcome the local optimal problem. In this study, we propose a new deter-
ministic annealing method and a partial optimization method of hyperparameter for VB
algorithm by introducing two types of temperature parameters to variational free energy.
We also apply the proposed methods to Gaussian mixture model to show the effectiveness
of the proposed methods.

Keywords: Variational Bayes algorithm, Determinisitc Annealing, Optimization of Hy-
perparameter, Gaussian Mixture Model

1 まえがき
混合正規分布や隠れマルコフモデルなどの，階層構

造をもつ確率モデルにおいて，ベイズ学習が，最尤推定

法や事後確率最大化法よりも，汎化性能に優れること

が知られている [11]．ベイズ学習を計算する際に，複雑
な多重積分を計算することが必要になり，この操作の困

難さから，様々な近似手法が提案されている．その中で

も，変分ベイズ (VB)法は，Expectation Maximization
(EM)アルゴリズムと同様の反復計算により事後分布に
ついての積分計算ができ，その計算量の少なさから，広

く用いられている [1]．また，理論的にも，確率的複雑

∗東京大学　大学院新領域創成科学研究科, 〒 277-8561 千葉県柏
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さの漸近挙動を解析することで，VB法がベイズ学習の
良い近似を与えることが明らかにされている [10]．
しかしながら，VB法のアルゴリズムは勾配型である

ため，得られた解が局所最適解にトラップされてしまう

といった問題がある．この問題に対して，変分ベイズ法

における確定的アニーリングや量子アニーリングが提案

され，その有効性が確認されている [5][8]．これらの手
法では，最適化の対象となる事後分布に温度パラメータ

を導入し，温度を用いてアニーリングスケジュールを制

御することで局所最適解の問題に対処している．

一方で，事後分布への温度パラメータの導入について

は，変分ベイズ法に限らず，様々な応用で用いられてい

る．事後分布は尤度関数と事前分布の積により構成さ

れているため，部分的に温度パラメータを導入するアプ

ローチが提案されている．その一例として，Haraらは，
LDPC符号における復号のダイナミクスを観測する際
に，事前確率に温度パラメータを導入することで交換モ

ンテカルロ法を実装している [3]．また，ベイズ学習に
おいて周辺尤度を計算する際に，事後分布の尤度関数の

部分にのみ温度パラメータを導入する方法が提案されて

いる [6]．
そこで本研究では，変分ベイズ法において，尤度関数

と事前分布の２つの項にそれぞれ温度パラメータを導入
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し，その枠組みから，事前分布のハイパーパラメータの

部分最適化を組み合わせた確定的アニーリング法を提案

する．また，それらの有効性を混合正規分布モデルに適

用することで，実験的に検証する．

2 ベイズ学習
観測されたデータ集合をXn = {x1, · · · , xn}とし，そ
れらを生成している確率分布を推定するために，モデル

パラメータ θ をもつ確率モデル p(x|θ)を考える．ベイ
ズ学習では，データ集合Xnが与えられたもとでのパラ

メータ θの分布をあらわすベイズ事後分布を次式により

導入する．

p(θ|Xn) =
1

Z(Xn)
p(Xn|θ)ϕ(θ) (1)

ここで，p(Xn|θ)は尤度関数，ϕ(θ)はモデルパラメータ
の事前分布であり，Z(Xn)は規格化定数である．この
ベイズ事後分布を用いて，学習モデル p(x|θ)を期待値
計算することにより予測分布を構成し，データを生成し

ている真の確率分布を推定する．すなわち，

p(x|Xn) =
∫

p(x|θ)p(θ|Xn)dθ (2)

近年，ベイズ学習において，学習の性質を解明するた

めの理論的研究が精力的に行われ，その結果，ベイズ学

習は，最尤推定法やMAP推定法に比べ，汎化能力に優
れることが明らかにされている [11]．しかしながら，一
般にベイズ事後分布が複雑になってしまい，予測分布の

期待値計算が容易に実行できないといった問題があるた

め，様々なベイズ学習の近似手法が考案されている．そ

の一つが変分ベイズ法であり，少ない計算量で実行でき

ることで広く応用されている．

3 変分ベイズ法
観測データ集合Xnに対応して，潜在変数の集合Y n =

{y1, · · · , yn} を導入し，それに合わせて確率モデルを
p(x, y|θ) とする．変分ベイズ法では，潜在変数とパラ
メータの同時事後分布 p(Y n, θ|Xn)を以下の変分事後分
布 q(Y n, θ)で近似することを考える．

q(Y n, θ) = Q(Y n)r(θ) (3)

近似の際の評価関数として，変分事後分布 q(Y n, θ)と
事後分布 p(Y n, θ|Xn)との間のカルバック情報量

D(q||p) =
∑
Y n

∫
q(Y n, θ) log

q(Y n, θ)
p(Y n, θ|Xn)

dθ (4)

を考え，これを最小にする変分事後分布を見つけるこ

とが目的となる．式 (4) は，カルバック情報量の性質

D(q||p) ≥ 0と，ベイズ事後分布の式 (1)を同時事後分
布 p(Y n, θ|Xn)に拡張したものを考えることで，以下の
不等式が導かれる．

− log Z(Xn) ≤
∑
Y n

∫
q(Y n, θ) log q(Y n, θ)dθ

−
∑
Y n

∫
q(Y n, θ) log p(Xn, Y n, θ)dθ

≡ F (q) (5)

ここで，
∑

Y n は潜在変数 Y n の全ての出方についての

和を表す．上の不等式において，左辺は変分事後分布

q(Y n, θ) には依存しないため，右辺の変分自由エネル
ギー F (q)をQ(Y n)と r(θ)について最小化することが，
最良の変分事後分布を求めることと等価になる．Q(Y n)
についての最小化をVB-Eステップ，r(θ)についての最
小化を VB-Mステップと呼ぶ．それぞれのステップに
おける更新式は，以下の式 (6)，(7)で表される．

Q(Y n) ∝ exp 〈log p(Xn, Y n|θ)〉r(θ) (6)

r(θ) ∝ ϕ(θ) exp 〈log p(Xn, Y n|θ)〉Q(Y n) (7)

ここで，〈·〉r(θ)，〈·〉Q(Y n) はそれぞれ，確率分布 r(θ)，
Q(Y n)での期待値を表す．これらの更新則は，別の分
布での期待値計算を含んでいるために，アルゴリズムと

して反復計算を必要とする．その操作はEMアルゴリズ
ムのそれと類似しており，EMアルゴリズムと同様に少
ない演算量で実行可能であるといった利点が知られてい

る．しかしながら，勾配型のアルゴリズムであるゆえ，

局所解の問題もある．この問題に対して，変分ベイズ法

における確定的アニーリングが考案されている．確定的

アニーリングでは，ベイズ事後分布に対して下記のよう

に逆温度パラメータ β を導入することにより構成され

ている．

p(Y n, θ|Xn, β) ∝ {p(Xn, Y n|θ)ϕ(θ)}β (8)

4 提案手法
前節で説明したように，従来のアニーリングでは，温

度パラメータを事後分布全体に作用させることにより

提案されていた．本研究では，尤度関数と事前分布それ

ぞれに温度パラメータを導入する枠組みを提案する．ま

た，その枠組みから，変分ベイズ法におけるハイパーパ

ラメータの部分最適化を組み込んだ改良型の確定的ア

ニーリング法を提案する．

まずはじめに，ベイズ事後分布に２つの逆温度パラ

メータ β1，β2 を導入した事後分布を考える．

p(Y n, θ|Xn, β1, β2) ∝ p(Xn, Y n|θ)β1ϕ(θ)β2 (9)
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この事後分布に対して，第３節と同様の解析を行うこと

で，以下の変分自由エネルギーを導出することができる．

Fβ1,β2(q) =
∑
Y n

∫
q(Y n, θ) log q(Y n, θ)dθ

−β1

∑
Y n

∫
q(Y n, θ) log p(Xn, Y n|θ)dθ

−β2

∫
r(θ) log ϕ(θ)dθ (10)

また，この変分自由エネルギー Fβ1,β2(q)の最小化を考
えることで，VB-Eステップ，VB-Mステップでの更新
式を，以下のように導出できる．

Q(Y n) ∝ exp 〈β1 log p(Xn, Y n|θ)〉r(θ)

r(θ) ∝ ϕ(θ)β2 exp 〈β1 log p(Xn, Y n|θ)〉Q(Y n)

これらの式は，β1 = 1.0，β2 = 1.0のときに，従来の変
分ベイズ法の更新式と同じになる．

変分ベイズ法では，変分自由エネルギー F (q)が収束
するまで，EステップとMステップを交互に繰り返す
ことで，F (q)を最小化する．本研究で提案する手法で
は，目的関数として温度パラメータ付き変分自由エネル

ギー Fβ1,β2(q)を適用しアニーリングを制御するための
β1, β2に関するループを付加することでアルゴリズムを

構成することが出来る．

従来の確定的アニーリング付きの変分ベイズ法では，

β1 = β2 = β とした上で，一変数の温度パラメータを

制御することで構成していた．本研究で提案する手法で

は，β1，β2 を別々に制御するように構成する．そのア

ルゴリズムを以下に示す．

[提案アルゴリズム]

1. β1，β2 の初期値を設定する．

2. パラメータについての変分事後分布 r(θ)のハイパー
パラメータを初期化する．

3. 以下の VB-EMステップを収束するまで繰り返す.
VB-Eステップ:

Q(Y n) ∝ exp 〈β1 log p(Xn, Y n|θ)〉r(θ)

VB-Mステップ:

r(θ) ∝ ϕ(θ)β2 exp 〈β1 log p(Xn, Y n|θ)〉Q(Y n)

4. β1 を増加させる．

5. β1 = 1.0ならばステップ 6へ，さもなくばステップ
3へ戻る．
6. β2 を増加させる．

7. ステップ 3と同様に，VB-EMステップを収束するまで

1
β

2
β

0.1

0.1

(prior)

(likelihood)

図 1: 提案アルゴリズムにおける温度パラメータのスケ
ジューリング．アルゴリズム [VB03]のみ，目標とする

温度パラメータが 1.0とは限らず，変分自由エネルギー
Fβ1,β2(q)を最小にする β2 が目標となる．

繰り返し，収束時の結果と変分自由エネルギーFβ1,β2(q)
の値を保持する．

8. β2 < β̄2ならばステップ 6へ戻り，さもなくば，保持
した変分自由エネルギーの最小値に対応する変分事後分

布をアルゴリズムの結果とし，終了する．

図 1は，確定的アニーリング法における従来法と提案
手法での温度パラメータのスケジューリングを表したも

のである．このアルゴリズムの設定により得られる効果

について，以下で議論する．

アルゴリズム前半 (ステップ 3-5)では，尤度関数にお
ける温度パラメータを制御しており，従来のアニーリン

グと同様の効果が期待できる．混合正規分布モデルや

隠れマルコフモデルなどのモデルにおいて，ベイズ事後

分布が複雑になってしまう主な原因として，学習モデル

がもつ階層性が挙げられる．その特徴から，モデルとパ

ラメータが一対一に対応せず，尤度関数のピークがパラ

メータ空間上で一点ではなく，ある低次元多様体上に広

がりをもつように構成されてしまう．β1 によるアニー

リングは，その複雑化した尤度関数に着目し，その部分

にのみアニーリングを適用した手法になっており，階層

的な構造を持つ学習モデルにおいて，その効果が期待さ

れる．

一方で，アルゴリズム後半 (ステップ 6-8)では，尤度
関数の温度パラメータを固定するため，アニーリング

効果はさほど期待できない．代わりに，事前分布のハイ

パーパラメータの部分最適化を行うことができる．

尤度関数に温度パラメータを導入した場合，モデルの
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構造を変化させているため温度パラメータ付きの変分自

由エネルギー Fβ1,β2(q)から，学習として最適な温度パ
ラメータを見つけることはできない．その一方で，β2の

みを変化させる過程を考えると，温度パラメータの変化

に対して，尤度関数の変化はなく，事前分布のみが変化

する構造になっている．そのため，変分自由エネルギー

Fβ1,β2(q)を最小にする温度パラメータ β2を探索するこ

とで，事前分布の最適化を行うことができる．また，変

分ベイズ法でよく用いられる混合指数型分布や隠れマル

コフモデルでは事前分布 ϕ(θ)に共役事前分布を用いる
ことが要請され，その結果，ϕ(θ)β2 は，もとの事前分布

のハイパーパラメータを変化させた分布となる．一般に

事前分布のハイパーパラメータを最適化することは，ベ

イズ学習において重要な課題であるものの，すべてのハ

イパーパラメータにおいて最適解を探索することは容易

でない．本提案手法における，β2 のアニーリング過程

は，各ハイパーパラメータの比を一定にした上での一次

元最適化問題になっており，ハイパーパラメータ最適化

を考える際に有用であると考えられる．

以上の性質をまとめると，提案手法では，まず尤度関

数についての温度パラメータ β1 を変化させることで解

を安定化させ，その後事前分布についての温度パラメー

タ β2 を変化させることでハイパーパラメータについて

も最適化を行うことによって，従来のアニーリング法よ

りも最良な解を探索できることが期待できる．

5 混合正規分布モデルによる検証
提案手法の有効性を検証するために，混合正規分布モ

デルにおける変分ベイズ法を実験的に行った．この節で

は，その結果を示す．

5.1 混合正規分布モデル

本実験では，有効性の検証として，混合正規分布モデ

ルを扱う．データ xをM 次元とし，K 個の正規分布か

らなる混合正規分布モデルの式は，

p(x|θ) =
K∑

k=1

akN (x; µk, S−1
k ) (11)

で与えられる．ここで，N (x; µ, S−1)は，平均がµ，分

散共分散行列がS−1のM 次元正規分布である．潜在変

数 yを含めた形は以下のように表せる．

p(x, y|θ) =
K∏

k=1

{
akN (x; µk,S−1

k )
}yk

(12)

ここで，ykは，データxが k番目の正規分布から生成さ

れていたならば yk = 1となり，そうでなければ yk = 0

をとる潜在変数である．このモデルのパラメータは，各

正規分布の混合比a = {ak}K
k=1，平均µ = {µk}K

k=1，精

度行列 S = {Sk}K
k=1 である．各パラメータの事前分布

は，共役事前分布を用いた．具体的には，混合比 aに関

する事前分布は，Dirichlet分布:

ϕ(a) = Dir(a; φ0) ∝
K∏

k=1

aφ0−1
k , (13)

各正規分布について，Sk が与えられたもとでの µk の

事前分布は正規分布:

ϕ(µk|Sk) = N (µk; ν0, (ξ0Sk)−1), (14)

Sk の事前分布はWishart分布:

ϕ(Sk) = W(Sk; η0, B0)

∝ |Sk|(η0−M−1)/2 exp
{
−1

2
Tr(SkB0)

}
(15)

とする．この場合の事前分布のハイパーパラメータは，

{φ0, ν0, ξ0, η0, B0}となる．ここで，事前分布に関する
温度パラメータ β2 を導入すると，事前分布は，その分

布型は変わらず，各ハイパーパラメータは以下のように

なる．

φ′
0 = β2(φ0 − 1) + 1, ν ′

0 = ν0

ξ′0 = β2ξ0, η′
0 = β2(η0 − M − 1) + M + 1

B′
0 = β2B0

このことから，β1 = 1.0の場合，異なる事前分布を用い
た場合の変分ベイズ法と等価であるため，提案手法にお

いて，事前分布のハイパーパラメータの最適化を行うこ

とができることが伺える．

次に，尤度関数についての温度パラメータβ1を導入し

た変分ベイズ法におけるアルゴリズムを議論する．VB-
Mステップについて，パラメータaの変分事後分布 r(a)
は Dirichlet分布:

r(a) = Dir(a; {φk}K
k=1), (16)

各正規分布について，Sk が与えられたもとでの µk の

変分事後分布は正規分布:

r(µk|Sk) = N
(
µk; µ̄k, (ξkSk)−1

)
, (17)

Sk の変分事後分布はWishart分布:

r(Sk) = W(Sk; ηk, B̄k) (18)

で与えられる．ここで，それぞれの変分事後分布のハイ
パーパラメータは

φk = β1nk + φ′
0, µ̄k =

β1nkx̄k + ξ′0ν
′
0

β1nk + ξ′0
,
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ξk = β1nk + ξ′0, ηk = β1nk + η′
0,

B̄k = B′
0 + β1C̄k +

β1nkξ′0
β1nk + ξ′0

(x̄k − ν ′
0)(x̄k − ν ′

0)
T ,

nk =

n∑
i=1

ȳk
i x̄k =

1

nk

n∑
i=1

ȳk
i xi,

C̄k =

n∑
i=1

ȳk
i (xi − x̄k)(xi − x̄k)T

となる．また，VB-Eステップについて，潜在変数にお
ける変分事後分布Q(Y n)についての yk

i の期待値 ȳk
i は

以下のようになる．

ȳk
i =

〈
yk

i

〉
Q(Y n)

=
exp

(
β1γ

k
i

)∑K
j=1 exp

(
β1γ

j
i

) , (19)

γk
i = Ψ(φk) − Ψ

 K∑
j=1

φj

 − 1
2

log
∣∣B̄k

∣∣
+

1
2

M∑
i=1

Ψ
(

ηk + 1 − i

2

)
− M

2ξk

−ηk

2
Tr

(
B̄

−1
k (xi − µ̄k)(xi − µ̄k)T

)
ここで，Ψ(·)は，ディガンマ関数を表す．変分ベイズ法
の場合，事前分布として共役事前分布を用いることで，

変分事後分布も事前分布と同型の確率分布になるという

利点が知られているが，温度パラメータ β1，β2を導入

した場合にもその利点は生かされていることがわかる．

本研究では，提案手法の有効性を検証するために以下

の 3つのアルゴリズムにおける挙動を比較した．

1.[改良アニーリングVB法]

提案アルゴリズムにより，変分ベイズ法を行う．具体的

には，尤度関数における温度パラメータ β1 についてア

ニーリングを行い，その後，事前分布における温度パラ

メータ β2 について変化させ，事前分布の部分最適化を

行う手法である．その際の温度パラメータ β1，β2の初

期値は，βi(0) = 0.01とした．温度パラメータ β1，β2の

更新式は，βi(t+1) = 2βi(t)
1+βi(t)

とした [2]．この更新式は，
t → ∞において βi = 1.0に漸近するように構成されて
いる．終了条件として，t = 10において，β1(t) = 1.0
となるようにした．さらに，β2 における β2 > 1.0の領
域における更新式は，β2(t + 1) = 1.25 × β2(t)として
15回の更新を行った．
2.[従来のアニーリングVB法]

Katahiraらの提案したアニーリング法を用いた変分ベイ
ズ法を行う．その際の温度パラメータβの制御は [改良ア

ニーリングVB法]と同様に設定した．具体的には，初期

値をβ(0) = 0.01とし，更新式は，β(t+1) = 2β(t)
1+β(t) とし

た．また，終了条件として，t = 10において，β(t) = 1.0

-5

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

-5  0  5  10  15  20  25

図 2: 検証に用いた学習データのプロット図

となるようにした．

3.[アニーリングなしVB法]

アニーリングを用いず，従来の変分ベイズ法を行う．

以上の３つのアルゴリズムのうち，アニーリングを用

いた変分ベイズ法では，全ての正規分布を完全に同じ

にするといった局所解が多く得られてしまった．このよ

うな状況を回避するために，各温度パラメータでの収束

先として正規分布の平均ベクトル µ̄k の値が同じになる

k1，k2 が存在した場合，次の温度パラメータでの初期

値として，µ̄k1
と µ̄k2

に微小な乱数を加えたものを設定

するようにアルゴリズムを変更した．

5.2 人工データによる検証

まず始めに，学習データXnを，5個の二次元正規分
布からなる混合正規分布モデルから人工的に生成した

場合で検証を行った．すなわち，M = 2である．図 2
は，用いた学習データのプロット図である [4][5]．学習
データの個数 nは 200とした．この学習データに対し
て，K = 5の混合正規分布モデルで変分ベイズ学習を
行った．事前分布 ϕ(θ)のハイパーパラメータは，

φ0 = 1.0, ν0 =
1
n

n∑
i=1

xi, ξ0 = 0.01,

η0 = M + 1 = 3.0, B0 = IM

とした．ここで，IM はM ×M の単位行列を表す．ま

た，各手法における変分事後分布 r(θ)のハイパーパラ
メータの初期値は，νk については，学習データの平均

と分散に基づいてランダムに設定し，B̄k に関しては，

B̄k = B0 に設定した．その他のハイパーパラメータに

ついては，nk = n/K として，

φk = nk + φ′
0, ξk = nk + ξ′0, ηk = nk + η′

0

と設定した．
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図 3: 人工データでの，各アルゴリズムにおける変分自由エネルギーのヒストグラム
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図 4: 実データでの各アルゴリズムにおける変分自由エネルギーのヒストグラム

5.2.1 実験結果

これらのアルゴリズムについて，初期値の取り方につ

いて 100回のシミュレーションを行った．図 3は，各ア
ルゴリズムにおける収束先での変分自由エネルギーの

ヒストグラムを表したものである．それぞれの図におい

て，変分自由エネルギーが最小となるヒストグラムを黒

塗りしてある．この結果を見ると，[従来のアニーリン

グVB法]では，局所解にトラップされる頻度が [アニー

リングなしVB法]と比較してかなり小さく，最適解に

到達することが多く，改善されていることが分かる．一

方，[改良アニーリングVB法]での結果は，変分自由エ

ネルギーをより最小にする最適解が得られ，その解へ到

達する頻度は [従来のアニーリングVB法]と同等であ

る．このことから，提案手法である [改良アニーリング

VB法]が従来の手法と比較して，有効であることがわ

かる．

5.3 実データによる検証

本研究では，提案アルゴリズムの有効性の検証のため，

The Saccharomyces Cerevisiae Morphological Database
(SCMD)[9]で公開されている出芽酵母の必須遺伝子破
壊株における形態データに混合正規分布モデルによる変

分ベイズ法を適用した．このデータは，501次元のデー
タであり，その個数は 4718個である．本研究では，501

次元のうち，論文 [7]で着目している 4次元を用いた．つ
まり，n = 4718，M = 4という設定でシミュレーション
を行った．この学習データに対して，K = 10の混合正
規分布モデルで変分ベイズ学習を行った．事前分布ϕ(θ)
のハイパーパラメータは，

φ0 = 1.0, ν0 =
1
n

n∑
i=1

xi, ξ0 = 1.0,

η0 = M + 1 = 5.0, B0 = IM

とした．各手法における変分事後分布 r(θ)のハイパーパ
ラメータの初期値の設定は，先の実験と同様にし，温度

パラメータのスケジュールに関しても，初期条件，更新式

は同じにし，終了条件のみ，t = 15において β(t) = 1.0
となるように変更した．

5.3.1 実験結果

人工データの場合と同様に，初期値の取り方について

100回のシミュレーションを行った．図 4は，各アルゴ
リズムにおける変分自由エネルギーのヒストグラムを

表したものである．それぞれの図中において，変分自由

エネルギーの最小値におけるヒストグラムを黒塗りで表

示している．この結果を見ると，[従来のアニーリング

VB法]の結果は安定してはいるものの，変分自由エネ

ルギーの値を [アニーリングなしVB法]と比較すると，

その結果の全てが局所解であることがわかる．それに対
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[改良アニーリングVB法] [従来のアニーリングVB法] [アニーリングなしVB法]

図 5: 実データにおける，最適な事前分布を用いた場合の各アルゴリズムにおける変分自由エネルギーのヒストグ
ラム

し，[改良アニーリングVB法]では [従来のアニーリン

グVB法]よりも小さな変分自由エネルギーが得られて

おり，提案手法の有効性がみてとれる．しかしながら，

[改良アニーリング VB法]の中での結果をみると，最

適解に到達する頻度は，局所解にトラップされる頻度に

比べ小さく，安定した結果が得られていないことも分か

る．この点に関しては，次章でより深く考察を行う．

6 考察
本章では，本研究で提案した手法に関連した考察を

行う．

(1)本研究で行ったシミュレーションの結果として，ア
ルゴリズム [VB01]および [VB02]は解として全ての

正規分布を同じにするという局所解にトラップされる現

象が多く観測された．これは，式 (19)からも分かると
おり，温度パラメータ β1 が小さい領域では，各々の k

について，ȳk
i の値が等しくなっていくために起こるも

のと考えられる．この現象は，アルゴリズムの性質上，

混合正規分布に限らず，混合指数型分布や隠れマルコフ

モデルなど，潜在変数を導入した変分ベイズ法ならば，

共通に現れる現象と思われる．

本実験では，そのような現象を回避するために，次の

温度パラメータの初期値に微小な乱数を加えることを

行ったが，乱数を加える際の条件や，乱数の種類や大き

さなど，設定に恣意性が残る．また，Katahiraらは，温
度パラメータとして小さい値を用いずにある程度大き

な値からアルゴリズムを開始する方法を用いており [5]，
Satoらは，各温度パラメータ上での VBアルゴリズム
を収束させずに途中で温度パラメータを増加させること

を行っている [8]．しかしながら，これらの方法では，初
期値の影響が残ってしまう可能性があり，また，開始す

る温度パラメータの値や，各温度パラメータ上でのVB
アルゴリズムのステップ数など，やはり設定に恣意性が

残ると思われる．

このように，変分ベイズ法におけるアニーリングを構

築する際，全ての要素を等しくする局所解にトラップさ

れる問題は深刻であり，どの学習モデルでも一般的に現

れるものと考えられる．その問題に対応したアルゴリズ

ムや設定を考えることは今後の課題である．

(2)本研究で考えたアルゴリズムの性質について考察す
る．提案手法では，温度パラメータを 2 つ導入し，ま
ず尤度関数についての温度パラメータを変化させ，そ

の後，事前分布についての温度パラメータを変化させる

ことで，アニーリング効果だけでなく，事前分布のハイ

パーパラメータの部分最適化の効果も目指している．人

工データによる実験では，その両方の効果が現れたこと

が確認できたが，実データによる実験においては，局所

解にトラップされる結果が多く確認され，アニーリング

効果が弱くなってしまっていた．

この点について，より深く考察するために，実データ

における追加実験を行った．図 5は，先の実験における
[改良アニーリングVB法]で求められる最適な温度パラ

メータ β2 に基づいて，事前分布を最適化し直した場合

において，３つのアルゴリズムを比較したものである．

これらの結果を比較すると，[従来のアニーリング VB

法]が，最も頻繁に最適解に到達することが確認できる．

このことから，[改良アニーリング VB法]では，ハイ

パーパラメータの部分最適化を追加したものの，アニー

リング効果としては，[従来のアニーリング VB法]に

比べ弱まる場合が存在することが分かった．また，従来

のアニーリングVB法についても，事前分布が最適でな
い場合には，アニーリングを用いることでより悪い局所

解にトラップされてしまうことも分かった．

このように，2つの温度パラメータのスケジューリン
グにはより最適な方法があるものと考えられる．これを

確立することは非常に重要であり，今後の課題として取

150



り組む必要がある．

7 おわりに
本研究では，変分ベイズ法において，2種類の温度パ
ラメータを導入することで，確定的アニーリングの拡張

と，事前分布のハイパーパラメータの部分最適化法を提

案し，その有効性を混合正規分布モデルでのシミュレー

ションにより示した．今後の課題は，温度パラメータの

スケジューリングなどの設定法の確立，及び，その他の

モデルや問題に適用することなどが挙げられる．
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Radon変換を介した医用画像再構成における画像修復
Image restoration for the Medical Images using Radon Transform
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Abstract: We propose an image reconstruction algorithm using Bayes inference for the

Radon transformed observation data, which is usually used in medical imaging such like

CT/PET. Thorough our Bayesian reconstruction method, we introduced several hyper-

parameters for the prior and the observation process. The quality of the reconstructed

image is influenced of the estimation accuracy of those hyper-parameters. Hence, we also

propose the inference method of those hyper-parameters using marginal likelihood maxi-

mization principle. We show a better reconstruction result rather than that of a conven-

tional method.
Keywords: Radon Transform, Bayes Inference, Image Reconstruction, Hyper-parameter

Inference

1 まえがき
医療などで用いられる断層画像は，複数方向からの
投影を行ない, 得られたデータから元の空間での信号
強度を推定することによって得られる物体断面画像で
ある．このような物体のある断面における物理量の分
布を画像化して表示する方法を画像再構成問題 (Image

Reconstruction from Projection)と呼ぶ. この画像再構
成問題を計算機を通して解く場合，これは Computed

Tomography (CT) と呼ばれ，現在では物体の内部断面
を画像として得るために良く用いられる．CT 画像の例
としては X 線透過信号を用いた X 線 CT 画像や, 体内に
注入された放射性同位体を放射線源としてその濃度分布
を推定する PET (Positron Emission Tomography) 画
像などが挙げられる．これらの画像再構成の問題は基本
的に Radon 変換と呼ばれる投影変換を元に構成されて
いる．本研究では，Radon 変換を観測系としてもつよう
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調布ヶ丘 1-5-1, tel. 042-443-5787, e-mail shouno@ice.uec.ac.jp,

Dept. of Information and Communication Engineering, Uni-

versity of Electro-Communications, Chofu-ga-oka 1-5-1, Chofu,
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Kashiwa-no-ha 5-1-5, Kashiwa, 277-8561, Japan.

な画像再構成問題に対して Bayes 推定を用いた確率的画
像修復の考え方を適用することで得られる結果に関して
言及する．

2 定式化
2.1 Radon 変換
一般に Radon 変換は対象物の外部から投射される X

線や，体内に注入された放射性同位体から発生する放射
線等による物体を透過する信号を様々な方向から観測す
るような状況を想定する．Radon 変換はこのような透過
してくる観測信号の強度をモデル化したものと捉えるこ
とができる．Radon 変換の概要を図 1 に示す．図 1 に
おいて観測対象の置かれた座標系を (x, y) で表すものと
し，観測系の座標を (s, t) 座標で表すものとする．観測器
は s 軸上にセンサアレイとして据えつけられており，観
測対象を透過して落ちてくる信号を拾うことで観測投影
データを構成する．このセンサアレイを観測対象の周り
で 1周回し観測を行うことで様々な方向からの投影デー
タが得られることになる．図 1 のような状況では，セン
サアレイを角度 θ だけ傾けて観測しているので，(s, t) 座
標系と (x, y) 座標系の間には回転変換が成立している:(

s
t

)
=
(

cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)(
x
y

)
.
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θ

図 1 Radon 変換の概略: 投影データは s 軸上で観測
される．θ はセンサアレイの傾きを表す．

ここで，観測対象の分布を ξ(x, y) として定義する．こ
の分布は X 線 CT 画像の場合は位置 (x, y) における X

線の吸収係数を意味し，PET 画像を再構成する場合は
Positron の密度を表すことになる．観測データは，s 軸
上で定義されるので，これを τ(s, θ) で表すものとすると:

τ(s, θ) =
∫

dt ξ(x, y) =
∫

dt ξ (x(s, t), y(s, t)) (1)

と書けることになる．この積分変換のことを Radon 変
換と呼ぶ．

2.2 従来手法
観測データ τ(s, θ) から原画像を再構成する従来手法
を説明する．従来手法として良く用いられる手法として
挙げられるものは Fourier 変換法および FBP (Filtered

Back Projection) 法と呼ばれる手法である．これらの手
法はいずれも本質的には周波数空間における議論を元に
理論が構築されている．本節では，FBP 法についての説
明を行う．ここで，画像を周波数空間で扱うために，以
下のような修復画像 σ(x, y) の Fourier 変換対を考える:

σ̃(x̃, ỹ) =
∫∫

dxdy σ(x, y) e−2πj(xx̃+yỹ) (2)

σ(x, y) =
∫∫

dx̃dỹ σ̃(x̃, ỹ) e2πj(xx̃+yỹ) (3)

一方，Radon 変換 τ(s, θ) の s に関する Fourier 変換
は, (x, y) 座標系から (s, t) 座標系への変数変換を行うこ
とによって以下のように導ける:

τ̃(s̃, θ) =
∫

ds τ(s, θ)e−2πjss̃ (4)

= ξ̃(s̃ cos θ, s̃ sin θ). (5)

ξ̃(s̃ cos θ, s̃ sin θ) は，原画像の周波数空間における信号を
極座標系で表したものと考えられる．このことから，様々

な角度 θ からの投影像に関するセンサの信号 {τ(s, θ)}
を観測し，周波数空間の任意の点の信号成分を得ること
ができれば，Fourier 変換像 ξ̃(x̃, ỹ) が得られる．これを
投影定理と呼ぶ．

FBP 法は，投影定理を元に Fourier 逆変換 (式 (3)) を
x̃, ỹ 座標系から極座標系 s̃, θ 上での積分として変数変換
を行うことによって導出する:

σ(x, y) =
∫∫

dx̃dỹ σ̃(x̃, ỹ) e2πj(xx̃+yỹ) (6)

=
∫ π

0

dθ

∫ ∞

−∞
ds̃ |s̃| σ̃(s̃ cos θ, s̃ sin θ) e2πjss̃

(7)

また式 (7)中の s に関する逆 Fourier 変換の部分を以下
のように定義しておく:

g(s, θ) =
∫

ds̃ |s̃| σ̃(s̃ cos θ, s̃ sin θ) e2πjss̃ (8)

ここで

g(s, θ) =
∫

ds̃ |s̃| τ̃(s̃, θ) e2πjss̃ (9)

は，観測器が傾き θ のときの観測データ τ(s, θ) に対し
て |s̃| という微分型のフィルタをかけた像を Fouier 表現
していることに他ならない．したがって |s̃| を逆 Fourier

変換した像を核関数とした畳み込み演算を行うことで，
フィルタをかけた像 (Filtered Image) g(s, θ) が求めら
れる:

g(s, θ) =
∫

du h(u) τ(s + u), (10)

ただし, h(u) はフィルタ関数 |s̃| の逆 Fourier 変換を表
すものとする．画像を再構成するには，フィルタをかけ
た像 g(s, θ) に対して s = x cos θ + y sin θ の関係から

σ(x, y) =
∫ π

0

dθ g(x cos θ + y sin θ, θ) (11)

という積分を実行することで σ(x, y) を求めることが
出来る．このように，投影データに対してフィルタリ
ング処理を行って得た g(s, θ) から再構成を行う手法を
FBP(Filtered Back Projection) 法と呼ぶ．現在の CT

画像の再構成においても，このフィルタの畳み込み関
数 h(u) をどのように設計するかということが重要な技
術であるといえる．Ramachandran-Lakshminarayanan

らは |s̃|を逆フーリエ変換したフィルタを提案し，Logan-

Shepp らは，さらに改良を加え高周波領域の抑えたよう
なフィルタを提案している [1][2]．図 2 にこれらのフィ
ルタの概形を示す．
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図 2 古典的再構成フィルタ: 左列は Ramachandraら
のフィルタ，右列は Logan Shepp らのフィルタ．上段
は周波数空間での表現で，下段は実空間での表現 [1][2]．

2.3 確率モデル
ここで，投影定理を元にしたモデルに対し，観測ノイ
ズを仮定した確率モデルを定式化する．医療画像の一般
のモデルとして扱う場合，放射性崩壊などのイベントは
Poisson ノイズとして扱うが，本研究では可解モデルと
して取り扱うことを主眼に起き，ガウスノイズを考える
ものとしている．ここでは Radon 変換を行なう軸線上
における原信号 ξ(x, y) に加えてガウスノイズが重畳さ
れるものとして取り扱う．
画像上の各点においてはガウスノイズ np(x, y) を考慮
するので，観測値は τ(s, θ) は Radon 変換を介すること
によって，

τ(s, θ) =
∫

dt (σ(x, y) + np(x, y)) (12)

=
∫

dtσ(x, y) + Np(s, θ) (13)

と書ける．このとき Np(s, θ) はガウス変数の積分
Np(s, θ) =

∫
dt nP (x, y) となるので，やはりガウス変数

として取り扱う．以上の議論と従来の画像修復のアナロ
ジーから連続系の観測過程のエネルギー関数 Hn(τ | σ)

を以下のように定義する [3][5]:

Hn(τ | σ) = 4π2γ

∫ π

0

dθ

∫
ds

(
τ(s, θ) −

∫
dt σ(x, y)

)2

.

(14)

ハイパーパラメータ γ はガウスノイズ Np(s, θ) のばら
つきに逆比例する量を表わし，値が大きいほどガウスノ
イズの影響が小さいことを意味する．これは画像修復に
おいて観測をガウスノイズチャネルを通して行ったもの

とみなすことができる [3]．このとき，観測過程の確率を

p(τ | σ) ∝ exp(−Hn(τ | σ)) (15)

と表す．さらに周波数空間での極座標表現を導入すると，
Planchrel の定理より

p(τ | σ) ∝ exp
(
−4π2γ

∫
dθ

∫
ds̃ |τ̃s̃,θ − σ̃s̃,θ|2

)
(16)

と書ける．ただし τ̃s̃,θ = τ̃(s̃, θ), σ̃s̃,θ = σ̃(s̃ cos θ, s̃ sin θ)

である．以下では簡潔に表すために，この記法を用いる
こととする．
次に Bayes 推定を行うために本研究においても画像

修復を行う為の事前分布を導入する．事前分布のエネル
ギー関数 Hpri(σ) は観測過程の部分と同様に連続系の
積分

Hpri(σ) = β

∫∫
dx dy ||∇σ(x, y)||2

+ 4π2h

∫∫
dx dy σ(x, y)2 (17)

のように考えるものとする．式 (17) において，第 1項が
近隣の画素信号の類似度に関する拘束条件であり MRF

に対応する．第 2 項目が画像全体の期待値の周りにどの
くらいの頻度で画素信号が存在するかという拘束条件で，
画素値全体の分布がガウス分布に従うようにするための
拘束条件となる．式 (17) の積分に対して，極座標表現を
導入したときの事前分布は

p(σ) ∝ exp(−Hpri(σ)) (18)

= exp
(
−4π2

∫
dθ

∫
ds̃ (βs̃2 + h)|s̃||σ̃s̃,θ|2

)
(19)

と書ける．
以上の議論とベイズの定理

p(σ | τ ) =
p(τ | σ)p(σ)∑
σ p(τ | σ)p(σ)

(20)

より事後分布を導くこととする．式 (19) および (16) を
用いて式 (20) の分子の項を計算すると，

p(σ | τ ) ∝ exp

(
−4π2

∫ π

0

dθ

∫
ds̃ F̃s̃

∣∣∣∣σ̃s̃,θ −
γ

F̃s̃

τ̃s̃,θ

∣∣∣∣2
)

× exp
(
−4π2

∫ π

0

dθ

∫
ds̃ γ

(
1 − γ

F̃s̃

)
|τ̃s̃,θ|2

)
,

(21)

となる. ただし，F̃s̃ = (βs̃2 + h)|s̃| + γ である．
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一方，分母の分配関数
∑

σ p(τ | σ)p(σ) であるが，周
波数空間を極座標に沿って離散化した上で考えるものと
する (図 3 参照)．動径方向と角度方向のサンプリング
幅を各々 ∆s̃, ∆θ とすると，離散化座 (s̃k, θl) は，各々
s̃k = k∆s̃, θl = l∆θl

と表せる．角度方向のサンプリン
グ幅は，センサアレイの観測角度に対応する．ここでは
∆θ = π/Nθ とし，[0, π] を Nθ 等分した各点において観
測することを仮定した．一方，動径方向のサンプリング
幅 ∆s̃ であるが，s̃ が， s の周波数表現であることから，
Fourier 変換 (4) から決定する必要がある．今，長さ L

のセンサアレイ上に Ns 個のセンサを等間隔に配置する
ことを考える．このとき，Fourier 変換 (4) を離散化して
表現すると，

τ̃(s̃k, θl) =
∫

ds τ(s, θ)e−2πjss̃ (22)

∼
Ns−1∑
k̃=0

∆sτ(sk, θl)e−2πjsk s̃k̃ (23)

と書ける．このときのナイキスト周波数は，1/2∆s であ
り，対応する離散フーリエ変換は，周波数空間の定義域
を [−1/2∆s, 1/2∆s] とし，この区間を Ns 等分したサン
プリング点での値で表現されることになる．このことか
ら，周波数空間のサンプリング間隔は，∆s̃ = 1/Ns∆s と
書けることになる．以上の議論から式 (4) の Fourier 変
換対は，

τ̃(s̃k, θl) ∼ ∆s

Ns−1∑
k̃=0

τk,l e−2πj kk̃
Ns = ∆sτ̃k̃,l (24)

τ(sk, θl) ∼
1

Ns

Ns−1∑
k=0

τ̃k̃,l e−2πj kk̃
Ns (25)

という離散フーリエ変換対 {{τk,l}, {τ̃k̃,l}} を用いて表
現できる．ここで，式 (20) に含まれる 積分

∫
ds̃ を∑Ns−1

k̃
∆s̃ として離散化を行うと，周辺化事後確率

p(σk̃,l | τ ) = N
(

σk̃,l |
γ

Fk̃

τ̃k̃,l,
Ns

8π2∆θFk̃

)
(26)

が得られる．ただし，N (x | µ, S) は，x を確率変数と
した平均 µ, 分散 S の正規分布の確率密度を表すもの
とする．また，周波数空間上の各サンプリングポイント
σ̃k̃,l τ̃k̃,l, F̃k̃ は，それぞれ σ̃k̃,l = σ̃s̃k̃,θl

, τ̃k̃,l = τ̃s̃k̃,θl
,

F̃k̃ = F̃s̃k̃
= (βs̃2

k̃
+ h)|s̃k̃| + γ を表すものとした．

2.4 画像修復
画像修復の戦略としては，周辺事後分布による期待値

〈σ(x, y)〉 を取る戦略を考える．Fourier 表現の線形性を

x~

y~

Δs~ Δθ

(s
k 
,θ

l
)~

~

図 3 周波数空間における離散化方法: 極座標上での離
散化を行う．

考慮すると

〈σ(x, y)〉 =
∫ π

0

dθ

∫ ∞

−∞
ds̃ |s̃| 〈σ̃s̃,θ〉 e2πjs̃(x cos θ+y sin θ)

(27)

と書ける．したがって，〈σ(x, y)〉 を求めるためには,

Fourier 空間における空間周波数の集合 {〈σ̃s̃,θ〉} を求
めれば良く， 〈σ̃s̃,θ〉 は形式的に

〈σ̃s̃,θ〉 =
∑

σ σ̃s̃,θ e
−4π2 R π

0 dθ
R ∞
−∞ ds̃ F̃s̃

˛

˛

˛

σ̃s̃,θ− γ

F̃s̃
τ̃s̃,θ

˛

˛

˛

2

∑
σ e

−4π2
R π
0 dθ

R ∞
−∞ ds̃ F̃s̃

˛

˛

˛

σ̃s̃,θ− γ

F̃s̃
τ̃s̃,θ

˛

˛

˛

2

(28)

と書ける．式 (28) を計算する為に前節と同様に周波数空
間の極座標上で離散化を行なって解を求めると〈

σ̃k̃,l

〉
=

γ

F̃k̃

τ̃k̃,l (29)

となる．これは式 (26) において MAP (Maximum A

Priori) 戦略を採った時の解と一致する．
以上により求まった

{〈
σ̃k̃,l

〉}
を用いて，FBP 法に

出てくる関数 g(s, θ) の位置 (sk, θl) における期待値
〈gk,l〉 = 〈g(sk, θl)〉 を計算すると

〈gk,l〉 =
∫ ∞

−∞
ds̃ |s̃| 〈σ̃s̃,θl

〉 e2πjsk s̃

∼ 1
Ns

Ns−1∑
k̃=0

|s̃k|
〈
σ̃k̃,l

〉
e2πj kk̃

Ns (30)

となる．
この 〈gk,l〉 を元に画像空間での位置 (x, y) に対応する

画素値の平均 〈σ(x, y)〉 を推定することを考える．この
場合は s = x cos θ + y sin θ という関係があるので，s が
丁度サンプル格子点に乗るとは限らない．そこで線形補
間で画素値を推定することにする．すなわち sk∗ ≤ s <

sk∗+1 となるような，k∗ を探し出し，v = s−sk∗
∆s

とした
上で，

〈g(s, θl)〉 = (1 − v) 〈gk∗,l〉 + v 〈gk∗+1,l〉 (31)
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図 4 Logan-Shepp ファントム画像と画素値のヒスト
グラム．Logan-Shepp ファントム画像は体断面を模式
的に表現し，CT/PET画像の再構成シミュレーション
として用いられる．図はプログラミング言語 R の拡張
パッケージによって生成している．右図はこのファン
トム画像の画素値のヒストグラムを表す．背景色の黒
は画素値 0 で表され，もっとも明るい白色も 6.0 程度
の画素値で表現されている．

と置くことにする．最終的に求めたい再構成の位置
(x, y) における期待値 〈σ(x, y)〉 は

〈σ(x, y)〉 =
∫ π

0

dθ 〈g(x cos θ + y sin θ, θ)〉 (32)

∼ ∆θ

Nθ−1∑
l=0

〈g(x cos θl + y sin θl, θl)〉 (33)

と近似できる．

2.5 ハイパーパラメータ推定
画像修復を行なうためには，ハイパーパラメータ β, h,

γ を推定する必要がある．これらのハイパーパラメータ
を対数周辺尤度最大化の枠組みで求めることを考える．
対数周辺尤度は

ln p(τ | β, h, γ) = lnZpost(β, h, γ)

− ln Zn(γ) − lnZpri(β, h). (34)

のように 3 つの分配関数，すなわち事後分布の分配関数
Zpost, 観測チャネルの分配関数 Zn, 事前分布の分配関数
Zpri，各々の対数で記述でき，これらの分配関数は各々

Zpri(β, h) =
∑
σ

e−Hpri(σ | β,h) (35)

Zn(γ) =
∑
τ

e−Hn(τ | σ,γ) (36)

Zpost(β, h, γ) =
∑
σ

e−Hpri(σ | β,h)−Hn(τ | σ,γ) (37)

とかける．各分配関数の積分に対して前節までの議論と
同様な離散化を行うと，定数部分を除いて以下のように

表 1 推定したハイパーパラメータ値．事前分布に関わ
るハイパーパラメータ β, h は画像の事前分布 (式 (17)

参照) に，γ は観測過程 (式 (14) 参照) に関わるハイ
パーパラメータ．

標準偏差 β h γ

0.5 8.54 × 10−3 3.28 × 10−2 1.65 × 104

1.0 7.80 × 10−3 3.62 × 10−2 2.76 × 103

2.0 7.14 × 10−3 3.94 × 10−2 4.96 × 102

4.0 6.73 × 10−3 4.17 × 10−2 1.07 × 102

表現できる:

ln Zpri(β, h) = − Nθ

2

Ns−1∑
k̃=0

ln(βs̃2
k̃

+ h) (38)

lnZn(γ) = − NθNs

2
ln γ (39)

lnZpost(β, h, γ) = − 4π2∆θ

Ns

Ns−1∑
k̃=0

γ

(
1 − γ

F̃k

) ∣∣∣τk̃,l

∣∣∣2
− Nθ

2

Ns−1∑
k̃=0

ln F̃k̃. (40)

あとは，周辺対数尤度を各ハイパーパラメータに関し
て勾配を求め，これを 0 とおくことによってハイパーパ
ラメータ推定を行うことができる．ただし解析的に解く
ことは困難であるため，ハイパーパラメータ推定は，式
(34) を最大化するような，β, h, γ を勾配法で求めるこ
ととした．すなわち βt+1

ht+1

γt+1

 =

 βt

ht

γt

+ η∇ ln p(τ | β, h, γ) (41)

によってハイパーパラメータを更新する．

3 計算機実験
計算機実験における座標系は以下のような形で取るも

のとした．まず，Logan-Shepp ファントム画像を Nx ×
Ny の大きさで生成し，これを原点を中心とした縦横 L

の長さの正方形 [−L/2, L/2] × [−L/2, L/2] 内の領域に
マッピングしたものを原画像とした．また原点を中心と
した半径 L/2 の円の外側はセンサアレイに投影したと
きに, 観測角度によっては観測できない場合もあるため，
この部分には観測対象は存在しないものとした．また各
観測角度 θl において s の座標系は，図 1 のように考
え，原点 s = 0 の位置は，(x, y) 座標系の原点を s 軸
上に垂直に投影した点にとるものとした．今回の実験で
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Noise S.D. = 0 Noise S.D. = 1.0 Noise S.D. = 2.0 Noise S.D. = 4.0
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Reconstruc�on
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Reconstruc�on

図 6 再構成画像の画質比較． 上段は FBP 法による再構成結果，下段は Bayes 法でハイパーパラメータ推定を
行った後に再構成した結果. 各列は観測時に加えるノイズの標準偏差を変えて再構成した結果を示している．

図 5 推定された再構成フィルタの周波数空間での表
現．加えるノイズの標準偏差の大きさを表 1 に従って
設定した．標準偏差の大きさは，上段左からは 0.5, 1.0,

下段左からは 2.0, 4.0 に各々設定した．ノイズの大き
さが小さい時は図 2 左の様なフィルタを構成するのに
対して，ノイズが大きくなると，図 2右の様なフィルタ
を f 構成し，さらにノイズが大きくなると大きく高周波
成分が抑制される．

●

●

●

●

●

●

●

●

40

30

20

1.0 2.0 3.0 4.0

PSNR [dB]

Noise S.D.

Bayes
FBP

図 7 再構成画像の画質の数値比較．横軸は観測時に加
えるノイズの標準偏差を表し，縦軸は PSNR を示して
いる．PSNR値は高いほうが画質が良いことを表す．

は， Nx = Ny = Nθ = Ns = 256 とし，センサの長さは
L = 1 とした. 図 4 に今回の実験で用いた Logan-Shepp

ファントム画像と，その画素値のヒストグラムを示す．
これからわかるように原画像の画素値は [0, 6] の値で表
現されている．
観測過程においては，Radon 変換においてガウスノイ

ズ np(x, y) が加わるものとした．このとき np(x, y) の標
準偏差が，0 ～ 4 の範囲で変化させ，ハイパーパラメー
タ推定を行った画像の画質評価を行った．
表 1 に式 (41) によって推定したハイパーパラメータ

値を示す．画像の事前分布に関わるハイパーパラメータ
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β, および h の大きさはほとんど変化していないのに対
して，観測過程に関わるハイパーパラメータは，ノイズ
の標準偏差が大きくなるほど観測精度を示す γ の値が小
さくなっていることから，定性的には妥当な結果である
ように見える．また，それぞれの推定ハイパーパラメー
タ結果に対して，得られた再構成フィルタの周波数空間
での表現を図 5 に示す．図よりノイズの標準偏差が小さ
い時は，Ramachandran-Lakshminarayanan 型のフィル
タ関数 (図 2左上参照)であるが，重畳されるノイズの標
準偏差が大きくなるにつれ，高周波成分を落とすような
フィルタが自動的に構成されていることがわかる．
これらの推定ハイパーパラメータ値を用いて画像再
構成の計算機シミュレーションを行った．得られた再
構成結果を 図 6 に示す．図 6 の上段は従来手法である
FBP 法 を用いて再構成を行った結果である．比較対象
の FBP 法としては数理的なアルゴリズムとして導かれ
る Ramachandran-Lakshminarayanan らの手法を用い
ている [1]．一方，図 6下段は本研究で提案しているハイ
パーパラメータ推定を行った上で Bayes 手法を用いて再
構成を実行した結果を示している．目視においても従来
手法である FBP 法においては混入するノイズが大きく
なるほど，画質が劣化していくのが目視で確認できる．
さらに画質の数値比較を行う手段として PSNR (Peak

Singal to Noise Ratio) を用いて画質評価を行った結果
を，図 7に示す．図 7の横軸は観測時に加えるノイズの標
準偏差を表し，縦軸には PSNR 値を表している．PSNR

値は値が大きいほど画質劣化が少ないことを表す．図中
のグラフからわかるように Bayes 手法を用いた場合は，
PSNR の意味において再構成時における画質劣化が抑え
られ，ノイズの標準偏差が 4.0 の場合にでも 27.5 [dB] 程
度を維持できることが示されている．一方 FBP 法では
標準偏差が 1.5 程度で，既に PSNR 値が 27.7 [dB] 程度
まで下がってしまう．以上の議論から，周波数フィルタ
に工夫をしていない FBP法と比べて，我々の提案する手
法の方が観測ノイズに関して耐性が大きいということが
いえる．

4 まとめ
Radon 変換を用いるような観測系における画像修復の
議論を Bayes 推定の枠組みで行なった．事前分布として
は，隣接ピクセル間での滑らかさを制御する MRF 的な
ガウス分布 p(σ) を導入し，観測過程はガウスチャネル
を通して行なわれるものとして，p(τ | σ) を定式化した．

離散化を極座標系上で行うことによって，事後分布が可
解モデルとして取り扱うことができるようになることを
示し，これを用いて MAP 推定値および，平均ピクセル
値 〈σ(x, y)〉 の推定の手続きを記述した．
さらに事後分布に含まれるハイパーパラメータ β, h, γ

を周辺対数尤度最大化原理から求める手続きを示し，計
算機実験としてハイパーパラメータを求めた上で画像再
構成を行った結果を示した．
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Abstract: Particle filter is a filtering method for state estimation of probabilistic latent
variables. For the correct estimation, a large number of particles are needed, however,
the use of a large number of particles is forced the high computational cost. The present
paper describes parallel computing implementations of particle filters in the framework of
MapReduce. The MapReduce is a platform that enables parallel processing without task
managements by user. We propose two MapReduce algorithms for the particle filter and
vilify the performance of the algorithms with respect to the number of using particles and
the number of CPU by using cloud computing service.
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1 まえがき
粒子フィルタ [1, 2, 3, 4]は潜在変数の確率分布を推

定するための時系列フィルタの一つである。その汎用性

と実装の簡便さから、画像処理 [5]、ロボット工学 [6]、
海洋科学 [7]、宇宙科学 [8]、バイオインフォマティクス
[9, 10, 11]、マーケティング [12]など多様な分野で応用
されている。粒子フィルタは各々の潜在変数の確率分布

からの独立な実現値とみなすことができる多数の粒子

によりその分布形を近似するため、従来では取り扱う

ことが困難であった非線形・非ガウスモデルに対して

も潜在変数の推定が可能となる。（粒子フィルタの呼び

名に関しては、Monte Carlo Filter、Bootstrap Filter、
ConDensation など様々な呼び名が使用されているが、
本論では粒子フィルタという呼び名で統一する。）

粒子フィルタの推定精度には使用する粒子の数が影響

することが知られている。粒子の数が多いほど分布の近

似精度は向上する。また、粒子の数が少ないと粒子の多

様性が失われ適切に分布を近似できない退化と呼ばれる
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現象が発生するため、推定精度の観点からは粒子数が多

いことが望ましい。しかしながら、粒子数に応じて必要

な計算コストもN log(N)のオーダーで増加する。その
ため、大規模な問題へ粒子フィルタを適用する際には、

少ない粒子数でも粒子の多様性が失われない Merging
Particle Filter[13, 14]やGaussian Particle Filter[15]な
どの方法の適用と合わせて、クラスタ計算機を使用した

並列分散処理によりアルゴリズムの実現が行われてい

る。

しかしながら、並列分散処理を実現するためには、ク

ラスタ間の通信、タスク管理、同期処理などのオーバー

ヘッド処理のスキルが必要となる。そのため、大量粒子

を用いる粒子フィルタの使用に際しては、それら並列分

散処理に関する知識とクラスタ計算機が必要であった。

並列分散処理に関するリテラシーは計算機科学・情報科

学以外の研究分野ではほとんど浸透していないのが現状

である。そのため従来では、並列分散処理に関する知識

を持たない研究者や実務家が大量の粒子を必要とする大

規模モデルに対して粒子フィルタを適用するには限界が

あった。

一方、クラウドコンピューティングの発展により、ユー

ザがクラスタ計算機やサーバを所持していなくても、ネッ

トワークを介して計算機パワーを使用することができる

サービスが開始されている。クラウドコンピューティン

グを利用した大規模並列処理による大量のデータ処理や、
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図 1: MapReduceフレームワーク

map : (keym,valuem) ⇒ list(keys,values)
shuffle : list(keys,values) ⇒ {keyr,list(valuer)}
reduce : {keyr,list(valuer)} ⇒ list(value)

図 2: MapReduceの各ステップでの keyと valueのペア
データサーバとしての利用による成功例が報告されてい

る [16]。そこでの大規模データ処理にはMapReduceと
呼ばれる並列分散処理のためのプログラミングモデルが

利用されている。[17]によって提案されたMapReduce
はMap処理と呼ばれる各クラスタへ分割・配置された
データの処理と，Reduce処理と呼ばれる Map処理で
実行された結果を集約処理する 2つのステップをユーザ
が記述するだけで，その他の並列分散化の処理やタスク

管理は基盤ソフトウエアが実行するフレームワークであ

る．そのためMapReduceは，並列分散処理に対する知
識とスキルを持たない個人でも，大規模な並列分散処理

を簡易に実行できるフレームワークとして期待されてい

る．

そこで本論では，粒子フィルタのためのMapReduce
アルゴリズムを提案し，クラウドコンピューティングを

用いたMapReduceフレームワークにおいて粒子フィル
タを実装する。ここでは 2 種類のアルゴリズムを実装
し、非線形状態空間モデルで記述される状態推定問題を

対象とし，使用するクラスタ数と粒子数に対する計算時

間（実応答時間）の評価実験を行う．それにより、クラ

スタ計算機を所持していない並列分散処理に詳しくない

個人においても大量の粒子を使用する粒子フィルタが実

現可能であることを示す。

2 MapReduceフレームワーク

2.1 MapReduceアルゴリズム

MapReduce アルゴリズムは Map，Shuffle，Reduce
とよばれる 3つのステップにより一連の処理が実行され

る．この 3つのステップ内では、あるキー (key)に対し
て一つの値 (value)を付与した (key,value)を一つの単位
として処理が実行される．MapReduceのフレームワー
クを Fig.1に，Map，Shuffle，Reduce処理でのキーと
値のペア Fig.2示す．これらの処理におけるタスクの分
割や各ノードへの割り当てなどの管理はマスタと呼ばれ

るノードにより制御される．またここでは、マスタ以外

の計算パワーとして使用される計算機はワーカと呼ばれ

る。

MapReduceフレームワークでは、入力データを自動
的に分割し、その分割データを複数の Mapper と呼ば
れる Map 処理を行うワーカへ配置する。Map 処理で
は入力されたデータに対して処理を施した後、その値

に適したキーもしくは値を付与し、(keym,valuem)の組
list(keys,values)を作成する．次に Shuffle処理において，
その組を同一のキーをもつペア群 {keyr,list(valuer)}と
して束ね、キーの順にソートしたペア群を複数の Re-
ducerと呼ばれる Reduce処理を実行するワーカへ配置
する。最後に Reduce 処理において，各 Reducer に配
置されたペアに対する処理を実行し list(value) を作成
する．

2.2 MapReduceのプラットフォームと応用
例

MapReduce の処理は Hadoop と呼ばれるオープン
ソースプラットフォームを利用して実現することがで

きる [18]。Hadoopは Google社の基盤技術となってい
る Google File Systemと MapReduceのオープンソー
ス実装であり、その処理は Javaにより記述される。加え
て、Hadoop Streamingを利用することで、Ruby、Perl、
Python、PHP、R、C++などの複数の言語とその標準
入出力により処理を記述することができる。MapReduce
のフレームワーク内では、ユーザはMapステップとRe-
duceステップに実行すべき処理を記述するだけで、並
列分散処理に必要なタスクはマスターコンピュータが実

行する構造になっている。そのため、並列分散処理に詳

しくないユーザでも大規模データを処理できるフレーム

ワークとして期待が高まっている。

MapReduceアルゴリズムの代表例であるWordCount
（与えられた文章内の出現単語数をカウントする処理）

[17]では，Map処理において各単語をキーとして各キー
の値を 1とし，その組を Shuffle処理した後，Reduce処
理において同一キー毎に値を加算することで出現単語数

の計算を行っている．機械学習の分野においては Statis-
tical Query Modelとして表現される局所重み付け線形
回帰，k-means，ロジスティック回帰，ナイーブベイズ，
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図 3: Amazon Elastic MapReduceサービスの実行環境
サポートベクターマシン，独立成分分析，主成分分析，

判別分析，EMアルゴリズム，バックプロパゲーション
アルゴリズム等の学習アルゴリズムはMapReduceによ
り実現できることが示されている [19]．また，遺伝的ア
ルゴリズムへの応用も報告されている [20]．

2.3 本論で使用する計算機環境

MapReduce フレームワークはクラスタ計算機上で
Hadoop により作用する。そのため従来ではクラスタ
計算機の使用が必要であった。しかし、現在ではネット

ワークを介してクラスタ計算機の計算パワーを提供する

クラウドコンピューティングが実用化されている。その

ため本論では、Amazon.com, Inc.によって提供されて
いるクラウドコンピューティングサービスである Ama-
zon web servicesを使用する．その理由は、現存のクラス
タコンピューティングの中で最も簡便にMapReduceフ
レームワークを取り扱うことができる Amazon Elastic
MapReduceサービスが提供されているためである。

Amazon web servicesでは Amazon EC2と称される
仮想マシンの計算パワーと Amazon S3と呼ばれるデー
タストレージをネットワークを介して提供している．こ

こでは，MapReduce処理を EC2と S3を用いて実行す
るためのサービスである Amazon Elastic MapReduce
サービスを使用する．本サービスはMapperとReducer
のスクリプトを記述し、S3上にアップロードして使用す
るだけでMapReduceフレームワークでの並列分散処理
を実行可能としている。その模式図を図 3に示す。ここ
では、EC2クラスタ計算機上で実行されたMapReduce
処理の出力は S3データストレージに保存される。また、
利用するクラスタ数とその性能に応じた料金を 1時間単
位で課金されるシステムである．以下の実験では，High-
CPU Extra Large Instanceと称される 64bitプラット

ファーム，7GBメモリ、20コアECUユニットをもつイ
ンスタンスと呼ばれる仮想マシンを指定し，サービスを

利用した．また、この使用料は 1インスタンスにつき 1
時間 0.8ドルである。

3 粒子フィルタによる状態推定

3.1 状態空間モデルによる状態推定

粒子フィルタは与えられた観測データから，その観測

データに関連する潜在変数の確率分布を推定するアルゴ

リズムである．本論では，その潜在変数の推定問題を柔

軟かつ広範に取り扱うことができる状態空間モデルの枠

組みで論を展開する．

ここで，時刻 tの観測ベクトルを yt とし，その観測

に影響を与える変数を要素としてもつベクトルを状態ベ

クトルと呼び xtとする．通常，状態ベクトル xtは潜在

変数として取り扱われる．ここで f と hを非線形関数，

vtを密度関数 q(v)に従うシステムノイズ，wtを密度関

数 r(v)に従う観測ノイズとすると，非線形・非ガウス
型の状態空間モデルは以下のような時系列モデルとして

考えることができる．

xt = ft(xt−1,vt), (1)

yt = ht(xt,wt) (2)

時刻 {t0, · · · , t1}までの状態が与えられたときの時刻 t2

の状態を xt2|t1，{y1, · · · ,yj}を y1:j と表すと，状態ベ

クトルの推定は y1:tが与えられたときの xtの条件付き

分布 p(xt|y1:t)を求めればよい．状態空間モデル上でそ
れらは以下の一期先予測とフィルタリングのステップに

より実現できる．

[一期先予測]

p(xt|y1:t−1) =∫
p(xt|xt−1)p(xt−1|y1:t−1)dxt−1, (3)

[フィルタリング]

p(xt|y1:t) = α−1p(yt|xt)p(xt|y1:t−1), (4)

α =
∫

p(yt|xt)p(xt|y1:t−1)dxt

ここで解析の対象としているモデルが線形モデルかつ

ガウス分布で表現される場合，状態ベクトルと観測ベク

トルは線形状態空間モデルの枠組みで取り扱うことが

可能である．そこでは，Kalman Filterのアルゴリズム
を用いることで，最適な状態ベクトルの推定を行うこと

が可能であることが知られている [21]．一方，対象とす
るモデルが非線形もしくは非ガウス分布で表現される
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## initialization step ##
Generate initial particles x

(i)
0|0 ∼ p0(x), where p0 is

an initial distribution
for t = 1 to T do

## Prediction step ##
for i = 1 to N do

x
(i)
t|t−1 = f(x(i)

t−1|t−1, v
(i)
t )

w
(i)
t = likelihood of particle i

end for

Wt =
∑N

i=1 w
(i)
t

## Filtering step ##
for i = 1 to N do

x
(i)
t|t = filterd particles from {x(1)

t|t−1 · · ·x
(N)
t|t−1}

by sampling with replacement in proportion to
w

(i)
t /Wt

end for

end for

図 4: 粒子フィルタのアルゴリズム
場合，Kalman Filterによる状態推定は最適性を保証さ
れない．そのため，非線形モデルに対しては Extended
Kalman Filterなどの状態推定法が用いられていたが，
推定精度やアルゴリズムの収束性に問題があった．ま

た，Non-Gaussian Filter[22]などの状態推定法も存在す
るが，計算量の観点から高次元（5次元以上）の状態ベ
クトルに関する状態推定問題への適用が困難であった．

3.2 粒子フィルタ

そこで，状態ベクトルの確率分布形を数値解析的に推

定するのではなく，状態ベクトルがとる確率分布からの

確率変数の実現値としてみなすことができる多数の粒子

（確率分布からのサンプル）により分布を近似する状態

推定法が粒子フィルタである．その各分布は次式の

p(xt|y1:t) ≅
1
N

N∑

i=1

δ(xt − x
(i)
t|t), (5)

p(xt|y1:t−1) ≅
1
N

N∑

i=1

δ(xt − x
(i)
t|t−1), (6)

を式 (3),(4)へ代入することで近似する．粒子フィルタ
のアルゴリズムを図 4に示す．図中のN は粒子の数を，

T は全体のステップ数を表す．

問題の規模や特性によりその適切な数は異なるが、粒

子数が少なすぎると図に示す退化が生じ，適切な状態推

定が行われない．また、粒子数はパラメータや状態変数

の推定精度にも影響し、遺伝子ネットワークのパラメー

タ推定問題において，粒子数を十分な数にまで増やすこ

Do initialization step
## In Map step ##
Do partition particles
for t = 1 to T do

Do prediction step
Do filtering step

end for

list(keys,values) ⇐ (random number, x
(i)
T |T )

Do Shuffle step
## In Reduce step ##
list(value) ⇐ {keyr,list(valuer)}

図 5: MapReduce反復無しMRPFアルゴリズム

Do initialization step
for t = 1 to T do

## In Map step ##
Do partition particles
Do prediction step
Do filtering step
list(keys,values) ⇐ (random number, x

(i)
t|t)

Do Shuffle step
## In Reduce step ##
list(value) ⇐ {keyr,list(valuer)}
particles at next time step ⇐ list(value)

end for

図 6: MapReduce反復ありMRPFのアルゴリズム
とでパラメータ推定精度が向上する例も報告されている

[11]．

4 MapReduce粒子フィルタ
本章ではMapReduceフレームワークにおける粒子フ

ィルタのアルゴリズムを実装する．ここではそのアルゴリ

ズムをMapReduce粒子フィルタと呼びMRPF(MapReduce
particle filter)と呼ぶ．以下に，1度のMapReduce処理
で実現する MRPFを MapReduce反復無しの MRPF，
MapReduce処理を複数回繰り返すMapReduce反復有
りのMRPFの 2種類のMRPFを提案する．MapReduce
反復無しのMRPFアルゴリズムを図 5に、MapReduce
反復ありのMRPFアルゴリズムを図 6にそれぞれ示す．
また，両者の概念図を図 7と図 8にそれぞれ示す．

4.1 MapReduce反復無しの粒子フィルタ

ここではMap処理の各ノードにおいて，それぞれ独
立に t = 1から T ステップの粒子フィルタを実行する．

162



[Map step]

Particle 

filter 1

[Reduce step]

Integration

of

particles
Output 

In
it
ia

l 
p
ar

ti
cl

es

Partitioned 

particles

...

Particle 

filter M

...

From (key = 1, value = x
(i)

1|1) to (key = T, value = x
(i)
T|T)

Shuffle

図 7: MapReduce反復無しMRPFの概念図
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図 8: MapReduce反復ありMRPFの概念図

各Mapperからキーと値のペア (t, x
(i)
t|t)のリストを出力

する。ここでキーの値には、どの時刻の粒子であるのか

判別するために時刻 tを付与する。その後，Reduce処
理において全体の各ノードの粒子を統合し、時刻 1 ∼ T

までの x(i)が出力される．ここでは 1度のMap処理と
Reduce処理によって粒子フィルタの並列分散処理が実
行される．このアルゴリズムでは退化を起こさないため

各ノードで十分な粒子数が必要となるが，実装が簡便で

あるというメリットがある．

4.2 MapReduce反復ありの粒子フィルタ

ここでは各Mapperにおいてそれぞれ独立に時刻 tの

一期先予測とフィルタリングのステップを実行し，キー

と値のペア (random number, x
(i)
t|t)のリストを出力とす

る。ここでキーの値には乱数により各粒子の IDを付与
している。その後 Reduce処理で各ノードでフィルタリ
ングされた時刻 tの粒子を統合し、各時刻の粒子 x

(i)
t|t を

出力する．その統合された粒子を時刻 t+1の入力とし，
時刻 t + 1のMapReduce処理を実行する．このアルゴ

リズムでは全粒子の統合と再配置の処理とMapReduce
のオーバーヘッド作業を各時刻ステップ毎に行う必要が

あるため、反復無しのアルゴリズムと比べて計算時間は

必要となるが、全体の粒子の多様性を維持することがで

きる．

5 実験と結果

5.1 実験

本章では上記の 2つのアルゴリズムを非線形モデルの
状態推定問題に適用し，その計算時間を検証する．ここ

では，非線形状態推定問題でベンチマークとしてよく用

いられる以下の非線形システムを対象として実験を行う

[1, 2, 23]．




xt = 1
2xt−1 + 25xt−1

1+x2
t−1

+ 8 cos(1.2t) + vt

yt = x2
t

20 + wt

x0 ∼ N(0, 5), vt ∼ N(0, 1), wt ∼ N(0, 10)

xtと ytはそれぞれ時刻 tの潜在変数と観測変数である。

またN(0, σ2)は平均ゼロ、分散 σ2 の正規分布とする。
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表 1: MapReduce反復無しMRPFの計算時間 [秒]
C=1 C=2 C=4 C=8 C=16

10K 3068 1571 1531 1523 1548

50K 9210 4591 3099 2578 1625

1M 19798 11715 6422 3312 1867

ここでは，利用するクラスタ数は 1,2,4,8,16インスタ
ンス、使用する粒子の数はそれぞれ 10万、50万、100
万粒子と設定する。また、MapReduce反復無しのアル
ゴリズムではステップ数を T = 100、MapReduce反復
ありのアルゴリズムでは T = 1として実験を行う。

MapReduce反復ありのアルゴリズムでは、各時刻ス
テップ毎の出力を 1 期先ステップの入力として再配置
する処理が必要となる。現サービスではストレージ内

でそれら粒子の再配置処理を実行することができない。

そのため、ストレージからローカル計算機にデータを転

送し、再配置のため処理を行い、そのデータを再びスト

レージへ転送する処理が必要となる。また、このアルゴ

リズムでは各時刻ステップ毎に同様の処理を繰り返すた

め、T = 1として実験を行い、その計算時間に必要なス
テップ数を乗算することで任意の T の値に対して実際

の計算時間を推定できる。

粒子を分散して並列処理を行うため、適切な粒子数を

各Mapperに割り当てる必要がある。本実験では分散さ
れた一つの粒子のセットを 1万粒子と設定する。すなわ
ち、各実験において使用した粒子数は 1万粒子× 10セッ
ト（10万粒子）、1万粒子× 50セット（50万粒子）、1
万粒子× 100セット（100万粒子）である。（1セット 1
粒子とすると原子モンテカルロ法に、1セットに全粒子
を割り当てると通常の粒子フィルタとなる）。また、状

態変数の推定精度については [1, 2, 23]等で詳しく議論
されているため本論では取り扱わない．

5.2 MapReduce反復無しMRPFの結果

前節で述べた非線形状態推定問題に対し，MapReduce
反復無しMRPFを適用した．T = 100におけるMapRe-
duce反復無しMRPFの計算時間を各クラスタ数、各粒
子数ごとに表 1に示す。表内の数字は計算にかかった秒
数であり、10K、50K、1Mはそれぞれ 10万粒子、50万
粒子、100万粒子を、C=nは nクラスタを使用した実験

であることを意味する。また、各クラスタ数に関して、

1クラスタ使用時に対する計算速度の倍率を図 9に示す。
100万粒子を使用した実験では、クラスタ数に比例し
て計算速度が上がっていることが図 9から分かる。1ク
ラスタ使用時の計算時間は約 5時間 30分かかっている
が、16クラスタ使用時の計算時間は約 31分まで短縮さ

Speed up
図 9: MapReduce反復無しMRPFの計算時間の短縮率

表 2: MapReduce反復ありMRPFの計算時間 [秒]
C=1 C=2 C=4 C=8 C=16

10K 85 78 56 51 50

50K 245 196 119 71 51

1M 473 380 211 109 62

れた。50万粒子でも並列化による計算時間の短縮が確認
できるが 100万粒子時と比べ効果は小さい。また、10万
粒子使用時では顕著な並列化の効果は見られなかった。

5.3 MapReduce反復ありMRPFの結果

前節で述べた非線形状態推定問題に対し，T = 1とし
てMapReduce反復ありMRPFを適用した．計算処理
にかかった時間を表 2に、また各粒子数毎のデータ転送
にかかった時間を表 3にそれぞれ示す。
計算処理時間の短縮に関しての並列化の効果はMapRe-

duce反復無しMRPFの結果とほぼ同様の結果となって
いる。しかし、50万粒子、100万粒子ではすべてのクラ
スタ数に対してデータ転送時間が計算処理時間を上回っ

ている。16クラスタ、100万粒子使用時のデータ転送時
間は計算処理時間の約 12倍もかかっている。このため、
計算時間の短縮のためにはデータ転送時間がボトルネッ

クとなることが分かる。また、実験結果を 100 倍して
T = 100に対する 100万粒子使用時の計算時間の推定
を行うと、1クラスタでは約 32時間、16クラスタでは
約 23時間となった。
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表 3: データ転送時間 [秒]
0.1M 0.5M 1M

75 351 761

6 考察
MapReduce反復ありMRPFに関しては、100万粒子

使用時に関して並列分散化の効果が大きく表れている。

16クラスタ使用時には 1クラスタ使用時に比べ約 10.6
倍の高速化が実現されている。50万粒子、10万粒子の
使用時に 100万粒子使用時と比べ並列分散化の効果が低
いのは、並列分散化による計算速度は分散させる粒子の

セット数に依存しているためと考えられる。1万粒子×
10セット（10万粒子）に対して 16クラスタを利用する
のは、目的に対して不適切である。そのため、分散させ

る粒子のセット数と使用するクラスタ数による費用対効

果などの関係性を調べることは今後の課題である。

MapReduce反復あり MRPFにおけるデータ転送時
間の問題は、ローカルなクラスタ計算機を用いることや

ローカリティを有したネットワークデータ転送を必要と

しないクラウドコンピューティングを用いることで解決

できる。しかし、本論の趣旨から外れるため、ここでは

議論しない。また計算処理時間に関しては、表 2よりア
ルゴリズムによる並列分散化の有効性を確認できるてい

る。そのため、ローカリティを伴うMapReduceフレー
ムワーク実行環境を有するサービスが提供されること

で、本アルゴリズムは実用可能となるであろう。

本論で述べたMRPFのアルゴリズムは比較的単純な粒
子フィルタのMapReduceでの実装である．MapReduce
の特性を活かした効率の良いアルゴリズムの考案は今後

の課題である．

7 むすび
本論では MapReduce フレームワークにおける粒子
フィルタアルゴリズムについて述べた．2種類のMapRe-
duce粒子フィルタアルゴリズムを提案・実装し，クラ
ウドコンピューティングのサービスを使用して計算時間

の短縮について検証した．その結果クラウドコンピュー

ティングとMapReduceフレームワークを用いた並列分
散処理化の効果を確認することができた．これにより，

クラスタコンピュータを持たない研究者・実務家におい

ても大量の粒子を使用する粒子フィルタの実装と応用が

可能であることを示すことができた．近年，粒子フィル

タの応用はマーケティングの分野へも広がりつつあり，

大規模統計モデルを実務へ応用したい実務家にとって有

益な指針を示すことができた．より大規模なモデルでの

検証や実問題への応用は今後の課題である．
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Virutual Concept Drift環境におけるRBFNNのモデル選択
Model selection for RBFNN under Virtual Concept Drift Environments

山内康一郎∗

Abstract: In this research, a model-selection criterion for RBFNN under virtual concept
drift environments is proposed. Under such environments, the prior distribution of learning
samples is changing over time so that online learning tasks usually cause catastrophic
forgetting. Such environments are parts of covariate shift.
First of all, a statistical model of such environments is constructed. Then, we applied
the learning strategies under covariate-shift using the statistical model. The method also
provides the model selection criterion. Moreover, several strategies for reducing the com-
putational complexity are also discussed.

Keywords: Virutal Concept Drift, 追記学習，共変量シフト，RBFNN, 汎化誤差，分布予
測，t分布, 情報量基準

1 まえがき
同時分布 P (x, y) = P (y|x)P (x) から発生する学習サ
ンプル (xb, yb) (b = 1, 2, · · ·) によって，入力ベクトル x

と出力 yとの間の条件付き分布 P (y|x)を Radial Basis
Function Neural Network(RBFNN)に学習させること
を考える．これを online学習で実現するには，独立かつ
同一分布 (i.i.d)の xが与えられることを前提としなけれ

ばならない．しかし，現実の環境では P (x)自体が時間
と共に変化することが多く online学習が Catastrophic
forgettingを起こして失敗する．これをここではVirtual
Concept Drift環境 [1] と呼ぶ．
この問題を克服するため多くの研究者が追記学習法

を提案してきた [2–9]. これらのシステムは忘却を抑制
しつつも，個々の学習サンプルを一度提示されるだけで

学習が完了するという one-pass-learningを可能とする．
これは，学習サンプル提示直後に運用期間に移ったネッ

トワークが，いかなる入力が与えられても可能な限り誤

りリスクを少なくするための学習戦略である．つまり，

少なくとも既学習サンプルに似た入力に対しては確実に

正解できるようにしておくことによって，誤りリスクを

最小限に抑えようとするヒューリスティックな学習戦略

である．これはすなわち，未来に与えられるサンプル分

布が既学習サンプル分布を包含し，未知のサンプルを含

∗中部大学工学部 情報工学科, 〒 487-8501 愛知県春日井市松本町
1200, tel. 0568-51-9391, e-mail yamauchi@cs.chubu.ac.jp,
Chubu University Department of Information Science, 1200,
Matsumoto-cho, Kasugai-shi, Aichi, 487-8501, JAPAN

む分布であることを仮定しており，既学習サンプルその

ものとは異なる分布であることを仮定した学習戦略と言

える．

一方，近年，学習サンプルの分布とテストサンプルの

分布が異なる場合の学習戦略に関して深い議論がなされ

るようになってきている (e.g [10] [11]). このような環境
のことを一般に共変量シフト (Covariate Shift)と呼び，
テストサンプルに対する誤差を最小にする重みつき評価

関数や，モデル選択基準も開発されている．もしこれら

の知見を追記学習法に適用できれば，理論的に妥当な追

記学習アルゴリズムとこれに適したモデル選択法の両方

を構築できる可能性がある．

しかしながら，追記学習ではテストサンプル分布は未

来に提示される新しいサンプルに相当するため，未知で

あると仮定せねばならない．残念ながら従来の研究には

このテストサンプルの分布を予測する研究はほとんど見

当たらず，これまでの研究成果をそのまま追記学習に適

用することができない．

そこで筆者は，既に与えられたサンプルから，未来に提

示されるサンプルの分布を予測する方法を考案し，これ

を使用した追記学習アルゴリズムの構築を試みた [12,13]．
さらに，このような環境に適した RBFNNのモデル選
択基準を与え，その性能を評価した [14]．本研究ではこ
れに加えて計算量の削減方法について考察を行った．

次節 2ではここで想定する学習器について説明する．
3では追記学習環境のモデルとして未来に提示されるサ
ンプルの予測分布の導出を試みる．4 では 3で求めた予
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測分布を用いたモデル選択付き追記学習アルゴリズムを

示す．6ではいくつかのベンチマークテストの結果を示
し，7でまとめる．

2 想定する学習システム
本研究では以下のように簡単化した追記学習システム

を仮定する (図 .1)．すなわち，Radial Basis Function
Neural Network(RBFNN)の横に提示された学習サンプ
ル全てを保持するバッファが設けられてある．システム

は学習サンプルの収集期間とリハーサル期間 (再学習期
間)とを繰り返す．
これは，各々の学習期間において新しいサンプルのみ

ならず過去の学習サンプルの再学習も行うタイプの追記

学習法 [2,3,5–7,9] に共通する基本的な構造となっいる．

(x1, F (x1))

x

fθ(x)

(xnew, F (xnew))

Append new instances

Rehearsal

(x2, F (x2))

Buffer RBFNN

図 1: 本研究で仮定する学習システム
但し，ここでは簡単のためバッファのサイズに制限は

無く，無限個貯められるものとする．またリハーサル期

間中，RBFはバッファに貯められた全サンプルをオフ
ライン学習するものとする．また RBFは毎度リセット
され学習と後述するモデル選択とを最初からやり直すも

のとする．このように新しいサンプルが与えられる度に

学習をやり直すことから RBFNN単体で見た場合には
追記学習とはかけはなれているように見えるかもしれな

いが，バッファを含めた本学習システム全体に対しては，

逐次的に学習データを与える形となっている．

fθ(x)を RBFNNの出力値とすると，

fθ(x) =
M∑

j=1

wj exp

(
−‖x − uj‖2

2v2
j

)
, (1)

ここにM は隠れユニット (Kernel)の数である．
ここでの学習の目的は以下の評価関数を最小化するこ

とである．

E =
∫

(F (x) − fθ(x))2q(x)dx, (2)

ここに F (x)は望ましい出力値を表し，q(x) は真の入
力分布を表している．q(x)は学習サンプルの分布 P (x)
とは異なるものであることに注意する．

3 追記学習環境のモデル化
共変量シフト環境下での学習では以下のような重みつ

き誤差関数を使用する．

E =
∑

b

W (xt)
{
yt − fθ(xt)

}2 (3)

ここに (xt, yt)は各々の学習サンプルを表す．W (x)は
各々のサンプルの重みを表し，

W (x) =
(

q(x)
P (x)

)λ

(4)

である．ここに P (x)は学習サンプル分布，q(x)はテス
トサンプル分布を表す．0 ≤ λ ≤ 1は平坦化パラメータ
である．

追記学習では q(x)は将来提示されるサンプル全体の
分布を表すものと仮定せねばならない．すなわち，q(x)
を P (x)から予測する必要がある．これを如何にして行
うかがここでの主要課題となる．

3.1 q(x)の予測

今，N 個のサンプルが既に与えられ，バッファに格納

されているものと仮定する．この少数のサンプルから考

えうる q(x)の候補はいくつも考えられる．そこで q(x)
をこの候補の平均分布 (以降 q̂(x)と記す)で近似するも
のとする．q̂(x)は以下のように表すことができる．

q̂(x) =
∫

P (x|S)P (S|x1, x2, · · ·xN )dS, (5)

ここに S は分布を表すパラメータベクトルを表す．こ

こで最も簡単な仮定として，q(x)が正規分布であると
すると，q̂(x)は自由度N − 1の Student’s-t分布で表せ
ることが知られている [15]．すなわち，

q̂(x) =
Γ [(N − 1 + p)/2]

((N − 1)π)p/2Γ [(N − 1)/2] |Σ|1/2
×

[
1 +

(x − u)T Σ−1(x − u)
N − 1

]−(N−1+p)/2

,(6)

ここに p = dim(x), u = E[x]そして Σは分散共分散行
列である．

ここで P (x) は正規分布を仮定して，現在までに得
られた N サンプルから ML 法で予測する．すなわち，
P̂ (x)を P (x)の予測分布とすると，P̂ (x)は N (Σ,u),
Σ = 1

N

∑N
b=1(xb −u)(xb −u)T，u = 1

N

∑N
b=1 xb で表

される．すなわち, q̂(x)/P̂ (x)は

q̂(x)
P̂ (x)

=
(

2
N − 1

)p/2 Γ[(N − 1 + p)/2]
Γ[(N − 1)/2]
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×

[
1 + (x−u)T Σ−1(x−u)

N−1

]−(N−1+p)/2

exp
(
−1

2 (x − u)T Σ−1(x − u)
) . (7)

Student’s-t分布はサンプル数N が大きくなるにつれて

真の正規分布に近付いていくため，サンプル数 N が大

きくなるにつれて q̂(x)/P̂ (x) は 1に近付いていくこと
に注意されたい．

しかし経験上，現実の環境ではP (x)と q(x)は複雑な
形状を持っていることが普通であり，単一の正規分布、

Student’s t分布のみで対処できるとは考え難い．
さらに，既に冒頭で述べたように，提示されるサンプ

ルは i.i.dであるとも限らず，ある短時間内での学習サ
ンプルの分布を観測した場合，その時の状況によって大

きく異なった特定領域に集中的に提示されることが多い

(例えばロボットのセンサーから得られるデータ等)．そ
こで，以下では，より現実の問題に適合する分布予測法

を考える．

3.2 サンプル分布が変遷する場合の q(x)の
予測

その時々の状況 (以後 Si (i = 1, 2, · · ·)で表す)に強く
依存したサンプルが集中的に現れ，且つ変遷する (図 2
参照)場合を考える．各状況 Siはそれまでの変遷履歴に

応じて次の状態に遷移するが，時間が経つと再度同じ状

況が現れるものと仮定する．

S1 S2

S3

space of x

p11 p22

p21

p12

p23

p32

p33
p13

q(x|S3)

図 2: サンプル分布の遷移．(各々の状態は入力空間上の
対応する位置で表現される)

すなわち，この状態遷移がマルコフ過程で表現される

ものとし，かつエルゴード的であるとするならば，十分

長い時間が経つと各状態 Si となる確率はその初期状態

に依存しない確率となり，q̂(x)は近似的に

q̂(x) '
∑

i

q(x|Si)p(Si) (8)

と表すことができる1．つまり，q̂(x)は混合分布として

1状態遷移する時間間隔はパターンが提示される時間間隔よりも十
分に長いと仮定するが，特にこの事を明示的に数式には表現していな
い．これは Si の状態遷移がエルゴード性を持つと仮定し，将来に渡っ
て提示される全サンプル分布の平均として求めるため，不要となる．

近似的に表せると予想される．同様に P̂ (x)についても

P̂ (x) '
∑

i

P (x|Si)p(Si) (9)

すなわち，

q̂(x)
P̂ (x)

=
∑

i q(x|Si)p(Si)∑
i P (x|Si)p(Si)

(10)

ここで、P (x|Si)は正規分布で表されるものとし，q(x|Si)
は P (x|Si)の中心位置と分散共分散行列を使って表現さ
れた Student t分布であるとする．すると、次のように
近似できる．

q̂(x)
P (x)

' q(x|Sj)p(Sj)
P (x|Sj)p(Sj)

=
q(x|Sj)
P (x|Sj)

(11)

ただし，

j = arg max
i

P (x|Si) (12)

である．

各々の p(x|Si)は正規分布とし，その中心位置と分散
共分散行列は Expectation and Maximization (EM) ア
ルゴリズム [16] を使用して決定した．またそのモデル
数 (正規分布の数)は AIC [17] を使用して決定した．

q(x|Si)は p(x|Si) と同一の中心位置を持つ Student-t
分布である．したがって重みは各々のクラスターについ

て求めることとなる．すなわち，W (x)は式 (11)より

W (x) ={(
2

Ni − 1

)p/2 Γ[(Ni + p − 1)/2]
Γ[(Ni − 1)/2]

×

[
1 + (x−ui)

T Σ−1
i

(x−ui)

Ni−1

]−(Ni+p−1)/2

exp
(
−1

2 (x − ui)T Σ−1
i (x − ui)

)


λ

,(13)

ここに

i = arg max
j

1
(2π)p/2|Σj |1/2

× (14)

exp

(
−

(x − uj)T Σ−1
j (x − uj)

2

)
.

ここにNi, Σi, uiはそれぞれ，第 iクラスタに属する

サンプル数, 分散共分散行列，平均ベクトルである．
ただしこの手法は，既に与えられたサンプルのみを使

用して，重みW (x) を近似的に求めようとするもので
あり，サンプル数の少ない学習の初期段階では，当然の

事ながらその後に与えられる全サンプルの分布を考慮し

たW (x) を得ることは困難である．ここでは，既に与
えられたサンプルの近傍に与えられるサンプルの分布を

考慮したW (x)である．
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4 学習アルゴリズム
3.2 で求めた重みWi(x) を使用して RBFNNの学習
アルゴリズムを構築する．RBFNNは，リハーサル期間
中，重みつき誤差関数式 (3) を最小化するように，バッ
ファに保存された全てのサンプルを学習するものとす

る．ここでは様々な学習法が採用可能であるが，出来る

限り正確な評価ができるように，中間ユニットと出力

ユニットの間のコネクションは，Weighted Least Squre
(WLS) で最適化する．中間ユニットの中心位置と分散
は，Moodyらが提案した手法 [18] に則って決めること
にした．すなわち，この方法では k 個の中間ユニット

の中心位置を k-means法によって決定し，各ユニット
の分散については、それに最も近いユニットの中心位

置との距離によって決定する．また中間ユニットの数は

Shimodairaによって提案された ICw 4.2 によって決定
する．

4.1 RBFNNの学習法

本研究ではMoodyらが提案した手法 [18] に若干の修
正を加えた手法を採用する．すなわち，中間ユニットの

中心位置と分散は重みつき fuzzy k-means 法を使って決
定する．既に述べたように中間ユニットと出力ユニット

の間のコネクションはWLSを使用して最適化する．
重みつき fuzzy k-means法は, fuzzy k-means [19]法
を重みつきサンプルに適応させたもので，各クラスター

中心位置 uj は 1ステップ前の中心位置できまるクラス
ターに属するサンプルの重みつき平均によって決定さ

れる．

u
(n+1)
j :=

N∑
b=1

W (xb)xb exp(−‖xb − u
(n)
j ‖2/c2)

ĉw

∑
j′ exp(−‖xb − u

(n)

j′ ‖2/c2)
, (15)

ここに ĉw =
∑N

b=1 W (xb) であり，cは分散である．た

だし各々の中心位置の初期位置は簡単のため B の最初

の k サンプル, xj , に一致させた．この fuzzy k-means
法が収束した後，各 Hidden Unitの分散は

σ2
j = κ minj′ 6=j‖uj − uj′‖2, (16)

で決定する．ただし κ (≥ 1)はオーバラップファクター
[20] である．

WLSは、中間ユニットと出力ユニットの間のコネク
ションの Eq(3)を最小化する最適解を解析的に求める．
これをここではベクトルwML = (w1, w2, · · · , wM )T で

表す．ただしwiは第 i番めの中間ユニットと出力ユニッ

トとの間の重みを表す．

wML = (ΦWT Φ)−1ΦT WF , (17)

ここにF は望ましい出力ベクトルであり、(F = (F (x1),
F (x2), · · · , F (xN )))T )である。W は対角行列であり、

その要素はWbb = W (xb) (b = 1, 2, · · · , N) で与えら
れる．Φ は design matrix でありその各要素は Φbj =
exp(−‖xb − uj‖2/(2σ2

j )) である．この学習法を使うこ
とで，少なくとも中間ユニットと出力ユニットの間のコ

ネクションについては必ず Eq.(3) を最小化する重みが
得られるため、W (x)の効果を評価し易くなる．

4.2 λおよび中間ユニット数の最適化

汎化誤差を最小にするためには平坦化パラメータ λと

中間ユニット数M をうまく決定する必要がある．これ

を行うために本研究では，Shimodaira(2000) [10] が提
案した共変量シフト環境における情報量基準 ICw を使

用する．regressionを扱うとすると ICw は以下のよう

に導出できる [10]．

ICw :=
N∑

b=1

q̂(xb)
P̂ (xb)

{
ε̂2
b

σ̂2
+ log(2πσ̂2)

}
(18)

+ 2
N∑

b=1

q̂(xb)
P̂ (xb)

{
ε̂2

b

σ̂2
ĥb +

W (xb)
2ĉw

(
ε̂2

b

σ̂2
− 1

)2
}

,

ここに ε̂b は入力 xb に対する残差を表し，

σ̂2 =
∑N

b=1 W (xb)ε̂2
b/ĉw である．ここに ĉw =

∑N
b=1 W (xb)

．ĥb (b = 1, 2, · · · , N) は以下で表される hat matrix
の対角要素を表す．

ĥ = Φ(ΦT WT Φ)−1ΦT W. (19)

すなわち ICwを最小にする組合せ (λ∗,M∗)を探せば
良い．本研究では λとM の組合せを予め幾つか用意し，

その中で ICw が最小となる組合せを解とした．

5 計算量削減法の検討
本手法において大きな計算量が必要となるのは，モデ

ル選択の部分である．モデル選択は，P (x)の予測のた
めの混合分布の数，RBFNNの中間ユニット数およびパ
ラメータ λの決定のために実行される．

モデル選択では一般に複数の解候補を用意し，それら

の中で最も情報量基準 (AIC/ ICw) の小さい解候補を
選択する．このとき横軸にパラメータ数，縦軸に情報量

基準の値を取ってプロットすると多くの場合 V字型の
グラフとなる．そのため，混合分布のモデル数もしくは

RBFNNの中間ユニット数を 1個づつ増加させて学習さ
せ，AICもしくは ICw の値が増加に転じた時点でモデ

ルの生成を止め，ひとつ前のモデルを解とするようにす

れば，大幅に計算量の削減が期待できる．
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しかしながら，実際には情報量基準の値は V字形状
になるとは限らず最適なモデルが選択できない可能性も

ある．これを確認するため後述の実験では，まず混合分

布のモデル選択に関してこのように簡略化した場合の性

能の違いを検証した．

6 計算機実験
人工データセットとベンチマークデータセットを使っ

て提案システムを評価した．本学習アルゴリズムは新し

いサンプルの収集期間 (recording phase)とリハーサル
期間 (rehearsal phase)とを繰り返すが，本手法の新規
点である分布予測に基づく重みつき誤差関数の効果を調

査するには，1セットの recording, rehearsal phaseのみ
で十分である．そこで，recording phaseに提示するサ
ンプルをランダムに変えて性能を評価した．なお，表現

の簡素化のため重みつき誤差関数を使って学習を行うモ

デルを” WRBFNN”, 重みを付けない従来の誤差関数を
使って学習を行うモデルを”org-RBFNN” と表記するこ
とにする．org-RBFNNは従来の追記学習法 [2–7,9] に
相当する．また org-RBFNNは λ = 0としたWRBFNN
と同一であることに注意する．

6.1 1次元人工データに対するW (x)

W (x)がどのように設定されるかを見るために 1次元
の人工データで動作を確認した．

(x, y) = (x, 1.5)

x ∼ 1
2
N (−20, 2) +

1
2
N (20, 2) (20)

ここから 50個のサンプルを生成した．さらに Eq. (13)
の効果を明示的に示すため，N (10, 5)から 3つのデータ
を生成して孤立点として加えた．

 0

 1

 2

 3

 4

 5

-25 -20 -15 -10 -5  0  5  10  15  20  25

W(x)

(x,y)

図 3: W (x)の例

この図から分布の端の方に位置する x程，重みが増加

していることが分かる．孤立点の重みはさらに大きくなっ

ている．すなわちこのような孤立点に対して，RBFNN
がより強く学習することを意味している．

6.2 ベンチマークテスト

平坦化パラメータ λ と中間ユニット数 M の最適値

(λ∗,M∗)を探し，この最適値におけるWRBFNNのパ
フォーマンスと同じ中間ユニット数 M∗ における org-
RBFNNのパフォーマンスを比較した．本稿では UCI-
machine learning repositoryに収録されてある
cpu-performanceデータセットに対するパフォーマンス
のみ示す2．5で述べた計算量の削減法を考察するためモ
デル選択の方法に応じてパフォーマンスの比較を併せて

行った．このため，以降，簡略化されたモデル選択法を

採用するものを”-Quick”を付けて示すものとする．す
なわちMixture of Gaussianを使用した分布推定に関す
るモデル選択については，AIC − org と記し，その簡

略化されたものを AIC − Quickと記すことにする．

本来ならば recording-, rehearsal-phaseを交互に何度
も繰り返す学習法ではあるが，性能を評価するには 1回
の recording, rehearsal-phaseだけで十分である．
データセットからは，その一部の 100個データをラン

ダムに選択したものを 50セット用意した．それぞれの
100個のデータは recording phaseにおいてバッファB

に貯められるものとみなす．

分布推定にあたっては分布の分散共分散行列を簡単の

ため対角要素のみ扱い，パラメータの推定を行った．λ

を探す際の刻幅は 0.1とした．また，中間ユニット数の
上限を 20個としてある．また評価用のテストデータは
全データセットとした．ただし評価結果に関してはデー

タセットの選びかたによって誤差が大きく変動するため，

(x, y) = (MSEWRBFNN , MSEorg−RBFNN )
をプロットして評価する．ここに

MSE∗ ≡ 1
Ntotal

Ntotal∑
b=1

(F [xb] − fθ∗(xb))2, (21)

である．すなわちこのようにして打たれた点が直線y = x

よりも上に分布しているならば，WRBFNNのパフォー
マンスが org-RBFNN のそれよりも良いことを意味す
る．但し，学習が不安定に陥るのを防ぐためW (x)の値
が 10以上にならないように制限を加えた．
図 4は各学習データセットに対する
(x, y) = (MSEWRBFNN ,MSEorg−RBFNN )

をプロットし，したものである．本手法においては各々

の学習データセットにおいて最適な λ と中間ユニット

数 M を探索するが，場合によっては λ = 0 すなわち
WRBFNN でありながら org-RBFNN と同一の学習法

2他のデータセットに対するパフォーマンスについては文献 [14] を
参照されたい．ただし [14] では分布推定に関するモデル選択は簡略
化されたものを使用している．
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を選択することがある．つまり，この場合はポイントが

y = x上に配置される．しかし λ > 0を選択した場合に
その効果があればパフォーマンスのポイントが y = xの

上側に配置されるが悪ければ下側に配置される．

この結果より cpu-performanceに関してはパフォーマ
ンスのポイントが y = xよりも上に配置される頻度が

高いため，本手法の効果が得られていると考えられる．

また，簡略化されたモデル選択アルゴリズムを使用

した”AIC-Quick”とオリジナルのモデル選択アルゴリ
ズムを使用した”AIC-org”を比較すると，概ね結果が重
なっており，計算量を抑えてもパフォーマンスに与える

影響が少ないことを示唆している．

7 まとめと考察
本研究では，追記学習が共変量シフトの一つであるこ

とを指摘し，これまでに研究されてきた共変量シフトに

対処する学習戦略を組み込んだ追記学習法の構築を目指

した．これを実現するために，既に与えられたサンプル

からこの先将来に渡って提示されるサンプルの分布を予

測する手法を考案し，これを使った重み付き誤差関数を

定義した．

しかしながら，既に得られたサンプルから遠い将来

に渡って提示されるサンプルを正確に予測することは不

可能である．提案手法では，近い将来，既に与えられた

サンプルの近傍に提示されるサンプルの分布を予測す

るものとなっている．これは次の意味において妥当であ

る．すなわち，RBFNNを使用する場合，学習後のネッ
トワークが対処できる入力領域 (定義域)は既に与えられ
た学習サンプルの近傍に限られる．したがって，既学習

サンプルから遠く離れたサンプルに対しては，いかなる

努力も果を結ばないと考えられるため，ここでの予測分

布も既学習サンプルの近傍において有効に働けば良い．

本研究ではさらにこれに合う RBFNNの中間ユニッ
ト数を決定する手法も与え，常に与えられたデータセッ

トにフィットし、且つ将来与えられるデータにもフィッ

トするであろうRBFNNを構築することが出来る．また
実験結果よりモデル選択アルゴリズムを簡略化すること

により計算量を低く抑えることが出来ることも示した．

本稿での詳述は避けたが，複数のベンチマークテスト

も行っており，提案システムの効果は学習データセット

に大きく依存することが分かっている [14]．つまり本手
法において 3.2で予測するVirtual Concept Drift環境に
フィットするデータであれば効果を発揮するものの，そ

れ以外のデータ、すなわち学習データとデータセット全

体の分布とが一致する場合などでは効果を発揮しない．

だが Virtual Concept Drift環境は現実の学習環境に

おいては頻繁に発生する．例えば太陽電池の照度とパ

ネル表面温度に対する最大電力点の分布は太陽の傾き

と共に時々刻々と変化する．さらに学校で毎日生徒に教

える事柄に付いても，最初から全体を網羅する内容では

無くそれぞれの項目を順番に教えていくため，Virtual
Concept Driftと言える．したがってこのような現実の
学習環境において本手法が必要とされると考える．

参考文献
[1] A. Tsymbal. The problem of concept drift: definitions

and related work. Technical Report TCD-CS-2004-
15, Department of Computer Science, Trinity College
Dublin, 2004.

[2] Takao Yoneda, Masashi Yamanaka, and Yukinori
Kakazu. Study on optimization of grinding conditions
using neural networks – a method of additional learn-
ing –. Journal of the Japan Society of Precision Engi-
neering/Seimitsu kogakukaishi, 58(10):1707–1712, Oc-
tober 1992.

[3] Hiroshi Yamakawa, Daiki Masumoto, Takashi Ki-
moto, and Shigemi Nagata. Active data selection
and subsequent revision for sequential learning with
neural networks. World congress of neural networks
(WCNN’94), 3:661–666, 1994.

[4] Stefan Schaal and Christopher G. Atkeson. Con-
structive incremental learning from only local informa-
tion. Neural Computation, 10(8):2047–2084, Novem-
ber 1998.

[5] Koichiro Yamauchi, Nobuhiko Yamaguchi, and Nao-
hiro Ishii. Incremental learning methods with retriev-
ing interfered patterns. IEEE transactions on neural
networks, 10(6):1351–1365, November 1999.

[6] Robert M. French. Pseudo-recurrent connectionist
networks: An approach to the “sensitivity stability”
dilemma. Connection Science, 9(4):353–379, 1997.

[7] Bernard Ans and Stephane Roussert. Neural networks
with a self-refreshing memory: knowledge transfer in
sequential learning tasks without catastrophic forget-
ting. Connection Science, 12(1):1–19, 2000.

[8] Nikola Kasabov. Evolving fuzzy neural networks
for supervised/unsupervised online knowledge-based
learning. IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics, 31(6):902–918, December 2001.

[9] Seiichi Ozawa, Soon Lee Toh, Shigeo Abe, Shaoning
Pang, and Nikola Kasabov. Incremental learning of
feature space and classifier for face recognition. Neural
Networks, 18:575–584, 2005.

[10] Shimodaira Hidetoshi. Improving predictive inference
under covariate shift by weighting the log-likelihood
function. Journal of Statistical Planning and Infer-
ence, 90(2):227–244, 2000.

[11] Masashi Sugiyama, Shinichi Nakajima, Hisashi
Kashima, Paul von B¨unau, and Motoaki Kawan-
abe. Direct importance estimation with model se-
lection and its application to covariate shift adapta-
tion. In Twenty-First Annual Conference on Neural

172



 0

 0.002

 0.004

 0.006

 0.008

 0.01

 0.012

 0.014

 0.016

 0.018

 0  0.002  0.004  0.006  0.008  0.01  0.012  0.014  0.016  0.018

AIC-quick:

AIC-org:

y=x

図 4: cpu-performanceに対するパフォーマンス (AIC-orgと AIC-quickを同時にプロットしてある)

Information Processing Systems (NIPS2007), Decem-
ber 2007.

[12] Koichiro Yamauchi. Covariate shift and incremen-
tal learning. In Advances in Neuro-Information
Processing 15th International Conference, ICONIP
2008, Auckland, New Zealand, November 25-28, 2008,
Revised Selected Papers, Part I, pages 1154–1162,
November 2008.

[13] 山内康一郎. 共変量シフトと追記学習. Technical Report
NC2008-142, 電子情報通信学会技術報告, 3月 2009.

[14] Koichiro Yamauchi. Optimal incremental learning un-
der covariate shift. Memetic Computing, page Ac-
cepted, 2009.

[15] 繁桝 算男. ベイズ統計入門. 東京大学出版会, 1985.

[16] A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin. Max-
imum likelihood from incomplete data via the em al-
gorithm. Journal of the Royal Statistical Society, B
39(1):1–38, 1977.

[17] Hirotugu Akaike. A new look at the statistical model
identification. IEEE Transactions on Automatic Con-
trol, AC-19(6):716–723, December 1974.

[18] J. Moody and C. J. Darken. Fast learning in neu-
ral networks of locally-tuned processing units. Neural
Computation, 1:281–294, 1989.

[19] J.C. Bezdek. A convergence theorem for the fuzzy
isodata clustering algorithms. IEEE Transactions
on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2:1–8,
1980.

[20] John Platt. A resource allocating network for func-
tion interpolation. Neural Computation, 3(2):213–225,
1991.

173



情報論的学習理論テクニカルレポート 2009
Technical Report on Information-Based Induc-
tion Sciences 2009 (IBIS2009)
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Abstract: Spam blogs or splogs are blogs hosting spam posts, created using machine
generated or hijacked content for the sole purpose of hosting advertisements or raising the
PageRank of target sites. Among those splogs, this paper focuses on detecting a group
of splogs which are estimated to be created by an identical spammer. We especially show
that similarities of html structures among those splogs created by an identical spammer
contribute to improving the performance of splog detection. In measuring similarities of
html structures, we extract a list of blocks (minimum unit of content) from the DOM
tree of a html file. We show that the html files of splogs estimated to be created by an
identical spammer tend to have similar DOM trees and this tendency is quite effective in
splog detection.
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1 まえがき
ブログには個人の意見情報が記されており，市場の動

向を推測するための手掛かりや製品についての意見調査

をする上で有益であるとして，近年注目を集めている．

そのため，従来からあるインデクシングのみを行う検索

エンジンとは異なる，ブログ特有の情報検索サービスが

出現している．
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具体的には，ブログ解析サービスとして，Technorati1，
BlogPulse2，kizasi.jp3，blogWatcher 4 [1]などが存在す
る．多言語ブログサービスとしては，Globe of Blogs5 が
言語横断ブログ記事検索機能を提供している．またBest
Blogs in Asia Directory 6 がアジア言語ブログの検索機

能を提供している．Blogwise7もまた多言語ブログ記事

の分析を行っている．

一方で，ブログのウェブコンテンツの作成と配信は非

常に容易になっており，そのことが引き金となって，ア

フィリエイト収入を得ることを目的とするスパムブログ

(以下，スプログ)が急増している [2, 3, 4, 5, 6]．スプ
ログにおいては，通常，広告主への誘導または対象サイ

トのページランクを増加する目的のもとで，機械的な

文書作成や他サイトの引用という手段を用いて自動的

1http://technorati.com/
2http://www.blogpulse.com/
3http://kizasi.jp/ (日本語のみ)
4http://blogwatcher.pi.titech.ac.jp/ (日本語のみ)
5http://www.globeofblogs.com/
6http://www.misohoni.com/bba/
7http://www.blogwise.com/
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表 1: スプログ/非スプログデータセット

(a) スプログ/非スプログ数

ブログホスト CC 社 SS 社 その他 合計

スプログ数 198 293 277 768

非スプログ数 210 259 2849 3318

合計 408 552 3126 4086

(b) 大量生成型スプログ数

ブログホスト CC 社 SS 社

ID 1 2 3 4

スプログ数 163 26 31 33

に記事を生成し，大量のリンクを有するブログを機械的

に自動生成する．[4] は英語ブログにおいて，約 88%の
ブログサイトがスプログであり，それは全ブログポスト

の 75%を占めると報告している．このことから，[3, 7]
に述べられているように，スプログは情報検索品質の

低下やネットワークと格納資源の多大な浪費などといっ

た問題を起こす要因となる．そのため，近年，スプログ

の分析や検出を目的とした研究が進められている．[5]
では，TREC8Blog06データコレクションを用いて，ス
プログのピング時系列特性，入力度数/出力度数の分布
特性，典型的な単語群を分析している．また，[4, 6]は，
BlogPulseデータセットを用いたスプログ分析の結果を
報告している．一方，[8, 9, 10, 4]では，スプログを機
械的に特定し，排除する技術について報告している．

以上の先行研究をふまえて，本論文では，同一のスパ

ムブログ作成者が自動的に大量生成したと推測されるス

プログは，HTML構造が類似していることを示す．また，
機械学習のひとつである Support Vector Machines [11]
(SVM)を用いた枠組みによって，スパムブログの判定
を行うタスクを設定する．未判定のブログが入力された

とき，SVMの分離平面によって，スパムブログかそう
でないかを決定する．さらに，SVMでは分離平面との
距離を出力できるので，分離平面との距離を信頼度とし

て利用する [12]．出力である信頼度を用いて，ブログを，
高信頼度スパムブログ判定結果，高信頼度非スパムブロ

グ判定結果，低信頼度判定結果の三種類に分ける．特に，

HTML構造の類似性を素性として，SVMを用いたスプ
ログ検出を行った結果において，スプログ検出の性能が

向上することを示す．

8http://trec.nist.gov/

1

図 1: HTML文書からのDOM系列抽出およびDOM系
列差分算出の例

2 スプログ/非スプログデータセット
本論文では，2007年 9 月 ∼2008年 2 月の期間にお

いて収集した日本語スプログ/非スプログデータセット
を用いる．日本語スプログ/非スプログデータセットは，
[13, 14]で提案された基準によって，スプログ/非スプロ
グを判定した結果が付与されている．また，日本語スプ

ログ/非スプログデータセットの中で，極めて構造が類
似するスプログを，同一作成者が自動生成している「大

量生成型」のスプログ [13, 14] として同定し，大量生成
型スパマー IDを付与している。それ以外のスプログを
「単発」スプログとした。

本論文の評価のうち，特に大量生成型スプログを対

象とした評価においては，スプログ・非スプログデータ

セット中において，一定数以上の大量生成型スプログを

収集済の大量生成型スパマー IDを対象とする．具体的
には，表 1に示すように，ブログホスト CC 社におけ
るスパマー ID=1の大量生成型スプログ，および SS社
におけるスパマー ID= 2, 3, 4の大量生成型スプログを
対象とする．なお，[13, 14]においては，2社以上のブ
ログホストにまたがって，同一の大量生成型スパマーに

よって自動生成されたと推測される大量生成型スプログ

も収集されている．しかし，異なるブログホストのスプ

ログ・非スプログの間では，HTML文書の構造が大き
く異なることが多いため，本論文では，同一の大量生成

型スパマーによって自動生成された大量生成型スプログ

のうち，特にブログホストが同一のものに限定して評価

を行う．
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3 HTML構造の類似度

3.1 HTML文書のDOM系列の抽出

本論文では，[15]で提案されたブロック抽出の方式を
ふまえて，HTML文書から DOM系列を抽出する．
まず，図 1に示すように，HTML文書 s中の全ての

HTMLタグを木構造で表現する．次に，このHTMLタ
グの木構造に対して，ブロックレベル要素として用いら

れるタグのうち，Pタグおよび DIVタグによって木構
造を分割し，これらのタグの下位にあるタグを取り込む

ことによって，個々のブロックを構成する．ここで，一

般に，ブロックレベル要素としては，PタグおよびDIV
タグ以外のタグも用いられるが，本論文では，簡単化の

ために，PタグおよびDIVタグに限定する．また，[15]
と同様に，BODYタグも，Pタグおよび DIVタグと同
様に扱い，BODYタグの位置において，HTMLタグの
木構造の分割を行う．さらに，[15]では，ブラウザにレ
ンダリングされない SCRIPTと STYLEの二タグ及び
その下位ノードはブロック内に含めないとしているが，

本論文では，ブロックの中身の詳細を区別するために，

これらのタグ以下もブロック内に含める．

次に，ブロックにまとめあげられた HTMLタグの木
構造を横型探索することにより，ブロックのリスト構造

を形成し，HTML文書 sの DOM系列 dm(s)とする．

3.2 DOM系列の差分の割合

HTML文書 sおよび tに対して，それぞれから抽出さ

れたDOM系列 dm(s)，および dm(t)の差分をDPマッ
チングによって求める．DPマッチングの際，挿入および
削除のコストを 1，置換のコストを 2として，DPマッチ
ングのより求まる編集距離を edit distance (dm(s), dm(t))
とする．次に，以下の式で s，tの DOM系列の差分の
割合 Rdiff(s, t)を計算する．

Rdiff(s, t) =
edit distance (dm(s), dm(t))

|dm(s)| + |dm(t)|
図 1に，二つのスプログのHTML文書からDOM系列

を求めた後，差分の割合を模式的に算出する様子を示す．

3.3 DOM系列の差分の割合の分布

次に，スプログもしくは非スプログの HTML文書の
集合SおよびT の間で，HTML文書 s ∈ Sおよび t ∈ T

の間のDOM系列の差分の割合を求め，その分布を分析
する．具体的には，大量生成型のスプログ同士，大量生

成型のスプログと単発スプログの間，大量生成型のス

プログと非スプログの間，および，単発スプログ・非ス

プログ同士の間で DOM系列の差分の割合の分布を比
較する．そのためにまず，HTML文書 s ∈ S に対して，

HTML文書集合 T の要素 t ∈ T との間で，差分の割合

Rdiff(s, t)が最も小さい 10個を求め，その差分の割合
の平均値を AvMinDF10(s, T )とする9．

AvMinDF10(s, T ) = T 中で，Rdiff(s, t ∈ T )の

値が最も小さい 10個の tに

対する Rdiff(s, t)の平均値

次に，大量生成型スプログ (ID=1, CC社)，および，
大量生成型スプログ (ID=2, 3, 4, SS社)を対象として，
大量生成型のスプログ同士，大量生成型のスプログと単

発スプログの間，大量生成型のスプログと非スプログの

間，および，単発スプログ・非スプログ同士の間でDOM
系列の差分の割合の分布を求め，これを図 2において比
較する．ここで，大量生成型のスプログ同士の場合には，

同一の大量生成型スパマー ID (例えば，ID=1)を持つ
大量生成型スプログの集合を S および T として，S の

要素 sに対してAvMinDF10(s, T )の分布を求める．一
方，大量生成型のスプログと単発スプログの間の場合に

は，例えば，大量生成型スプログ (ID=1, CC社)を対象
とする場合には，大量生成型スパマー ID=1を持つ大量
生成型スプログの集合を S，ブログホスト CC社におけ
る全単発スプログの集合を T として，Sの要素 sに対し

てAvMinDF10(s, T )の分布を求める．大量生成型のス
プログと非スプログの間の場合も同様である．一方，単

発スプログ・非スプログ同士の間の場合は，ブログホス

ト SC社およびブログホスト SS社のそれぞれについて
分布を求める．例えば，図 2(a)の場合は，ブログホスト
CC社中の単発スプログ ・非スプログの和集合を S お

よび T として，Sの要素 sに対して AvMinDF10(s, T )
の分布を求める．図 2(b)，(c)，(d)の場合は，ブログホ
スト SS社中の単発スプログ・非スプログを対象として
同様の分布を求める (図 2(b)，(c)，(d)とも全く同一の
分布を示している．) 図 2(a),(c),(d)のいずれの分布を
見ても，大量生成型のスプログ同士の分布に対して，そ

れ以外の，大量生成型のスプログと単発スプログの間の

分布，大量生成型のスプログと非スプログの間の分布，

および，単発スプログ・非スプログ同士の分布がほぼ分

離される傾向にあることが分かる．例えば，図 2(a)で
は，大量生成型のスプログ同士では，ほぼ全ての大量生

成型に対する AvMinDF10(s, T )の値が 0から 0.15の
範囲に分布しており，それ以外の三種類の分布とはほぼ

分離される
9AvMinDFk(s, T ) について，k = 1, . . . 25 の性能を比較した結

果，k = 10 の場合が最も高い性能を示した．
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(a)大量生成型スプログ (ID = 1，CC社) (b)大量生成型スプログ (ID = 2，SS社)

(c)大量生成型スプログ (ID = 3，SS社) (d)大量生成型スプログ (ID = 4，SS社)

図 2: スプログ・非スプログの DOM系列の差分の割合の分布

また，図 2(b)の ID=2の大量生成型スプログにおい
て，大量生成型のスプログは,他のブログサイトに比べ
て類似しているとはいえない．これらにおいては，スプ

ログの本文部分は極めて類似しているが，サイドバー部

分が大きく違うことにより，AvMinDF10(s, T )が大き
くなっていた．

以上の結果から，同一の大量生成型スパマー IDを持つ
大量生成型スプログの HTML 文書から抽出した DOM
系列は，相互に高い類似性を持つものが多く，この類似

性を用いることにより，同一ブログホストにおける単発

スプログや非スプログとの識別において利用できる可能

性があることがわかった．

4 スプログ検出のための素性
本節では SVMによるスプログ判定において用いる素

性について述べる．

4.1 DOM系列の差分素性

本論文では，3 節で述べた手法により，HTML文書
から DOM系列を抽出し，それらの差分の割合を求め，
素性値とする．以下では，訓練・評価事例となるスプ

ログまたは非スプログを s とし，3.3 節の手順により
AvMinDF10(s, T )を求めた後，

その対数 log AvMinDF10(s, T )を素性値とする．この
手順において，差分を求める対象の集合 T を二通り用

意することにより，以下の二種類の素性を設定する．

1. 集合 T を，訓練事例中の全ブログの集合とする．

この素性を，DOM系列差分 (ブログ)素性とよぶ．

2. 集合 T を，訓練事例中の全大量生成型スプログの

集合とする．この素性を，DOM系列差分 (大量生
成型)素性とよぶ．

4.2 従来からの素性

文献 [16, 17]で使用した素性を従来の素性とする．

4.2.1 ブラックリスト/ホワイトリストURL素性

訓練事例として，スプログ/非スプログが与えられる
と，そのHTML文書からアウトリンクとなっているURL
を抽出する．その中から以下の条件を満たすものを選定

し，ホワイトリスト URLとした．

i) 訓練事例中のスプログの HTMLファイルのいず
れにも含まれない URLである．

ii) 訓練事例中の非スプログの HTMLファイルの中
で，2回以上出現する URLである．
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次に，各ホワイトリスト URL uに以下のように重みづ

けを行い，ホワイトリスト URL素性の値を算出した．

log
∑

u

⎛
⎜⎝
訓練事例全体の中の

非スプログにおける

uの総出現頻度

⎞
⎟⎠×

⎛
⎜⎝

評価事例

における uの

出現頻度

⎞
⎟⎠

4.2.2 名詞句素性

[18, 13, 14]の知見より，スプログおよび非スプログ中
における単語の分布には異なりがあり，特定の種類の単

語は非スプログよりもスプログに現れやすいということ

がわかっている．そこで，特定の名詞句とスプログ，非

スプログとの間の相関をとらえるために，名詞句素性を

導入する．

具体的には，スプログ/非スプログの本文テキストを
形態素解析10 した結果から名詞句を抽出し，以下の分

割表にしたがって，訓練データ中のスプログ/非スプロ
グにおける名詞句 w の出現頻度を用いて，スプログと

名詞句 wとの間の φ2統計量を求めた.

w ¬w

訓練データ中

のスプログ

freq(スプログ,
w ) = a

freq(スプログ,
¬w ) = b

訓練データ中

の非スプログ

freq(非スプログ
, w) = c

freq(非スプログ
, ¬w) = d

φ2(スプログ, w) =
(ad − bc)2

(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)

また，評価事例に対しては，この名詞句素性の値とし

て以下の式を用いた．

log
∑
w

φ2(スプログ, w) ×
(
評価事例における

wの出現頻度

)

4.2.3 アンカーテキスト名詞句・リンクURL素性

ブラックリスト/ホワイトリスト URL 素性および名
詞句素性よりもより詳細な条件を設定することにより，

より有効な性能を示す素性として，アンカーテキストの

名詞句およびそのリンク先URLの (緩い)組み合わせを
用いる．以下，まず，名詞句wおよびブログサイト sに

対して，以下の尺度AncfB(w, s) および AncfW (w, s)
を定義する．

AncfB(w, s) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

ブログサイト s 中で名詞句 wが

アンカーテキストに含まれ

そのリンク先がブラックリスト

URLもしくは訓練事例中の
スプログとなっている回数

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

10日 本 語 形 態 素 解 析 器 茶 筌 (http://chasen-legacy.
sourceforge.jp/) および ipadic 辞書を用いた．

AncfW (w, s) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

ブログサイト s 中で名詞句 wが

アンカーテキストに含まれ

そのリンク先がホワイトリスト

URLもしくは訓練事例中の
非スプログとなっている回数

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

そして，訓練事例中のスプログ全体の中での総出現頻

度
∑

s

AncfB(w, s)が 2以上であるものを選定し，「ブ

ラックリスト URLへのアウトリンクを持つスプログア
ンカーテキスト名詞句」とする．次に， wを「ブラック

リスト URLへのアウトリンクを持つスプログアンカー
テキスト名詞句」として，評価事例 tに対して以下の重

みを算出し，評価事例 tに対する「ブラックリストURL
へのアウトリンクを持つアンカーテキスト名詞句素性」

の値とする．

log
∑
w

( ∑
訓練事例中の

スプログ s

AncfB(w, s)
)
× AncfB(w, t)

同様の手順で，訓練事例中のスプログ全体の中での総

出現頻度
∑

s

AncfW (w, s)が 2以上であるものを選定

し，「ホワイトリスト URLへのアウトリンクを持つスプ
ログアンカーテキスト名詞句」とする．次に，wを「ホ

ワイトリスト URLへのアウトリンクを持つスプログア
ンカーテキスト名詞句」として，評価事例 tに対して以

下の重みを算出し，評価事例 tに対する「ホワイトリス

ト URLへのアウトリンクを持つアンカーテキスト名詞
句素性」の値とする．

log
∑
w

( ∑
訓練事例中の

スプログ s

AncfW (w, s)
)
× AncfW (w, t)

5 スプログ検出および信頼度尺度

5.1 SVMを用いたスプログ検出

SVM機械学習を行うためのツールとして，TinySVM
(http://chasen.org/~taku/software/TinySVM/)を
用いた．カーネル関数としては，線形および 2次多項式
を比較し，2次多項式の方が性能が良かったため，6 節
においては，2次多項式カーネルを用いた場合の結果を
示す．また，全ての素性に値がないものは訓練データか

ら除外する.
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5.2 信頼度尺度

SVM機械学習での信頼度尺度として，分離平面から
各評価事例への距離を用いた [12]11．具体的には，正例
として判定される事例に対する分離平面からの距離の下

限LBDp，および，負例として判定される事例に対する

分離平面からの距離の下限 LBDnをそれぞれ設定する．

6 評価

6.1 評価手順

本節では，表 1(a)に示すデータセットのうち，CC社
および SS社のスプログ・非スプログデータセットを用
いて，ブログホスト別に，スプログ/非スプログ検出性
能 (図 3)，および，「大量生成型スプログ」/「単発スプ
ログ・非スプログ」検出性能 (図 4) の評価を行った．ス
プログ/非スプログ検出性能の評価においては，CC社
を対象とした評価では全 408ブログサイトを，SS社を
対象とした評価では全 552ブログサイトを，それぞれ用
いた．「大量生成型スプログ」/「単発スプログ・非スプ
ログ」検出性能の評価においては，CC社の場合は，大
量生成型スプログ 163サイトおよび単発スプログ・非ス
プログ計 163サイトを用い，SS社の場合は，大量生成
型スプログ 90サイトおよび単発スプログ・非スプログ
計 90サイトを用いた．評価においては，これらのデー
タセットを用いて，10分割交差検定を行った．

6.2 評価尺度

以下の説明においては，スプログ/非スプログ検出性
能の評価においては，スプログを正例，非スプログを負

例とする．また，「大量生成型スプログ」/「単発スプロ
グ・非スプログ」検出性能の評価においては，大量生成

型スプログを正例，単発スプログ・非スプログを負例と

する．

以下では，評価用事例集合，および，正例として判定

される事例に対する分離平面からの距離の下限 LBDp

を用いる．分離平面からの距離が LBDp 以上となる評

価事例に対して，正例として判定した場合の再現率，適

合率を測定する．そして，LBDpを変化させた場合の再

現率，適合率の推移をプロットする．同様に，評価用事

例集合，および，負例として判定される事例に対する分

離平面からの距離の下限 LBDn を用いて，分離平面か

らの距離が LBDn 以上となる評価事例に対して，負例

として判定した場合の再現率，適合率を測定する．そし

11機械学習および統計的自然言語処理の分野における能動学習 (例
えば，[19, 12, 20] 等) 手法の研究事例においては，未知事例のうち
で信頼度の低い事例を選別して訓練事例に追加する過程において，信
頼度尺度が利用される．

て，LBDn を変化させた場合の再現率，適合率の推移

をプロットする．

6.3 評価結果

図 3および図 4において，「ベースライン」のプロット
は，従来からの素性だけを用いて訓練した分類器の性能

を示す．「+DOM系列差分 (大量生成型)」のプロットは，
従来からの素性に DOM系列差分 (大量生成型)素性を
追加して訓練した分類器の性能を示し，「+DOM系列差
分 (ブログ)」のプロットは，従来からの素性にDOM系
列差分（ブログ）素性を追加して訓練した分類器の性能

を示す．図 3および図 4の (a-1)，(a-2)において，「2素
性＋DOM系列差分 (ブログ)」のプロットは，ホワイト
リストURL素性，名詞句素性，DOM系列差分 (ブログ)
素性を用いて訓練した分類器の性能である．一方，図 3
および図 4の (b-1)，(b-2)において，「2素性＋DOM系
列差分 (ブログ)」のプロットは，ホワイトリスト URL
素性，ブラックリスト URLへのアウトリンクを持つア
ンカーテキスト名詞句素性，DOM系列差分 (ブログ)素
性を用いて訓練した分類器の性能である．

図 3において，(a-1)および (b-1)のスプログ検出性
能においては，ベースラインからの改善は達成できてい

ないが，(a-2)および (b-2)の非スプログ検出性能にお
いて，DOM系列差分 (大量生成型)素性を用いた場合，
ベースラインからの改善が達成できている．(a-2)にお
いては，DOM系列差分 (ブログ)素性についても，ベー
スラインからの性能改善が達成できている．

これらの結果から，訓練データ中で大量生成型スプロ

グの情報を付与すれば，未知のスプログ検出の性能を確

実に改善できることが分かる．ブログホストによっては，

大量生成型スプログの情報を付与しなくても，未知のス

プログ検出の性能を改善できる場合もある．

一方，図 4においては，「大量生成型スプログ」検出
性能および「単発スプログ・非スプログ」検出性能の両

方において，ベースラインからの改善が達成できてい

る．また，DOM系列差分 (大量生成型)素性だけでなく
DOM系列差分 (ブログ)素性においても，ベースライン
からの改善が達成できている．この場合は，訓練事例中

において大量生成型スプログの情報を用いていることが

その大きな理由であると考えられる12．

また，図 3および図 4を通して，「2素性＋DOM系列
差分 (ブログ)」および「+DOM系列差分 (ブログ)」の

12図 3および図 4の検出分類器のサポートベクター数は，「+DOM
系列差分 (大量生成型)」および「+DOM系列差分 (ブログ)素性」の
モデルは，ベースラインの 4/5 程度に減少していることが分かった．
これによって，サポートベクターの観点からみても，ベースラインに
比べて，「+DOM系列差分 (大量生成型)」および「+DOM系列差分
(ブログ) 素性」のモデルが改善していると言える．
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(a-1) スプログ検出性能 (CC社) (a-2) 非スプログ検出性能 (CC社)

(b-1) スプログ検出性能 (SS社) (b-2)非スプログ検出性能 (SS社)

図 3: スプログ/非スプログ検出性能

(a-1) 大量生成型スプログ検出性能 (CC社) (a-2) 単発スプログ・非スプログ検出性能 (CC社)

(b-1) 大量生成型スプログ検出性能 (SS社) (b-2) 単発スプログ・非スプログ検出性能 (SS社)

図 4: 「大量生成型スプログ」/「単発スプログ・非スプログ」検出性能
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性能の比較においては，極端に大きな差は見られない．

この結果から，DOM系列差分 (ブログ)素性を用いれ
ば，それ以外の従来からの素性を全て用いなくとも，従

来からの素性 2種類を適切に選定さえすれば十分である
ことが分かる．

以上の結果より，従来からの素性と比較して，DOM
系列差分 (大量生成型)素性およびDOM系列差分 (ブロ
グ)素性が高い性能を示すことが確認できた．

7 おわりに
本論文では，同一のスパムブログ作成者が自動的に

大量生成したと推測されるスプログの検出において，

HTML構造の類似性が効果的であることを示した．機
械学習のひとつである SVMを用いた枠組みによって，
スパムブログの判定を行うタスクを設定し，HTML構
造の類似性を素性として，SVMを用いたスプログ検出
を行った結果において，スプログ検出の性能が向上する

ことを示した．本論文の DOM系列差分の定式化にお
いては，例えば，木構造カーネルを用いる方式 [21]等，
理論的に裏付けされた方式を採用することにより，より

汎用的な定式化が可能と考えられるため，今後検討を進

める．

大量生成したと推測されるスプログの HTML構造は
類似性があるという特徴を用いれば，訓練事例となるス

プログを用意しなくても，DOM系列の差分の割合が極
端に小さいブログの組を自動収集することにより，教師

なしスプログ収集を実現できる可能性がある．現在，こ

の考え方に基づいて，数百万件のブログをクロールした

結果から，スプログの候補を収集し，人手によるスプロ

グ・非スプログ判定を行う作業を進めており，DOM系
列の差分の割合が極端に小さいブログの組の中にスプロ

グが含まれることを確認済みである．この結果の詳細に

ついては，別の機会に報告する予定である．
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Abstract: In this paper, we show a new formula which connects the Hessian of the Bethe

free energy and the multivariable graph zeta function. Utilizing this formula, we show

new methods for analyses of Loopy Belief Propagation (LBP) algorithm. We mainly prove

and discuss the formula in the case of binary pairwise model. First, we give a sufficient

condition that the Hessian of the Bethe free energy is positive definite, which shows non-

convexity for graphs with multiple cycles. The formula clarifies the relation between the

local stability of a fixed point of LBP and local minima of the Bethe free energy. We also

propose a new approach to the uniqueness of LBP fixed point, and show various conditions

of uniqueness. Finally, we discuss the extension to more general class of graphical models

including multinomial models and Gaussian models.

Keywords: Loopy Belief Propagation, Bethe free energy, graph zeta function

1 導入
Pearlによるビリーフプロパゲーション（Belief Prop-

agation, BP）アルゴリズム [1] は、木構造を持つ確率モ

デルに対して効率的に分配関数や周辺確率分布を厳密計

算することが知られていた。さらにサイクルをもつよう

なグラフ上の確率モデルに対してもこのアルゴリズムを

そのまま適用すると、各種の応用において非常に高い近

似性能を与えることが経験的に知られている [2]。この

ように拡張されたアルゴリズムは通常ルーピービリーフ

プロパゲーション (Loopy Belief Propagation, LBP) と

呼ばれている。LBPは BPとは違って、複雑なふるま

いをするアルゴリズムであり、それについて理解を深め

ることは重要な問題である。

この LBPアルゴリズムはベーテ自由エネルギーと密

接に関係している [3]という大変興味深い性質を持って

いる。すなわち、LBPアルゴリズムの固定点がベーテ

自由エネルギーの勾配がゼロの点と一対一に対応する。

この論文ではまず最初に、バイナリかつペアワイズな

モデルに対して「ベーテ自由エネルギーの行列式は、正

の因子を除いて、グラフの多変数ゼータ関数の逆数に等

しい」という公式を証明する。その後でこの公式を三つ

∗総合研究大学院大学　複合科学研究科　統計科学専攻、統計数理
研究所, 106-8569 東京都港区南麻布 4-6-7, tel.03-3446-1501, e-mail
watay@ism.ac.jp,fukumizu@ism.ac.jp
Institute of Statistical Mathematics, 4-6-7, Minami-Azabu,
Minato-Ku, Tokyo, 106-8569

の問題に応用する。

まず第一に、この公式をベーテ自由エネルギーのヘッ

セ行列の正定値性に関する議論に応用する。ベーテ自由

エネルギーは一般には凸でないことが知られており、こ

れが LBPの振動現象や固定点が多数出現することの一

つの原因になっている。したがって、ヘッセ行列が正定

値である範囲を知ることは興味のある問題である。この

論文ではヘッセ行列が正定値である簡単な十分条件を与

える。そしてさらにベーテ自由エネルギーが凸である必

要十分条件はグラフがツリー、又はただ一つのサイクル

を持つグラフであることを証明する。

第二の応用として、LBPの固定点の安定性とその点

でのベーテ自由エネルギーの局所的な構造の関係を議論

する。LBPはベーテ自由エネルギーを単純に小さくする

ようなアルゴリズムではないため、その関係は非自明で

ある。それについて Heskes [4] は、局所安定な LBPの

固定点はベーテ自由エネルギーの極小であることを示し

ている。本論文では、グラフのゼータ関数に現れる行列

のスペクトルについて考え、Heskesの結果を拡張する。

第三に、LBP の固定点の一意性について議論する。

まず、「LBPの固定点の指数の和は 1」という定理を示

し、それとゼータ関数とヘッセ行列の公式を組み合わ

せるというアプローチで一意性を議論する。特にこの

方法で「二つの一次独立なサイクルを持つグラフ上で、

attractiveでない相互作用の場合」を考えると、LBPの
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固定点は一意的であるということを示す。

ここまではバイナリペアワイズのモデルに対する話で

あった。本論文の一番最後では、ゼータ関数とベーテ自

由エネルギーの公式が一般の有限状態のグラフィカルモ

デルや、ガウス型のモデルに拡張できることを述べる。

2 LBPとベーテ自由エネルギー
この論文を通じ、G = (V,E) は頂点集合 V と無向辺

集合 E をもつ連結グラフとする。頂点数は N、辺の本

数はM とする。以下ではバイナリ xi ∈ {±1}の場合を
考える。変数 x = (xi)i∈V 上の確率分布が次のような形

で与えられる場合（ペアワイズ型）を考えよう:

p(x) =
1

Z

∏
ij∈E

ψij(xi, xj)
∏
i∈V

ψi(xi), (1)

ただしここで Zは規格化定数であり ψij と ψiは正値の

関数である。一般性を失うことなく ψi(xi) = exp(hixi),

ψij(xi, xj) = exp(Jijxixj) としてよい。

各種の応用において、周辺分布pi(xi) :=
∑

x\{xi} p(x)

と pij(xi, xj) :=
∑

x\{xixj} p(x) を計算することが必要

になる。グラフがツリーであればこれらは Pearl のビ

リーフプロパゲーション（BP）アルゴリズムで効率的

かつ厳密に計算できる [1]。グラフがサイクルを持つ場

合でもBPをそのまま適用すると良い近似を与えること

が経験的に知られており、この方法はルーピービリーフ

プロパゲーション（LBP)と呼ばれている。

LBPはメーッセージを伝搬していくアルゴリズムで

ある。すなわち、各有向辺に対して、まず最初に適当に

初期化されたメッセージ µi→j(xj) が割り当てられ、次

のようにして更新される。

µnew
i→j(xj) ∝

∑
xi

ψji(xj , xi)ψi(xi)
∏

k∈Ni\j

µk→i(xi), (2)

ただしNiは i ∈ V の近傍の頂点の集合である。通常は∑
xi=±1 µi→j(xj) = 1 のように規格化される。この論

文では、メッセージはすべての辺について並列に更新す

るものと考える。
メッセージがある固定点 {µ∞

i→j(xj)} に収束したとす
るとき、pi(xi), pij(xi, xj) の近似は次のように計算さ
れる。

bi(xi) ∝ ψi(xi)
∏

k∈Ni

µ∞
k→i(xi),

bij(xi, xj) ∝ ψij(xi, xj)ψi(xi)ψj(xj)∏
k∈Ni\j

µ∞
k→i(xi)

∏
k∈Nj\i

µ∞
k→j(xj), (3)

ただし、
∑

xi,xj
bij(xi, xj) = 1 ,

∑
xi
bi(xi) = 1

と規格化するものとする。式 (2) と (3) より, 関係式

∑
xj
bij(xi, xj) = bi(xi) と bij(xi, xj) > 0 は自動的に

満たされる。

次に、ベーテ自由エネルギーをギブス自由エネルギー

の計算可能な近似物として導入しよう。真の確率分布 (1)

は変分問題 p(x) = argminp̂ FGibbs(p̂)によって特徴づけ

られる。（最小は全ての (xi)i∈V 上の確率分布に関して

とる。）ギブス自由エネルギー FGibbs(p̂)は FGibbs(p̂) =

KL(p̂||p)− logZ によって定義され、p̂に関する凸関数

である。（ただし、KL(p̂||p) =
∫
p̂ log(p̂/p) は p̂から p

へのカルバックライブラーダイバージェンス。）

一方、ベーテ近似においては制約条件
∑

xi,xj
bij(xi, xj) =

1,
∑

xj
bij(xi, xj) = bi(xi), bij(xi, xj) > 0 を満たし

た {bi(xi), bij(xi, xj)}に関するで最小化を考える。この
ような制約条件を満たす {bi(xi), bij(xi, xj)} のことを
pseudomarginalという。次で定義されるギブス自由エ

ネルギーの変形をベーテ自由エネルギーという。（di :=

|Ni|は頂点の次数。）

F (b) :=−
∑
ij∈E

∑
xixj

bij(xi, xj) logψij(xi, xj)

−
∑
i∈V

∑
xi

bi(xi) logψi(xi)

+
∑
ij∈E

∑
xixj

bij(xi, xj) log bij(xi, xj)

+
∑
i∈V

(1− di)
∑
xi

bi(xi) log bi(xi). (4)

ベーテ自由エネルギー F の定義域は pseudomarginalの

全体であり、極小はただ一つとは限らない。この変分問

題で得られる {bi(xi), bij(xi, xj)} は LBPによって得ら

れるそれと同じである [3]。正確には、ベーテ自由エネ

ルギーの勾配ゼロの点の全体と LBPの固定点の全体が

一対一に対応する。

以下の議論の都合上、冗長性のない変数mi = Ebi [xi],

χij = Ebij [xixj ]を使おう。このとき pseudomarginals

は以下のように表示される。:

bij(xi, xj) =
1

4
(1 +mixi +mjxj + χijxixj),

bi(xi) =
1

2
(1 +mi). (5)

同様に F の定義域は次のようになる：

L(G) :=
{
{mi, χij}∈RN+M ; 1 +mixi +mjxj + χijxixj> 0

ij ∈ E xi, xj = ±1
}
.

F のヘッセ行列∇2F とは {mi, χij}に関する二階微分
からなる、大きさ N + M の正方行列である。これは

L(G)上の行列値関数とみることができる。ちなみに、

∇2F は Jij と hi に依存しないことに注意しよう。
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3 ゼータ関数とベーテ自由エネルギー

のヘッセ行列

3.1 ゼータ関数と伊原の公式

まずグラフに関する用語を準備しよう。グラフ Gの

各無向辺を逆向きの無向辺のペアとみて、有向辺集合 E⃗

をつくる。よって |E⃗| = 2M である。各有向辺 e ∈ E⃗に

対して、o(e) ∈ V を eの始点とし、t(e) ∈ V を eの終

点とする。さらに、各 e ∈ E⃗に対し、その逆を ē、対応

する無向辺を [e] = [ē] ∈ E と書くことにする。

G の閉測地線とは有向辺の列 (e1, . . . , ek) であって

t(ei) = o(ei+1), ei ̸= ēi+1 (i = 1, . . . , k − 1), t(ek) =

o(e1), ek ̸= ē1 を満たすものである。二つの閉測地線は

一方が他方の巡回置換で与えられる時 同値という。閉

測地線 c = (e1, . . . , ek)のm回繰り返し、

cm = (e1, . . . , ek, e1, . . . , ek, . . . . . . , e1, . . . , ek) を c の

multipleという。さらに、閉測地線がほかの閉測地線

の multipleになっていないとき、その同値類を素サイ

クルという。

さて、P を素サイクルの全体としよう。与えられた重

み u = (ue)e∈E⃗ に対して、多変数ゼータ関数[5]は以下

で定義される

ζG(u) :=
∏
p∈P

(1− g(p))−1.

ただしここで、p = (e1, . . . , ek), g(p) := ue1 · · ·uek と
し、また ue ∈ Cは収束性のため十分に小さいとする。

例 1. Gがツリーのとき、素サイクルは存在しないので、

ζG(u) = 1である。長さNのサイクル状のグラフ CN で

は、素サイクルは (e1, e2, . . . , eN )と (ēN , ēN−1, . . . , ē1)

しかないので ζCN
(u) = (1−

∏N
l=1 uel)

−1(1−
∏N

l=1 uēl)
−1

である。ただしこれら二つの場合を除くと、素サイクル

は一般に無限個あることに注意しよう。

多変数ゼータ関数は次のような行列式表示を持つ。こ

れにより、多変数ゼータの定義域は全 C2M 上に延長さ

れる。有向辺上の関数の全体を C(E⃗)と書こう。C(E⃗)

に作用する行列Mを

Me,e′ :=

1 e ̸= ē′ かつ o(e) = t(e′) の場合,

0 　それ以外の場合
(6)

と定義する。

定理 1 ([5], Theorem 3).

ζG(u) = det(I − UM)−1, (7)

但し、 U は Ue,e′ := ueδe,e′ なる対角行列である。

次に多変数ゼータ関数のもう一つの行列式表示を証明

しよう。この公式は定理 3の証明で非常に重要な働きを

果たすことになる。

定理 2 (伊原の公式の多変数版). V 上の関数の全体を

C(V )と書くことにする。C(V )の二つの線形作用素を

以下のように定義する。

(D̂f)(i) :=
( ∑

e∈E⃗
t(e)=i

ueuē
1− ueuē

)
f(i),

(Âf)(i) :=
∑
e∈E⃗

t(e)=i

ue
1− ueuē

f(o(e)). (8)

ただしここで f ∈ C(V )である。このとき以下の公式が

成立する。

det(I − UM) = det(I + D̂ − Â)
∏

[e]∈E

(1− ueuē). (9)

証明. 三つの作用素O, T ∗, ι を以下のように定義する:

(Of)(e) := f(o(e)), (T ∗g)(i) :=
∑

e∈E⃗,t(e)=i

g(e),

(ιg)(e) := g(ē), 　 f ∈ C(V ) , g ∈ C(E⃗).

すると明らかにM = OT ∗ − ι が成り立つ。よって、

det(I−UM) = det
(
I−T ∗(I+Uι)−1UO

)
det(I+Uι)

を得る。ただしここで n×m, m× nの行列 A, B に対

して det(In − AB) = det(Im − BA)が成り立つことを

用いた。

ιは自然な基底でブロック対角行列になっている。よっ

て、I + Uι の (e, ē)ブロックは[
1 ue

uē 1

]

である。したがって det(I +Uι) =
∏

[e]∈E(1− ueuē) が

成立する。

最後に T ∗(I + Uι)−1UO = Â − D̂ を確認しよう。
f ∈ C(V )に対して,(

T ∗(I + Uι)−1UOf
)
(i)

=
∑

e∈E⃗,t(e)=i

(
(I + Uι)−1UOf

)
(e)

=
∑

e∈E⃗,t(e)=i

1

1− ueuē

(
(UOf)(e)− ue(UOf)(ē)

)
=

∑
e∈E⃗,t(e)=i

1

1− ueuē

(
uef(o(e))− ueuēf(o(ē))

)
= (Âf)(i)− (D̂f)(i)

となっていることが確認できる。
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全ての e ∈ E⃗ に対して ue = uとして多変数ゼータ

関数を一変数化したしたものは伊原ゼータ関数 [6] と呼

ばれている。ここでは ζG(u)と書くことにする。この場

合、定理 2は

ζG(u)
−1 = (1−u2)M det(I+

u2

1− u2
D− u

1− u2
A) (10)

となる。この式 (10)は伊原の公式などと呼ばれている。

ただし Dは次数行列、Aは隣接行列と呼ばれ以下で定
義される

(Df)(i) := dif(i), (Af)(i) :=
∑

e∈E⃗,t(e)=i

f(o(e)), f ∈ C(V ).

3.2 主公式

定理 3 (主公式). 以下の公式が L(G)の任意の点で成り

立つ:

det(I − UM) =det(∇2F )
∏
ij∈E

∏
xi,xj=±1

bij(xi, xj)

×
∏
i∈V

∏
xi=±1

bi(xi)
1−di 22N+4M (11)

ここで bij, bi は式 (5)によって与えられる。また、

ui→j :=
χij −mimj

1−m2
j

(12)

と定めている。

略証. 定義から容易にヘッセ行列の (E,E)-ブロックは

対角行列であることが分かる。この対角成分を使って

(V,E)-ブロックと (E,V)-ブロックの成分を消す。言い換

えると、正方行列X を detX = 1でかつ

XT (∇2F )X =

[
Y 0

0
(

∂2F
∂χij∂χkl

)]

となるようにとる。長い計算を実行すると、

(Y )i,j =


1

1−m2
i
+

∑
k∈Ni

(χik−mimk)
2

(1−m2
i )(1−m2

i−m2
k
+2mimkχik−χ2

ik
)

: i = j の場合,
−Ai,j

χik−mimk

1−m2
i−m2

j+2mimjχij−χ2
ij

: そのほかの場合

を得る。式 uj→i =
χij−mimj

1−m2
i
を使えば IN + D̂ − Â =

YW となることが分かる。ただしここで Â, D̂は式 (8)

で定義されたものであり、W はWi,j := δi,j(1−m2
i )で

定義される対角行列である。以上より

det(I − UM) = det(Y )
∏
i∈V

(1−m2
i )

∏
[e]∈E

(1− ueuē)

= (11)の右辺

が成立する。第一の等式には定理 2が使われていること

に注意しておく。

定理 3はベーテ自由エネルギーのヘッセ行列の行列式

は本質的に det(I −UM) （すなわち多変数ゼータの逆

数）に等しいことを言っている。節５で示すように UM
は LBPの固定点においては、更新則の線形化に他なら

ないので、この公式は LBPに関する種々の性質を導く。

4 正定値性条件への応用
ベーテ自由エネルギーの凸性は LBPの解の一意性を

保証することもあり興味を持たれてきた。Pakzadら [7]

とHeskes [8]は凸性の十分条件を示し、ツリー又はただ

一つのサイクルを持つグラフではベーテ自由エネルギー

が凸であることを証明した。この節では主公式の一つの

応用として、そのような大域的な構造の代わりに局所的

な構造について議論する。

以下、正方行列 X に対して, Spec(X) ⊂ C はその固
有値全体を表す。また、Xのスペクトル半径（固有値の

絶対値の最大値）を ρ(X)と書く。

定理 4. Mは式 (6) で与えられたものとする。さらに

{mi, χij} ∈ L(G) に対して U は式 (12) で与えられる

ものとする。このとき、Spec(UM) ⊂ C \ R≥1 ならば

∇2F が点 {mi, χij} で正定値。

証明. 点 t ∈ [0, 1]に対してmi(t) := mi, χij := tχij +

(1−t)mimj と定義する。すると {mi(t), χij(t)} ∈ L(G),

{mi(1), χij(1)} = {mi, χij}が成り立つ。この区間では、
U(t) と ∇2F (t) が {mi(t), χij(t)} によって同様に定ま
る。明らかに U(t) = tU である。よって Spec(UM) ⊂
C \ R≥1 より、det(I − tUM) ̸= 0 ∀t ∈ [0, 1] が成立す

る。よって定理 3より det(∇2F (t)) ̸= 0がこの区間上で

成立する。一方∇2F (0) が正定値行列であることは容易

に確認できる。対称行列∇2F (t)の固有値は実数で、な

おかつ tに関して連続なので∇2F (1)の固有値はすべて

正の実数であることが分かる。

ui→j と uj→i の対称化を

βi→j = βj→i :=
χij −mimj

{(1−m2
i )(1−m2

j )}1/2

=
Covbij [xi, xj ]

{Varbi [xi]Varbj [xj ]}1/2
(13)

のようにして定める。つまり、ui→juj→i = βi→jβj→i が

成り立つ。βi→j = βj→iなので、しばしば βi→jを βijと

略記する。最後の式より、|βij | < 1が成立することが見て

取れる。対角行列Z, Bを (Z)e,e′ := δe,e′(1−m2
t(e))

1/2,

(B)e,e′ := δe,e′βe のように定義しよう。すると BM =

ZUMZ−1が成立する。よってSpec(UM) = Spec(BM)

が成り立つ。
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次の系はヘッセ行列が正定値であることのより明示的

な条件を pseudomarginalsの相関係数の言葉で与える。

系 1. αをMのペロン・フロベニウス固有値とする。

Lα−1(G) := {{mi, χij} ∈ L(G); |βe| < α−1 ∀e ∈ E⃗}
と定義する。このとき ∇2F は Lα−1(G) 上で正定値で

ある。

証明. |βe| < α−1であるので、ρ(BM) < ρ(α−1M) = 1

が成立する ([9] Theorem 8.1.18)。よって Spec(BM) ∩
R≥1 = ϕ。

α−1は原点からそれに一番近い伊原ゼータの極への距

離に他ならない。例 1より、 ζG(u) = 1（Gはツリー）、

ζCN
(u) = (1 − uN )−2 である。よって α−1 はそれぞれ

∞、1である。これらの場合 |βe| < 1が常に成り立つこ

とより、Lα−1(G) = L(G)で F は L(G)上で凸である。

これは [8]の結果の別証明になっている。一般に [9]の定

理 8.1.22を使うと mini∈V di − 1 ≤ α ≤ maxi∈V di − 1

が言える。

非凸性に関しては主公式から次のことが分かる。

系 2. t < 1で {mi(t) := 0, χij(t) := t} ∈ L(G)とおく。
このとき、

lim
t→1

det(∇2F (t))(1− t)M+N−1 = −2−M−N+1(M−N)κ(G),

が成立する。ただし κ(G)は全域木の個数である。特に

グラフが連結で二つ以上の一次独立なサイクルをもつと

き（つまりM −N ≥ 1）、F は L(G)上で凸ではない。

証明. 主張の式は橋本の定理 [10]から導かれる。橋本の

定理は伊原ゼータ関数の u→ 1 での極限を与える。（詳

細略）後半の主張は明らか。

この節の結果をまとめると、F が L(G)が凸である必

要十分条件はグラフがツリーまたは１－サイクルのグラ

フであることである。我々の知る限り、これは新しい結

果である。

5 安定性への応用
この節ではLBPの局所安定性とベーテ自由エネルギー

のLBP固定点周りでの局所的な構造を議論する。Heskes

[4]は（十分に緩和して）局所安定な固定点はベーテ自

由エネルギーの極小であることを示した。その逆は必ず

しも成り立たないことが知られている。このギャップが

どれ程のものなのか以下で見ていこう。

まず最初に LBP の更新式を離散力学系としてみよ

う。今考えているモデルはバイナリだったので、各メッ

セージ µi→j(xj)はスカラーパラメタ ηi→j でパラメト

ライズできる。各時刻における LBPアルゴリズムの状

態は η = (ηe)e∈E⃗ ∈ C(E⃗), によって記述され、更新

式 (2)はその上の変換 T とみられる。LBPの固定点は

{η∞ ∈ C(E⃗);T (η∞) = η∞} と書ける。
固定点 η∞ はこの点の十分近くから出発すると必ず

この点に収束するとき、局所安定という。局所安定性は

固定点における T の線形化 T ′によって決定される。論

文 [11]でも議論されているとおり、η∞が局所安定であ

る必要十分条件は Spec(T ′(η∞)) ⊂ {λ ∈ C; |λ| < 1}で
ある。

LBPの振動現象を抑えるため、更新式の緩和 (damp)

Tϵ := (1− ϵ)T + ϵI はしばしば有用である。ただしここ

で 0 ≤ ϵ < 1は緩和の強さを表すパラメタで I は単位行

列である。固定点がある強さの緩和のもとで局所安定で

ある必要十分条件は Spec(T ′(η∞)) ⊂ {λ ∈ C; Reλ < 1}
である。

LBP更新式の線形化 T ′(η∞)を Furtlehnerらに従っ

て良い座標系で表示しよう。

定理 5 ([12], Proposition 4.5). ui→j は LBP固定点 η∞

において式 (3), (5), (12) で与えられたものとする。線

形化 T ′(η∞) は UMに相似である。つまりある正則行

列が存在して P UM = P T ′(η∞)P−1 が成立する。

定理 3において det(I−T ′
(η∞)) = det(I−UM)とな

るので、定理3は線形化行列とベーテ自由エネルギーの局

所的な構造の直接的な関係を表していると言える。さら

に定理 4より、LBPの固定点はSpec(T ′(η∞)) ⊂ C\R≥1

のときベーテ自由エネルギーの極小であることがわかる。

以上をまとめると以下のことが分かる。{λ ∈ C; Reλ <
1}はC\R≥1 に含まれるので、（十分に緩和して）局所安

定な固定点はベーテ自由エネルギーの極小である。これは

Heskes [4]によって示されている。さらに、Spec(T ′(η∞))

が C \ R≥1 に含まれるが、{λ ∈ C; Reλ < 1}に含まれ
ないときその固定点はベーテ自由エネルギーの極小であ

るのにどう緩和しても局所安定ではないことがいえる。

どのような条件のもとではベーテ自由エネルギーの極

小は（緩和された）LBPの局所安定な固定点になってい

るのかは興味ある問題であろう。現時点ではこの問題に

完全には答えられないが、attractiveなモデル（Jij ≥ 0）

に関しては次の結果が得られる。この定理は要するに、

相互作用と外場の強さを連続的に動かしていくとき、安

定な固定点が不安定化する点はベーテ自由エネルギーの

極小が鞍点化する点に等しいことを言っている。

定理 6. 連続的にパラメトライズされた attractiveなモ

デル {ψij(t), ψi(t)}を考える。（例えば tは温度：ψij(t) =

exp(t−1Jijxixj), ψi(t) = exp(t−1hixi)）与えられた tに

対して、LBPを走らせ、安定な固定点に到達したとす
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る。ここで、tを動かし、 t = t0 でこの固定点が不安

定化したとすると、そのベーテ自由エネルギーの極小が

t = t0 で鞍点に変化する。

略証. まず、attractiveであることから ui→j ≥ 0が常に

成り立つ。あとはペロン・フロベニウスの定理と定理 3

より明らか。

定理 6は [11]の定理２の拡張になっている。（彼らは

hi = 0でmi = 0の場合のみを考えている。）

6 LBP固定点の一意性問題への応用
LBP固定点の一意性は、LBPが収束するときにはそ

の固定点がベーテ自由エネルギーの最小であることを保

証するので、過去たくさん議論されてきた。その方法と

してはminmax問題に変形する [8]、縮小写像になる条

件を調べる [13, 14]、Gibbs測度の一意性を考える [15]

などが考えられてきた。ここではそれらとは異なり、微

分トポロジー的な手法を使う。我々の手法においては定

理 3と合わせて、以下の定理が重要である。

定理 7. 任意の q ∈ (∇F )−1(0)に対してdet∇2F (q) ̸= 0

と仮定する。 ∑
q:∇F (q)=0

sgn
(
det∇2F (q)

)
= 1,

ここで x > 0のとき sgn(x) = 1、x < 0のとき sgn(x) =

−1である。この和の各項（+1または−1）を qにおけ

る F の指数という。

ベーテ自由エネルギーの勾配がゼロの点 (∇F )−1(0)

は LBPの固定点に他ならないことに注意しよう。この

定理は LBPの固定点全てに関して指数を足し上げると

１になることを言っている。

この定理の証明は省略する。この定理を証明するに

あたり、ベーテ自由エネルギーの重要な性質は qn →
∂L(G)に対し ∥∇F (qn)∥ → ∞ が成り立つことである。

ただしここで ∂L(G) は L(G) ⊂ RN+M の境界集合で

ある。

一般に、関数 F の定義域が一次元の場合は勾配ゼロ

の点における指数とは二回微分の符号に他ならない。こ

の場合に適切な境界条件のもとで定理 7が成り立つこと

は図 1から直感的に納得されるであろう。

もし何らかの方法で、前もって LBPの固定点の指数

が必ず１であることを保証できれば LBPの固定点はた

だ一つであることが証明できる。LBPを実行する前か

らわかる知識としては以下がある。

図 1: 勾配 0の点の指数を足すと 1

補題 1. 任意のLBP固定点において βijは式 (13)によっ

て与えられたものとする。このとき |βij | ≤ tanh(|Jij |),
sgn(βij) = sgn(Jij)が成立する。

証明. 式 (3)より、ある θi, θj が存在して bij(xi, xj) ∝
exp(Jijxixj + θixi + θjxj) が成立する。等号は θi = 0

かつ θj = 0のとき成立する。

定理 7と補題 3より論文 [14]で示されている一意性

の条件が直ちに出てくる。（ただし [14]ではこの条件の

もとでもっと強く、ただ一つの解への収束性まで示して

いる。）

系 3 ([14]). ρ(JM) < 1ならば LBPの固定点はただ一

つである。ただしここで J は Je,e′ = tanh(|Je|)δe,e′ は
で定まる対角行列である。

証明. |βij | ≤ tanh(|Jij |)であるのでρ(BM) ≤ ρ(JM) <

1が成立する。よって det(I−BM) = det(I−UM) > 0

であり、LBPの固定点の指数は必ず１である。

系 3の証明では、絶対値の評価のみを用いた。以下の

系 4では符号の情報も使う。この系を述べるために用語

を準備しよう。相互作用 {Jij , hi}と {J ′
ij , h

′
i}は (si) ∈

{±1}V が存在して J ′
ij = Jijsisj h

′
i = hisi を満たす

とき同値であるという。同値なモデルはゲージの変換

xi → xisiで得られるので、LBP固定点の一意性は等し

いことに注意しよう。

系 4. 連結グラフ Gの一次独立なサイクルの個数が２

であるとする。(つまりM − N + 1 = 2。) このとき、

attractiveなモデルに同値でない限り、LBP固定点はた

だ一つ存在する。

完全な証明を与える代わりに一つの例で示そう。

例 2. V := {1, 2, 3, 4},
E := {12, 13, 14, 23, 34} なるグラフを考える。相互作
用は任意の {hi}と {−J12, J13, J14, J23, J34}（Jij ≥ 0）

で与えられるものとする。（図 2 参照。）任意の 0 ≤
β13, β23, β14, β34 < 1 と−1 < β12 ≤ 0に対して det(I −
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図 2: 例 2のグラフ
図 3: グラフ Ĝ

図 4: 他の二種類

BM) > 0 を示せば十分。G の素サイクルの集合は Ĝ

(図 3)のそれと一対一に対応する。したがって、det(I−
BM) = det(I − B̂M̂)が成立する。ただしここで β̂e1 =

β12β23, β̂e2 = β13,β̂e3 = β34。−1 < β̂e1 ≤ 0 と 0 ≤
β̂e2 , β̂e3 < 1より、det(I−B̂M̂) = (1−β̂e1 β̂e2−β̂e1 β̂e3−
β̂e2 β̂e3 − 2β̂e1 β̂e2 β̂e3)(1 − β̂e1 β̂e2 − β̂e1 β̂e3 − β̂e2 β̂e3 +

2β̂e1 β̂e2 β̂e3) > 0が言える。ほかの場合は Ĝまたは図 4

のグラフに同様に帰着できる。

一方 attractiveなモデルに関しては LBPの固定点は

必ずしも唯一つではない。[11, 14]

過去の LBP固定点の一意性に関する結果はすべて、

|Jij |を何らかの意味で上から抑える条件のもとで得ら
れている。系 4はそれとはまったく異なるタイプの条件

のもとで一意性を示していることに注意しておく。

7 一般的なモデルに対しての拡張
ここまでのところ、バイナリ、ペアワイズのモデルの

みを考えてきた。しかし、定理 3はもっと一般のモデル

にまで拡張できる。この節では、この拡張について手短

に述べる。詳細は今後の論文に譲りたい。

G = (V ∪F, E⃗)をファクターグラフとしよう。e ∈ E⃗は

ファクター o(e)を始点とし、変数頂点 t(e)を終点とする

有向辺であるとする。Gの閉測地線とは (e1, e2, . . . , ek)

なる有向辺の列であって i ∈ Z/kZ で t(ei) ∈ o(ei+1),

t(ei) ̸= t(ei+1) を満たすもののことである。Gの素サ

イクルも普通のグラフのときと同様に定義される。与

えられた正の整数の集合 {ri}i∈V , rj × ri 行列の集合

{uαi→j}i,j∈α に対し、ゼータ関数の拡張は

ζG(u) :=
∏

[C]∈P

1

det(I − u
o(ek)
t(ek−1)→t(ek)

· · ·uo(e1)t(ek)→t(e1)
)

によって定義される。ただしここでC = (e1, e2, . . . , ek)

とした。この場合も定理 1 と同様な行列式表示が存在

する。

各ファクター α ∈ F、変数頂点 i ∈ V に対して、

xα = (xi)i∈α 上の指数型分布族 Eα と xi 上の指数型

分布族 Ei が与えられているとする。これらの十分統計
量を ϕα(xα), ϕi(xi) と書くことにし、次元を rα, ri と

する。さらにϕαが i ∈ αでϕiを含むとする。すなわち

ϕα(xα) = (ϕi1(xi1), . . . ,ϕik(xik), ϕ̂α(xα))

ここで、α = {i1, . . . , ik}とした。さらに「与えられた指
数型分布族は周辺化でとじている」ということを仮定す

る。すなわち、もし p(xα) ∈ Eαならば
∑

xα\i p(xα) ∈ Ei
である。たとえば、有限状態で任意のファクターグラフ

で書かれるモデルやガウス型モデルはこれらの状況に合

う。LBPのアルゴリズムは自然にこのクラスのモデル

に対して定義される。

LBP の固定点では期待値パラメタ ηi = Ebi [ϕi] と

ηα = Ebα [ϕα] は局所的な整合性条件 (ηα)i = ηi を各

α ∋ iで満たす。ベーテ自由エネルギーはこのような条

件を満たす期待値パラメターの関数になっている。また、

LBPの固定点はベーテ自由エネルギーの勾配ゼロの点

に一致する。

定理 8 (定理３の拡張). 整合性条件を満たすような期待

値パラメタ {ηi,ηα}に対して以下の公式が成立。

ζG(u)
−1= det(∇2F )

∏
α∈F

det(Varbα [ϕα])
∏
i∈V

det(Varbi [ϕi])
1−di ,

ただしここで uαi→j := Varbj [ϕj ]
−1 Covbα [ϕj ,ϕi] は rj×

ri の行列である。

最後に付け加えると fractional belief propagation [16]

型のベーテ自由エネルギーの変形に対しても定理 8は拡

張できることが分かっている。この場合はバックトラッ

クを許す Bartholdi型のゼータ関数が現れる。[17]

8 おわりに
最後に今後の課題について述べる。

まず定理 8をGeneralized Belief Propagation (GBP)

や Expectation Propagationの場合に対して、拡張がで

きるのかは興味のある問題である。特に、GBPに拡張

するのに必要になるゼータ関数の拡張は数学的にも興味

深い対象である可能性がある。

一方 LBPの重要な応用の一つである LDPC符号につ

いての研究では、Koetter [18] らは pseudo-codewords

と多変数のゼータ関数との関係を示している。ガウス型

のモデルでは, Johnson [19]らがゼータ的な分配関数の

展開公式を与えている。これらの仕事と我々の仕事は基

本的には大きく違っているが、その背後に何らかの関係

性があるかどうかは今後の興味深い研究課題である。
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本論文ではベーテ自由エネルギーに関する議論に終始

し、真の自由エネルギー（分配関数）についてはほとん

ど触れなかった。池田らの論文 [20, 21]では、情報幾何

的な LBPの解釈を導入し、ベーテ近似と厳密解の間の

展開を導出している。我々の方法の中においても、ベー

テ近似と真の値を関係付けるような何らかの明確な定理

を見出すことは重要な課題である。
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Abstract: Several key problems in machine learning can be formulated as submodular set
function maximization. We present herein a novel algorithm for maximizing a submodular
set function under a cardinality constraint — the algorithm is based on a cutting-plane
method and is implemented as an iterative small-scale binary-integer linear programming
procedure. It is well known that this problem is NP-hard, and the approximation factor
achieved by the greedy algorithm is the theoretical limit for polynomial time. As for (non-
polynomial time) exact algorithms that perform reasonably in practice, there has been very
little in the literature although the problem is quite important for many applications. Our
algorithm is guaranteed to find the exact solution in finite iterations, and it converges fast in
practice due to the efficiency of the cutting-plane mechanism. Moreover, we also provide a
method that produces successively decreasing upper-bounds of the optimal solution, while
our algorithm provides successively increasing lower-bounds. Thus, the accuracy of the
current solution can be estimated at any point, and the algorithm can be stopped early
once a desired degree of tolerance is met. We evaluate our algorithm on sensor placement
and feature selection applications showing good performance.

Keywords: 劣モジュラ集合関数最大化，カッティング・プレイン法，機械学習

1 序論
機械学習における基本問題の中には，特徴選択や能動

学習などのように，有限な集合の中から，何らかの評価

関数を最大化するような部分集合を選択する事を目的と

するものが数多く存在する．更にそれらの評価関数の多

くは，「劣モジュラ性」と呼ばれる，連続関数における

凸性に対応する性質を持つ集合関数となっている事が知

られている．劣モジュラ性を持つ集合関数は「劣モジュ

ラ関数」と呼ばれ，V を有限集合とするとき，任意の

S, T ⊆ V に対して，f(S)+f(T ) ≥ f(S∩T )+f(S∪T )
を満たす集合関数 f として定義される [2, 4]．代表的な
例としては，エントロピー関数，対称相互情報量，情報

利得関数，グラフ・カット関数などが挙げられ，近年で

は，機械学習問題を劣モジュラ関数最大化問題として扱
∗大阪大学産業科学研究所, 〒 567-0047大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1,
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う研究も見られるようになってきている [7, 11, 22]．
本稿では，次式で表わされるような，サイズ制約下で

の劣モジュラ関数 f の最大化を扱う．

max
S⊆V

f(S) s.t. |S| ≤ k (1)

ここで V = {1, 2, . . . , n}であり，k(≤ n)は正整数であ
る．なお問題 (1)は，極めて一般的な表現であり，多く
の問題をこの形式で表す事が可能である．またこの問

題は，指数関数的に膨大な数の局所解が存在するため，

計算が非常に困難である事が知られている．最適化の

分野では，本問題は NP困難であり，貪欲法により達

成される近似率 (1 − 1/e)(≈ 0.63)が，多項式時間アル
ゴリズムの限界である事が知られている（ただし，正非

減少関数の場合）[18, 3]．最近では，この問題として表
わされる複数の機械学習問題において，貪欲法が有用で

ある事が報告されるようになっている [7, 1, 11, 22]．し
かし機械学習における応用によっては，この近似率より

も最適な解を求めたい場合もある．例えば特徴選択や

センサ配置問題においては，一度選択された特徴や配置

は長期間にわたり利用されるため，選択に多くの時間を
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費やしたとしても，より良いものを選択する事が重要と

なる場合も多い．にもかかわらず，劣モジュラ最大化に

関してはこれまで，厳密解に含め，上記の近似解より最

適な解を見つける事を目的とした研究は極めて稀であ

る [16, 14]．一般の非減少劣モジュラ関数に関するもの
は，Nemhauser&Wolseyにより提案されたアルゴリズ
ム [16]が唯一であると言える．しかしこの方法は，後述
のように，一定のサイズより大きい問題に対しては計算

が非効率となってしまう．

本稿では，カッティング・プレイン法に基づき，サイズ

制約下での劣モジュラ最大化問題 (1)を解くための枠組
みを導出し，具体的なアルゴリズムを提案する．提案す

るアルゴリズムは，反復的に線形 2値計画問題（BILP）
を計算する事により実行される．この目的のため本稿で

は，関数の劣モジュラ性を用いて，反復計算の中で，現

在の最良解よりも評価関数の値が改善されない実行領域

を排除する，劣モジュラカットという切断面（最適値に

関する線形な下限）を導出する（従って本稿では，導出

するアルゴリズムを，劣モジュラカット・アルゴリズム

と呼ぶ）．この切断面による反復は，有限回での（厳密

な）最適値への収束を保証すると共に，効率的な探索を

可能とする．更に本稿では，Nemhauser&Wolseyの方
法 [16]を応用して，最適値に関する上限を導出する方法
についても述べる．これにより，現在の最良値の最適性

を評価する事が可能となり，事前に与えた ε > 0に対し
て，厳密解からの誤差が ε以内である事が保証される近

似解（本稿では ε-最適解と呼ぶ）を計算する事が可能と
なる．提案するアルゴリズムでは，反復的に BILP（上
限の計算には混合整数計画問題（MIP））を解く必要が
ある．これらの問題自体も NP困難である事が知られ

ているが，CPLEXなどのソフトウェアを用いて効率的
に計算する事が可能である．

本稿の構成は，以下のようである．まず第 2章では，
本稿で扱う劣モジュラ最大化の，機械学習における例を

簡単に紹介する．そして第 3章では劣モジュラカット・
アルゴリズムを導出し，続く第 4章において実装方法な
どの詳細について述べる．さらに第 5章では，解の上限
を求め，ε-最適解を計算する方法について述べる．最後
に第 6章では，人工データ，及び，実データを用いた検
証実験について述べる.1

2 機械学習における例
上述のように，多くの機械学習問題は，劣モジュラ最

大化問題 (1)として扱うことが可能である．ここでは，

1本稿は，文献 [10]の日本語による概略版となっている．本稿中の
定理等の証明については文献 [10] を参照のこと．

提案する劣モジュラカット・アルゴリズムの動機を明ら

かにするため，その例として，特徴選択を中心として，

いくつか簡単に紹介する．

特徴選択 自然言語処理や遺伝子解析，計算化学など，

非常に高次元な変数を扱う必要がある応用では，特徴

（又は変数）選択は極めて重要な課題として広く認識さ

れている．機械学習では，この問題は下記のような正則

化経験損失関数の最小化として扱われる事が多い [5, 19]．

C(θ) =
1
N

∑N
i=1L(fθ(xi), yi) + Ω(θ)

ここで，関数 f は特徴ベクトル xから出力 y への写像

であり，Lは損失関数，Ωは正則化関数である．単純な
例として，f として線形モデル f(x) = wT x + b，そし

て正則化として一般的なΩ(w) = λ
∑n

i=1 αi|wi|qを考え
る．q = 1の場合はいわゆる lassoである．この場合容
易に分かるように，上記の拘束なし最小化は，次の拘束

条件付き最適化問題と同様である．

min
α

∑N
i=1

1
N

L(f(xi), yi) s.t.
∑p

i=1αi|ωi|q ≤ γ

パラメータ λと γには一対一の関係がある．一方で，例

えば自乗誤差 L(f(x), y) = (y− f(x))2の場合を考える
と，この最小化は，劣モジュラ関数である重相関係数の

2乗値 (V ar(y)− 1
N (y − f(x))2)/V ar(y)の最大化と同

値である事が知られている [1]．従って q = 0の場合，こ
の問題は劣モジュラ最大化 (1)となっている事がわかる．
このように，いわゆる l0正則化の特徴選択は，劣モジュ
ラ最大化 (1)として扱える場合がある．この他にも，し
ばしば自然言語処理の特徴選択に用いられる情報利得関

数など，劣モジュラ性を有する評価関数を用いた l0正
則化による特徴選択は，劣モジュラ最大化として考える

事ができる．よく知られているように l0正則化の特徴
選択は計算が非常に困難であり，本稿で提案するアルゴ

リズムは，その厳密解への一つの効率的なアプローチを

提供する事が可能であると言える．

その他の例 その他にも，近年いくつかの応用的問題が

劣モジュラ最大化として扱われている．例えば，Krause
らによるグループでは，観測の分散をできるだけ小さく

するようなセンサ配置を決める問題を，劣モジュラ最大

化問題として貪欲法に基づくアプローチで取り組んでい

る [9, 11]．この配置に関する評価関数として用いられて
いる分散低減関数2は，上述の劣モジュラ性を満たして

いるため，貪欲法による解が近似的に良い性質を持つ事

が保証される．また，情報の起点になるブログ記事の発

見 [13]，オフラインの能動学習 [7]，またロボットのパス
2第 6.3 節を参照．
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表 1: Lovász拡張による ‘連続’と ‘離散’との関係

(discrete) (continuous)

f : 2V → R Eq.(2)
=⇒ f̂ : Rn → R

S ⊆ V
Eq.(3)⇐⇒ IS ∈ Rn

f is submodular Thm.1⇐⇒ f̂ is convex

計画 [20]といった問題が，劣モジュラ最大化として扱わ
れている．

3 劣モジュラカット
カッティング・プレイン法は，これまでも多くの数理

計画問題において，極めて成功裏に用いられてきた枠組

みである [21, 17, 8]．その基本的な考え方は，反復的に，
最適値に関する下限（線形の拘束条件）を導く事により，

現在の最良解よりも評価関数の値が改善されない実行領

域を排除するというものである．本章では，カッティン

グ・プレイン法に基づき劣モジュラ最大化問題 (1)を解
く，劣モジュラカット・アルゴリズムの導出を行う．

3.1 Lovász拡張による連続化

本稿で提案する方法導出の基本的な考え方は，Lovász
拡張と呼ばれる集合関数の連続化に基づいて，離散最適

化問題である (1)を，連続領域における凸関数最大化と
の類推から解く事にある．従ってまず本章では，Lovász
拡張について概説する．なお，Lovász拡張によって得
られる，‘連続’と ‘離散’との関係は表 1のようになる．
まず任意の実ベクトル p ∈ Rn が与えられたとき，p

のm個の異なる要素の値を p̂1 > p̂2 > · · · > p̂mと表す．

このとき，一般の集合関数 f : 2V 7→ Rに関する Lovász
拡張 f̂ : Rn 7→ Rは，次のように定義される.3

f̂(p) =
∑m−1

k=1 (p̂k − p̂k+1)f(Uk) + p̂mf(Um), (2)

Uk = {i ∈ V : pi ≥ p̂k}である．定義より，f̂ は区分

的線形関数である．一般に f̂ は凸ではないが，f の劣モ

ジュラ性と f̂ の凸性は，次のように与えられる [12, 15]．

定理 1 集合関数 f : 2V 7→ R及びその Lovász拡張に対
して，f が劣モジュラの場合，f̂ は凸となる．

ここで，ei を第 i 要素に関する単位ベクトルとして，

IS :=
∑

i∈S ei ∈ {0, 1}n となるベクトルを定義する

（本稿では，特性ベクトルと呼ぶ).4 明らかに，IS と S

3Lovász 拡張の定義においては，必ずしも劣モジュラ性を満たす
必要はない．

4例えば |V | = 6 の場合，S = {1, 3, 4} の特性ベクトルは IS =
(1, 0, 1, 1, 0, 0) となる．

v

H
H*

c*

d1

d2

y2

y1

P

H+

H -

図 1: 切断平面H の概念図．記号は第 4.2節を参照．

は一対一に対応する．このとき次式の意味で，Lovász拡
張 f̂ は f の自然な拡張となっている [12, 15]．

f̂(IS) = f(S) (S ⊆ V ) (3)

このような集合関数の連続化の方法を用いる事で，劣

モジュラ最大化 (1)の評価関数 f : 2V → Rと実行可能
領域 {S ⊆ V : |S| ≤ k}を，Lovász拡張 f̂ : Rn → Rと
次式で定義される多面体D0とにそれぞれ置き換える事

で，連続問題への緩和を考える事ができる．

D0 = {x ∈ Rn : 0 ≤ xi ≤ 1 (i = 1, · · · , n),
∑n

i=1xi ≤ k},

結果として得られる問題は凸関数最大化である．そのよ

うに，以降では，劣モジュラ最大化 (1)の計算を，連続
問題max {f̂(x) : x ∈ D0}との関係から解く方法につい
て述べる．なお，以降に出てくる多面体 P は，上記D0

と同様，P = {x ∈ Rn : AT
j x ≤ bj , j = 1, . . . , m}（Aj

は実ベクトル，bj は実スカラーである）と表わされる有

限の半空間の交わりとして定義する事ができる．

3.2 劣モジュラカット

上述のように，本稿で提案するアルゴリズムの基本は，

劣モジュラ最大化問題 (1)を，上述の Lovász拡張を用
いて，多面体上における凸関数最大化との類推により解

く事にある．そこでまず，これらの問題の根本となる，

次の事実を確認する必要がある [8]．

定理 2 任意の凸関数 g : Rn → Rは，多面体 P ⊂ Rn

上においては，P の頂点において大域的に最大となる．

本章では，ある多面体 P ⊆ D0が与えられた時に，効

率的に，解を改善しない実行可能領域の候補を削除する

ような下限 γ（切断面）を導出する事である．そのため

まず，劣モジュラ最大化と凸最大化との関係を明確にす

る．特性ベクトルが P 上又は内部となる V の部分集合，

つまり任意の S′ ∈ S(P )に関して IS′ ∈ P となる，V の

部分集合を S(P )と表す．また，P の全頂点からなる集

合を V (P )で表す．なお，任意の特性ベクトル IS ∈ P

は P の頂点であり，また S(D0)と V (D0)は一対一に対
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応する．このとき，明らかに次式が成り立つ．

max{f(S′) : S′ ∈ S(P )} ≤ max{f̂(x) : x ∈ P}. (4)

従って，もし現在の最良値より常に f̂ の関数値が小さく

なるような部分集合 P̄ が見つかれば，任意の S̄ ∈ S(P̄ )
に関して，f(S̄)の値もその最良値より小さくなる．そ
のように，問題 max{f̂(x) : x ∈ P}の切断面（線形な
下限）は，上記の関係 (4)を通して，劣モジュラ最大化
問題 (1)にも適用できる．
そのように以下では，劣モジュラ性から Lovász拡張
を介して，切断面（本稿では劣モジュラカットと呼ぶ）

を導出する．なお上述のように，劣モジュラカットによ

る最大化は反復的な計算により実行されるが，各反復に

おいては，現在の最良の関数値 γ，多面体 P ⊆ D0，そ

して f(S∗) = γを満たす集合 S∗ ⊆ V が保持される．ま

ず，次のような定義を与える．

定義 3 (γ 拡張) g : Rn → Rを凸関数，x ∈ Rn，γ を

実数，そして t > 0とする．このとき，次式により与え
られる y ∈ Rnを，方向 d ∈ Rn \ {0}における xの（g

に関する）γ 拡張と呼ぶ（ただし θ ∈ R ∪ {∞}）．

y = x + θd with θ = sup{t : g(x + td) ≤ γ} (5)

劣モジュラ関数の Lovász拡張は凸関数であるため，常
に任意の点 x ∈ Rn において γ-拡張が定義可能である．

v ∈ V (P )を，何らかの S ∈ S(P )に対して v = ISと

なるP の頂点とし，さらに線形独立な方向 d1, . . . , dnに

より生成されるvを頂点とする凸多面錐をK = K(v;d1, . . . , dn)
とする（つまりK = {v + t1d1 + · · ·+ tndn : tl ≥ 0}）．
そして，各 l = 1, . . . , nに対して，f̂ に関して，方向 dl

への vの γ-拡張を

yl = v + θldl

とする．方向 d1, . . . , dnは P ⊂ Kとなるように選ばれ，

また θl > 0である（第 4.1節参照）．このとき，ベクト
ル dl は線形独立に選ばれるため，yl (l = 1, · · · , n)を
含む超平面H = H(y1, · · · , yn)がただ一通りに定まる．
本稿では，この超平面を劣モジュラカットと呼び，それ

は次式のように定義される（図 1参照）．

H = {x : eT Y −1x = 1 + eT Y −1v}. (6)

ここで e = (1, . . . , 1)T ∈ Rn であり，また Y = ((y1 −
v, · · · , (yn− v))である．この超平面H は，H− = {x :
eT Y −1x ≤ 1 + eT Y v} 及び H+ = {x : eT Y −1x ≥
1 + eT Y v}の 2つの半空間を生成する．明らかに v は

半空間H− の内部であり，また次の事実を導かれる．

Compute a subset S0 s.t. |S0| ≤ k, and set a lower1

bound γ0 = f(S0).
Set P0 ← D0, stop ← false, i ← 1 and S∗ = S0.2

while stop=false do3

Construct with respect to Si−1, Pi−1 and γi−1 a4

submodularity cut Hi.
if S(Pi−1) = S(Pi−1 ∩Hi

−) then5

stop ← true (S∗ is an optimal solution and6

γi−1 the optimal value).
else7

Update γi (using Si and other available8

information) and set S∗ s.t. f(S∗) = γi.
Compute Si ∈ S(Pi), and set9

Pi ← Pi−1 ∩Hi
+ and i ← i + 1.

　アルゴリズム 1: 劣モジュラカット (一般)

補題 4 P ⊆ D0を多面体，γを現在の最適値，vを部分

集合 S ∈ S(P )に対して v = Isとなる P 上の頂点，そ

してH−を切除平面で決まる半空間（つまり式 (6)）と
する．このとき，次式が成り立つ．

f(S′) ≤ γ for all S′ ∈ S(P ∩H−).

この補題は，実行可能領域 S(P )から，γ より評価関数

を改善する可能性のない領域 S(P ∩H−)を切除可能で
ある事を意味する．また，もし S(P ) = S(P ∩H−)と
なれば，γ = max{f(S) : |S| ≤ k}が達成される．収束
条件 S(P ) = S(P ∩H−)を調べる具体的な方法につい
ては，第 4.2節において述べる．さらに v ∈ S(P ∩H−)
及び v /∈ S(P ∩H+)に関して，次式が成り立つ．

|S(P )| > |S(P ∩H+)|. (7)

そのように，γの大域的最適性が保障されるまで，劣モ

ジュラカット・アルゴリズムは P ← P ∩H+として，更

新を繰り返す．一般的な手順については，アルゴリズム

1のようになる（図 2も参照）．更に，アルゴリズムの
有限性については，次のように保障される．

定理 5 アルゴリズム 1は，有限回の反復で，劣モジュ
ラ最大化問題 (1)の最適値を与える．

4 実装について
本節では，アルゴリズム 1をBILPを用いて実装する

ために必要な具体的方法について述べる．結果として得

られる疑似コードは，アルゴリズム 2のようになる.5

5著者のホームページ http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/

∼kawahara/software.html 上にて Matlab による実装を公開．
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図 2: 劣モジュラカット・アルゴリズムの概念図．

4.1 劣モジュラカットの構成方法

ここでは，多面体 P ⊆ D0 の頂点が与えられたとき，

アルゴリズムの各反復において劣モジュラカットを構成

するために必要な，線形独立な方向 d1, . . . , dnを計算す

る方法について述べる（アルゴリズム 1の第 4列目).6

まず |S| < kの場合，d1, . . . , dn は −el (l ∈ S)及び
el (l ∈ V \ S)のように選択できる．そして |S| = k の

場合は，次のようにして行う．まず，Sの隣接する集合

を次のように定義する．

S(i,j) := (S \ {i}) ∪ {j} (i ∈ S, j ∈ V \ S)

つまり S(i,j)は，Sの要素の一つを，V \Sのそれと置き

換えたものであり，IS(i,j)−IS = ej−eiとなる．今，S

の全ての隣接集合の中で，関数値 f(S(i,j))を最大にする
ものをS(i∗,j∗)とする．サイズ kの集合Sは，k×(n−k)
の隣接する集合 S(i,j) (i ∈ S, j ∈ V \S)を持つので，こ
の計算はO(nk)である．そして，もし f(S(i∗,j∗)) > γの

場合は，γ ← f(S(i∗,j∗))及び S∗ ← S(i∗,j∗) のように更

新するとする．このとき，いかなる場合も γ ≥ f(S(i∗,j∗))
が成り立ち，方向 {d1, . . . , dn}として次のように選択す
る事ができる．

dl =





ej∗ − eil
if l ∈ {1, . . . , k}

ejl
− ej∗ if l ∈ {k + 1, . . . , n− 1}

−ej∗ if l = n.

(8)

このように選択された d1, . . . , dn が線形独立となる事

は，容易に確かめられる．更に，次の補題が得られる．

補題 6 式 (8)で定義される方向d1, . . . , dnに関して，次

式で定義される錐 K は，多面体 D0 = {x ∈ Rn : 0 ≤
xl ≤ 1 (l = 1, · · · , n),

∑n
l=1xl ≤ k}をその内部に含む．

K(IS ; d1, . . . , dn) = {IS + t1d1 + · · ·+ tndn : tl ≥ 0}

なお，これらの方向に関する γ-拡張は，閉じた形で計算
する事ができる（詳細は文献 [10]を参照).

4.2 停止基準と各反復における開始点

次にここでは，解の最適性の判定，つまり S(P ) =
S(P ∩H−)かどうかを評価し，また同時に，次回反復の

6本節で述べる方法はあくまで一つの選択肢であり，P ⊂ K を満
たすその他の方法でも実行可能である．

Compute a subset S0 s.t. |S0| ≤ k, and set a lower1

bound γ0 = f(S0).
Set P0 ← D0, stop ← false, i ← 1 and S∗ = S0.2

while stop=false do3

Construct with respect to Si−1, Pi−1 and γi−1 a4

submodularity cut Hi.
Solve the BILP problem (9) with respect to Aj5

and bj (j = 1, · · · , nk), and let the optimal
solution and value Si and c∗, respectively.
if c∗ ≤ 1 + eT Y −1vi−1 then6

stop ← true (S∗ is an optimal solution and7

γi−1 the optimal value).
else8

Update γi (using Si and other available9

information) and set S∗ s.t. f(S∗) = γi.
Set Pi ← Pi−1 ∩H+ and i ← i + 1.10

　アルゴリズム 2: BILPによる劣モジュラカット

開始集合 Si（各々アルゴリズム 1の第 5列及び第 9列）
を計算する方法について述べる．

S(P ) = S(P ∩H−)の判定は，幾何学的には，S(P )
を含む最小の多面体を P̃ ⊆ Rn とすると，P̃ に接する

H に平行な超平面 H∗ を考える事で可能となる．つま

り，H = H∗，あるいは，H∗がH を vの方向に動かし

て得られる場合，S(P ) = S(P ∩H−)が満たされる．数
値的には，移動は LPを解く事と同じである．従って，
式 (6)を用いて次の補題が得られる．

命題 7 次の 2値整数計画問題の最適値を c∗ とする．

max
x∈{0,1}n

{eT Y −1x : Ajx ≥ bj , j = 1, · · · , mk}. (9)

このとき，c∗ ≤ 1 + eT Y −1vなら S(P ) ⊂ H− となる．

なお，もし c∗ > 1 + eT Y −1v ならば，式 (9)の最適
解 x∗は S(P \H−)の部分集合となっており，次反復開
始の部分集合として利用できる (図 1参照)．

5 上限と ε-最適解
提案するアルゴリズムは，有限回の反復で厳密な最適

解を見つける事ができるものの，高次元の対象に対して

は，その計算時間が膨大になってしまう可能性もある．

そのためここでは，現在の解の上限を計算する方法につ

いても述べる．これにより，上記の劣モジュラカットと

組み合わせる事で，ε-最適解の計算ができる．
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図 3: 劣モジュラカット・アルゴリズム，及び，Nemhauser
& Wolseyの方法 [16]による，厳密解，及び，ε-最適解
の計算の平均所要時間 (log-scale)．

このような上限の導出は，Nemhauser&Wolseyの考え
方 [16]に基づいて可能となる．劣モジュラ関数 f : 2V →
Rが非減少である場合，劣モジュラ最大化 (1)は，次の
ようにも表す事が可能である事が知られている [16]．

max η s.t. η ≤ f(S) +
∑

j∈V \Sρj(S)yj (S ⊆ V ),∑
j∈V yj = k, yj ∈ {0, 1} (j ∈ V )

(10)
ただし ρj(S) := f(S∪{j})−f(S)である．この問題は，
約 2n 個の拘束を持つ，1個の連続変数と n個の 2値変
数に関するMIPとなっている．
拘束条件が膨大であるため上記問題を直接解く事は不

可能であるが，Nemhauser&Wolseyは，一つづつ拘束条
件を順に加え，小さいサイズのMIPを反復的に計算す
る．この方法は最悪の場合，反復回数が全拘束条件数と

なってしまう．しかし容易に分かるように，全拘束条件

を考慮した場合の最大値よりも，拘束条件の一部のみを

考慮した場合の方が解は大きくなるため，各反復によっ

て，単調に真の解へと収束していく事が保障される．一

方で本稿で提案した方法は，各反復における解は単調に

真の解へと増加していく．従って，劣モジュラカット・

アルゴリズムの各反復による解 Si に関して，拘束を上

記のMIP加えて解く事で，現在の解に関する上限が得
られる．そのようにして，得られた上限と下限を用いて，

現在の解の最適性の評価ができるようになり，事前に設

定した εに対する ε-最適解を得る事が可能となる．

6 実験結果
本章では，提案した劣モジュラカット・アルゴリズム

の検証例を示す．まず第 6.1節では，人工データを用い
て，従来法 [16]の方法との比較を行う．そして第 6.3節
では，センサ配置に関する実データに対して，提案した

アルゴリズムを適用した結果を示す．なお以下の実験結

果は，Matlab，及び，Parallel CPLEX ver. 11.2 (8ス
レッド)を用いて，2.5GHz 64-bitのワークステーショ

Upper bound

Lower bound

Function value of the solution by the greedy algorithm

Time (log-scale) [s]
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n
c
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a
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図 4: 劣モジュラカット・アルゴリズムにより計算され
た上限，及び，下限の計算時間に対する変化の例．

ン上で実行したものである．また θ = ∞（式 (5)）の場
合には，θ = 106 として計算している．

6.1 人工データによる実験

まず本節では，劣モジュラカット・アルゴリズムを，

(1)厳密解に関する従来法 [16]との計算時間の比較，そ
して (2)どのように上限と下限が真の解に近づくか，と
いう点を中心に，人工データを用いて数値的に検証する．

ここでは，K-配置問題 [16]と呼ばれる，次の非減少
劣モジュラ関数に関する最大化問題 (1)について考える．

f(S) =
∑m

i=1 maxj∈S cij ,

ただしC = cijはm×nの非負行列，またV = {1, · · · , n}
である．実験では，異なる n(ただしmはm = n + 1と
固定)に関して複数の行列 C を生成し，k = 5, 8の場合
に関して，上記問題に対して劣モジュラカット・アルゴ

リズム 2，及び，従来手法 [16]を適用した．劣モジュラ
カット・アルゴリズムに関しては，厳密解に加え，ε-最
適解に関する結果も示している．

まず図 3は，複数の n，及び，k = 5, 8に関してアル
ゴリズムを適用した場合の，ランダムに生成された 3つ
の C に関して平均化した計算時間である．なお，例え

ば，n = 45，及び，k = 8の場合には，組み合わせの数
は二百万以上と膨大な数になる．図からわかるように，

既存手法に比べ，アルゴリズム 2に必要な計算コストが
少なくなっている事がわかる．その傾向は，特に高い次

元の場合に顕著であるように見える．これは，劣モジュ

ラカットを用いて，カッティング・プレイン法が解を改

善しない実行可能領域を効率的に除外しているためにで

あると考えられる．また図 4は，劣モジュラカット・ア
ルゴリズムにより計算された上限，及び，下限の計算時

間に対する変化の例である (k = 5, n = 45)．上限は徐々
に減少していく一方，下限は更新が稀であるが，早い段

階で最適解へと収束している事がわかる．
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図 5: 計算時間 (左)と，貪欲法を基準にした解の最適性
の向上度合 (%)(右)．

6.2 センサー配置（実データ）

実データを用いた例として，ここでは，センサ配置問

題へアルゴリズムを適用した結果を示す．センサ配置問

題では，観測の分散をできるだけ小さくするようにセン

サの配置を決める事を目的とする．用いたデータは，カ

リフォルニア大学近辺の湖で用いられた NIMSセンサ・
ノードを用いて得られた，有限の離散的な場所 V に関

する温度計測である [6, 9]（|V | = 86).
文献 [9]同様，配置場所の集合 S ⊆ V は，次式のよう

に表わされる平均化分散低減を用いて評価した．

f(S) = V ar(∅)− V ar(S) =
1
n

∑
sFs(S)

ここで，Fs(S) = σ2
s − σ2

s|S は分散低減，そして σ2
s|S は

S ⊆ V における観測後の場所 s ∈ V における観測の予

測分散である．この関数は，単調かつ劣モジュラである．

図 5は，ε = 0.05, 0.1, 0.2の場合の，劣モジュラカット・
アルゴリズムの計算に要した時間，及び，得られた解の

貪欲法の解からの改善度合 (%)を表したものである．い
ずれの場合も，k = 5近辺で，計算時間と改善度合共に
大きくなっている事がわかる．これは，kが非常に大き

い，あるいは小さい場合には，貪欲法の解が真の最適解

に近くなっているためであると言える．

6.3 文書分類における特徴選択（実データ）

もう一つの実データを用いた例として，Reuters-21578
を用いて，文書分類における特徴選択の適用例を示す．

本実験では，貪欲法と提案手法を，5,180単語 (特徴)
から成る 90カテゴリの 7,770文書を含む訓練データに
対して適用した．特徴選択の基準としては，ここでは

情報利得を用いた．表 2は，k = 5, 10の場合に，アル
ゴリズムにより選択された単語を示している (提案手法
に関しては ε = 0.003としている)．表中には，情報利
得と分類精度 (tp/(tp + fp), tp; true positive, fp; false
positive)に関しても記載している．評価データ (5,180
単語から成る 90カテゴリの 3,019文書)における分類で
は，選択された単語を用いて，単純ベイズ識別器を用い

た．劣モジュラカットによって選択された単語は，貪欲

法のそれとは異なっている事がわかる．

7 結論
本稿では，多くの機械学習問題が含まれる劣モジュラ

最大化の厳密解を求めるための方法として，カッティン

グ・プレイン法に基づき，劣モジュラカット・アルゴリズ

ムを導出した．また同時に，解の上限を求める方法を導

出し，事前に設定した ε > 0に対して，ε-最適解を計算
する方法についても述べた．そして，提案したアルゴリ

ズムの人工データや実データを用いた検証例を示した．

なお本稿は，文献 [10]の概略版となっている．
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Abstract: We propose multi-dimensional path following for weighted kernel machines.
In some situations of data modeling, each data point has a weight which represents the
importance or confidence of the data point. We can easily implement such weighting
schema in kernel machines by introducing multiple regularization parameters. In this paper,
we derive the piece-wise linear path of these parameters which extends the idea of well
known regularization path. Conventional algorithm only deals with the change of single
regularization parameter. On the other hand, our approach can handle the change of
multiple parameters simultaneously. Experimental results show that proposed algorithm
can efficiently update optimal parameters. Our approach is especially beneficial for adaptive
learning or online learning of weighted model.
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1 まえがき
パターン認識において訓練データからモデルを推定

する場合に，各々のデータ点ごと（あるいは，いつかの

データ点のグループごと）に異なる重みを与えたい場合

がある．重みはデータの分散を考慮して適応的に定めら

れたり [1]，データの性質に関する事前知識などから決め
られる．後者の具体例としては，経済データにおいて最

近のデータ点ほど重要視されるようにしたり [2, 3]，ス
パムメールのフィルタリングにおいてメールのカテゴリ

ごとに異なる重みを与えたり [4]といった事例がある．
n個の訓練データ点を {(xi, yi)}ni=1 とする．ただし，

xi ∈ X ⊆ Rd であり，yi ∈ {1,−1} なら 2 値分類問
題，yi ∈ Rなら回帰問題として考えることができる．サ
ポートベクトルマシン (SVM)[5] に代表されるカーネル
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法の多くでは特徴写像 Φ : X → F による線形モデル
f(x) = wT Φ(x) + bの推定を以下のような最適化問題

に帰着させる:

min
w,b

1
2
∥w∥22 + C

n∑
i=1

L(yi, f(xi)).

ただし，L(y, f(x))は訓練誤差を測る損失関数，C > 0
は正則化パラメータとする．ここで，n個の正則化パラ

メータ Ci > 0, i = 1, · · · , n,を考えることでデータ点ご

とに個別の重みを課すことができる:

min
w,b

1
2
∥w∥22 +

n∑
i=1

CiL(yi, f(xi)).

例えばデータ点 i = 1, · · · , n,が時系列順に並んでいる

として，最近のデータをより重視させたいのであれば

Ci < Ci+1 となるように設定すればよい．

これらの最適化問題を解く際には Ciはあらかじめ固

定された値に設定しておくことが多い．しかし，Ci を

様々な方法で変化させ，それぞれの設定に対して最適な

f(x)を得たい場合がある．例えば，

• どのデータ点をどの程度重視するかを適応的に決
めたい場合
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• 新しくデータ点が追加され，データセット全体の
重要度の振り分けを再調整したい場合（古いデー

タ点の重要度を下げる等）

といった状況がある．

正則化の度合いを変化させたい場合に，単一の正則化

パラメータ C を用いた SVMにおいては正則化パス [6]
と呼ばれる方法でCの変化に対する最適な f(x)の変化
を求めることができる．これは最適化においてパス追跡

(Path Following) やパラメトリック計画法 (Parametic
Programming)と呼ばれる手法 [7]を利用しており，正
則化係数の連続的な変化に対する f(x)の変化を解析的
に計算することができる．そのため最適な C を探すモ

デル選択時などにおいて有効であった．一方で個別の正

則化パラメータを導入した場合，上で示したような状況

では n個の Ciが同時に変化することを考えたい．そこ

で本稿では，多変数に対するパス追跡 [8]を導入するこ
とで各データ点ごとの重みを動かした時のモデルの変化

を効率的に追跡する方法を提案する．

2 重み付きSVMのパス追跡
個別正則化パラメータのパス追跡として SVMによる

2値分類問題 (yi ∈ {1,−1})を例に解説する．同様の理
論はサポートベクトル回帰（SVR）等の他のカーネルマ
シンにおいても適用が可能である．

2.1 SVMとKKT条件

SVMでは損失関数 Lとして以下のヒンジ損失関数を

使う:

L(y, f(x)) = max{0, 1− yf(x)}.

個別正則化パラメータを使った場合，以下のような最適

化問題に帰着できる:

min
w,b,{ξi}n

i=1

1
2
∥w∥22 +

n∑
i=1

Ciξi,

s.t. yif(xi) ≥ 1− ξi,

ξi ≥ 0, i = 1, · · · , n.

このように訓練誤差に個別の重みを課したSVMはWeighted
SVM[9]や Fuzzy SVM[10]と呼ばれることもある．ラグ
ランジュの未定乗数 αi, ρi ≥ 0, i = 1, · · · , n,を導入する

とラグランジュ関数は以下のようになる:

L =
1
2
||w||2 +

n∑
i=1

Ciξi

−
n∑

i=1

αi{yif(xi)− 1 + ξi} −
n∑

i=1

ρiξi. (1)

主変数w, b, ξi に関して微分して 0とおくと，

∂L

∂w
= 0 ⇔ w =

n∑
i=1

αiyiΦ(xi),

∂L

∂b
= 0 ⇔

n∑
i=1

αiyi = 0,

∂L

∂ξi
= 0 ⇔ αi = Ci − ρi, i = 1, · · · , n,

が得られる．これらをラグランジュ関数 (1)に代入する
ことで以下の双対問題が得られる:

max
{αi}n

i=1

−1
2

n∑
i=1

n∑
j=1

αiαjyiyjK(xi,xj) +
n∑

i=1

αi

s.t.
n∑

i=1

yiαi = 0, 0 ≤ αi ≤ Ci,

ただし，K(xi,xj) = Φ(xi)T Φ(xj)はカーネル関数とす
る．f(x)の双対表現は以下のようになる:

f(x) =
n∑

i=1

αiyiK(x,xi) + b.

バイアス bは yif(xi) − 1 = 0となるような iを使って

求める．最適解において yif(xi)− 1の値は KKT条件
の相補性条件

αi{yif(xi)− 1 + ξi} = 0, i = 1, · · · , n,

ξi(αi − Ci) = 0, i = 1, · · · , n,

と主問題，双対問題の不等式制約を考慮することにより

yif(xi)− 1 > 0 ⇒ ξi = 0, αi = 0,

yif(xi)− 1 = 0 ⇒ ξi = 0, 0 ≤ αi ≤ Ci,

yif(xi)− 1 < 0 ⇒ ξi > 0, αi = Ci,

といった関係を持つことがわかる．この関係を使って以

下の集合を定義しておく:

O = {i : yif(xi) > 1, αi = 0}, (2a)

M = {i : yif(xi) = 1, 0 ≤ αi ≤ Ci}, (2b)

I = {i : yif(xi) < 1, αi = Ci}. (2c)

以降では，部分行列や部分ベクトルを表わすため，集合を

下付きの添え字として用いることとする．例えば，ベクト

ルv = [v1, · · · , vn]⊤の要素のうち集合I = {I1, · · · , I|I|}
に対応する部分ベクトル [vI1 , · · · , vI|I| ]

⊤ は vI と表わ

す．同様に，部分行列については n× n行列M に対し

てMM,O とした場合，行がM，列がOに対応する部
分行列とする．
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2.2 多次元パス追跡の導入

正則化パス [6] では単一の C を変化させた時のパラ

メータα = [α1, · · · , αn]⊤, bの変化を追跡するが，ここ

では個別正則化パラメータのベクトル

c =


C1

...
Cn

 ,

を c(old)から c(new)へと変化させたい場合を考える．ア

ルゴリズムは [6]と同様に集合O,M, I を監視して最適
性を満たしながらパラメータを変化させる．

今，cを∆c = [∆C1, · · · , ∆Cn]⊤ だけ変化させた時
のパラメータα, bの変化を考える．∆を付けた変数は各
変数の変化量を表わすものとする．αi = Ci, i ∈ I, αi =
0, i ∈ Oであることに注意すると yif(xi)は以下のよう
に書くことができる:

yif(xi) =
∑
j∈M

Qijαj +
∑
j∈I

QijCj + yib,

ただし，Qij = yiyjK(xi,xj)とした．cが∆cだけ変化

したとしても，(2b)よりマージン上の点では yi∆f(xi) =
0でなければならない:∑

j∈M

Qij∆αj +
∑
j∈I

Qij∆Cj + yi∆b = 0, i ∈M. (3)

また双対問題の和制約を考慮すると，∑
j∈M

yj∆αj +
∑
j∈I

yj∆Cj = 0, (4)

が得られる．式 (3),(4)の連立方程式を行列で表記する
と以下のようにまとめられる:

M

[
∆b

∆αM

]
+

[
y⊤
I

QM,I

]
∆cI = 0, (5)

ただし，

M =

[
0 y⊤

M

yM QM

]
,

とした．(5)を解くと[
∆b

∆αM

]
= −M−1

[
y⊤
I

QM,I

]
∆cI , (6)

となる．また，

∆αO = 0, (7)

∆αI = ∆cI , (8)

であるため∆cが決まれば全てのパラメータの変化が計

算できることになる．ただし，I,M,Oの定義 (2a)-(2c)
より，以下の不等式条件が満たされていなければなら

ない:

yi{f(xi) + ∆f(xi)} < 1, i ∈ I, (9a)

0 ≤ αi + ∆αi ≤ Ci + ∆Ci, i ∈M, (9b)

yi{f(xi) + ∆f(xi)} > 1, i ∈ O. (9c)

本稿ではこの不等式が定義する領域をCritical Region[8]
と呼ぶこととする．Critical Regionの中ではパラメー
タα, bの変化は式 (6)-(8)によって求めることができる．
ここで∆cをステップ幅 η ≥ 0を使って

∆c = η(c(new) − c(old)), (10)

として定めるとする．これは，cを c(old)から c(new)へ

直線的に動かすことに対応している．ただし，ηを大き

くしていくと，ある値で Critical Regionの境界に達す
る．式 (10)のように η を定めたことで，境界に達する

ステップ幅は容易に計算できる．具体的には，式 (10)を
式 (6)に代入して整理すると，[

∆b

∆αM

]
= ηϕ, (11)

と書くことができる．ただし，

ϕ = −M−1

[
y⊤
I

QM,I

]
(c(new)

I − c(old)
I ), (12)

とした．また，不等式中の∆f(xi)は

y ⊙∆f =
[
y Q:,M

] [
∆b

∆αM

]
+Q:,I∆cI (13)

= η ψ, (14)

を使って計算できる．ただし，⊙を行列の要素ごとの積，
ψを

ψ = [ y Q:,M ] ϕ+Q:,I(c(new)
I − c(old)

I ),

とした．式 (11),(14)を使うと不等式 (9)を満たしたま
まどこまで ηを大きくできるかが評価できる．

式 (6),(13)を考慮すると，式 (9)の不等式は∆cに関

して一次であることがわかる．そのため，各不等式は c

の空間において半空間を定義しており，その共通部分と

して定義される Critical Regionは凸多面体となる．各
不等式について境界値に達する ηの値（ηをそれ以上大

きくすると半空間から出てしまうような値）の集合を

Hと定義する（ηをどれだけ大きくしても境界値に達し
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図 1: n = 2での概念図．cは c(old) から c(new) へと動

く途中であるとする．cから η∗dだけ進むと c(new)に到

達するが，ηdだけ進んだ地点で不等式の定義する境界

（破線）にぶつかるため一旦そこまで止まる．O,M, I
を更新することで新たな Critical Regionが構成される
ので同様の手順で c(new) に向けて進めるだけ進む．

ない不等式もあるが，こういった場合は η =∞と考え
る）．c+ ∆cが c(new) となるような ηを η∗ とすると，

η∗ が Hのどの要素よりも小さければ η∗ による更新で

アルゴリズムは終了する (cが c(new)となる)．つまりス
テップ幅 ηは

min(H ∪ {η∗}),

によって定められる（図 1に 2次元での概念図を示し
た)．η∗以外の ηによってパラメータが更新された場合

は，達した境界に応じて O,M, I の要素を移動させな
ければならない．このように Critical Regionが切り替
わる点を breakpoint と呼ぶ．O,M, I に変化が起こる
ため breakpointでは連立方程式 (12)の再計算が必要に
なるが，逆行列もしくはコレスキー分解のランク 1更新
[11, 12]を利用することで再計算はO(|M|2)で可能にな
る．式 (6)-(8)よりパラメータα, b の変化は全て∆cに

対して線形であることがわかるが，連立方程式の更新に

よりパラメータの変化は breakpointで折れ曲がる（区分
線形性）．アルゴリズムの流れをAlgorithm 1に示した:

Algorithm 1 Multi-dimentional Path Following for
Weighted SVM
1: given optimal α, b for c(old)

2: initializeM,O, I
3: calculate M−1

4: while c ̸= c(new) do

5: calculate ϕ,ψ using M−1

6: calculate H using ϕ,ψ

7: η ← min(H ∪ {η∗})
8: update α, b, c using step length η

9: updateM,O, I
10: update M−1

11: end while

3 計算機実験
ここでは，忘却係数モデル [13, 14]のオンライン学習

を使って提案法の有効性を検証する．忘却係数モデルで

は，ある C を 1つ決めてから各正則化パラメータを減
衰率 λ ∈ (0, 1)を使って定義する:

Ci = Cλn−i, i = 1, · · · , n.

これはデータ点 i = 1, · · · , nが時系列に並んでいる場
合などに，最近のデータほど重視させる方法の 1つであ
る．学習済みの忘却係数モデルに対して新たなデータ点

(xn+1, yn+1)が追加される時，以下のような更新を行う
ことにする:

• 最も古い学習データ点 (x1, y1) を学習データから
除く (C1 = 0とする)．

• 新しいデータ点 (xn+1, yn+1)を学習データに加え，
Cn+1 =C とする．

• i = 2, 3, · · · , n に対して Ci ← λCi となるように

重みを減少させる．

以上を考慮すると多次元パス追跡での更新方向は以下の

ようになる:

c(new) − c(old) =



0
Cλn−1

...
Cλ2

Cλ

C


−



Cλn−1

Cλn−2

...
Cλ

C

0


.

今回は全ての実験で λ = 0.99とした．
また，以下の 2 つの手法について計算時間の比較を

行う:

逐次１次元パス追跡 提案法では全ての正則化パラメー

タを同時に動かすことができるが，比較として各

Ciを 1つずつ動かしてモデルの更新を行う．ただ
し，ある Ci を減少させたい場合に，減少後の値

λCi より αi が小さいのであれば α, bを更新する

必要はない（更新しなくても最適性条件が満たさ

れているため）．

SMO SVMの 2次計画問題の解法はパラメータ αiを 2
つずつ最適化する Sequential Minimal Optimiza-
tion (SMO) [15]が広く使われている．今回は最適
化する 2点をmaximum violating pair [16, 17] に
より選択し，KKT条件を ε = 10−6以下の精度で
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図 2: 2つの正規分布を用いて人工データを生成した．原
点を平均として時間 tに対し不変な分布と，原点を中心

とする半径 2の円周上を時間 tとともに平均ベクトル µ

が動くような分布とした．

満たしたら停止することとした．また，αの初期

値としてデータ点が追加される前の解を利用する

alpha seeding [18] を行った．

どの手法においても初期解α, bとカーネル関数K(xi,xj)
はあらかじめ計算しておく．カーネルには以下の RBF
カーネルを用いた:

K(xi,xj) = exp(−∥xi − xj∥2

2σ2
).

また，パス追跡においては初期逆行列M−1も用意され

た状況を想定して計算コストを選択した．

3.1 人工データ

人工データとして時刻 t = 1, · · · , n,に伴い平均が変化

する正規分布から生成されたデータセットを用いる (図
2):

p(xt|yt = +1) = N (0, I),

p(xt|yt = −1) = N (µ(t), 0.25I),

µ(t) = 2

[
cos(2πt/n)
sin(2πt/n)

]
.

ただし，I ∈ R2×2 は単位行列である．n = 200, 300,
400, 500として，初期の学習を t = 1, · · · , n/2までの
データ点で行う．残りの n/2個を 1つずつ追加してモデ
ルを更新していき（この時，同時に最古のデータ点が削

除されるため訓練データ数は常に n/2），1つの追加あ
たりにかかった平均計算時間の比較を行う．xはそれぞ

れの次元を平均 0，分散 1に正規化し，C = 100，RBF
カーネルのパラメータ σ2 = 1とした．
図 3は計算時間の測定結果である．多次元パス追跡が
全ての nで他の手法と比べて高速であるのが確認でき

る．また，どの手法も対数プロット上で nに対してほ

ぼ線形に時間が増加している．図 3を表にしたものが表
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図 3: 人工データによる CPU時間比較 (MD-Path:多次
元パス追跡，SD-Path:逐次 1次元パス追跡)

表 1: 人工データの平均実行時間 (msec)
method \ n 200 300 400 500

多次元 2.50 4.93 9.90 22.80
逐次 1次元 6.80 20.27 48.30 128.24
SMO(1e-6) 68.50 128.73 400.75 447.64

表 2: 人工データの平均 breakpoint数
method \ n 200 300 400 500

多次元 13.10 13.35 15.74 22.37
逐次 1次元 16.02 19.07 22.36 38.20

表 3: 人工データの平均サーチ回数
method \ n 200 300 400 500

多次元 14.10 14.35 16.74 23.37
逐次 1次元 39.76 60.13 81.81 132.04

表 4: 人工データの CPU時間比とサーチ回数比
ratio \ n 200 300 400 500

計算時間比（一/多） 2.72 4.11 4.88 5.62
サーチ回数比（一/多） 2.82 4.19 4.89 5.65

1であり，表 2には多次元と逐次 1次元パス追跡におい
て breakpointの数を記録した結果を示した．多次元パ
ス追跡の breakpoint数が全体的にやや少ないが，CPU
時間の差に対して breakpoint数の差は比較的に小さい．
ある方向を決めて一方向にパス追跡をする場合，各

breakpointでの計算量が同じであるとすると，全体の
計算コストは breakpointの数にほぼ比例する．ただし，
逐次 1次元パス追跡は途中で方向を変える（動かす Ci

を変える）ことになるため，breakpointだけでなく探索
幅 ηのサーチ回数を考慮する必要がある．以降では，探

索幅を得るための計算とパラメータの更新を合わせて探

索幅サーチと呼ぶこととする (Algorithm 1の 5行目か
ら 8行目に相当)．breakpointでは探索幅のサーチと連
立方程式の更新の 2つが主な計算コストとなるが，目的
地に到達する最後の更新では探索幅サーチのみを行えば

202



Multi-dimensional Path

Single-dimensional Path

C1

C2

c
(old)

c
(new)

borders of Critical Region

図 4: breakpoint数とサーチ回数．図のパスにおいては
多次元パス追跡では 2 回の breakpoint，3 回の探索幅
サーチが発生するのに対して，逐次 1次元パス追跡では
2回の breakpoint，4回のサーチが発生する．

連立方程式を更新する必要はない．この状況は多次元パ

ス追跡では c(new) に到達する最後の更新にだけ起こる

が，逐次 1次元パス追跡では 1つの Ciに関するパス追

跡が終わるたびに発生する（図 4に例を示した）．多次
元パス追跡，逐次 1次元パス追跡についてそれぞれ，探
索幅サーチの回数を Sm,Ss，breakpoint数を Bm,Bsと

して，逐次 1次元パス追跡が p回の 1変数パス追跡を繰
り返すとすると，

Sm = Bm + 1, (15)

Ss = Bs + p, (16)

といった関係がある．今回の実験では pは最大で n/2+1
である．実際にサーチ回数を記録した結果を表 3に示す．
breakpoint数と比べて多次元と逐次 1次元パス追跡で
大きな差が出ているのが確認できる．表 4 は多次元と
逐次 1次元パス追跡で計算時間の比とサーチ回数の比を
比較したものである．全ての nで 2つの比に非常に近
い値が確認されている．ここで，一回の探索幅サーチに

かかる時間を TS，連立方程式の更新にかかる時間を TL

とし，各繰り返しにおいて TS , TL は常に一定であると

仮定すると初期化を除いた多次元パス追跡と逐次 1次元
パス追跡の計算時間の比はおおよそ

Bm(TS + TL) + TS : Bs(TS + TL) + pTS , (17)

となるが，式 (17)がサーチ回数の比 Sm : Ss に等しい

として整理すると

TS

TS + TL
= 1,

となるため，仮定のもとでは計算コスト比がサーチ回数

比に近い場合は TL ≪ TS であると考えられる．

3.2 時系列実データによる実験

時系列実データによるオンライン学習での比較を行う．

Fisher riverデータ1を用いて過去７日間の気温，降水量，

川の水量 (x ∈ R21)から翌日の水量の増減 (y ∈ {1,−1})
を予測する．xの各次元は平均 0分散 1に正規化し，初
期データ数 n = 365に対して計 365個の新たなデータ点
を 1つずつ追加する．正則化パラメータとカーネルパラ
メータをC ∈ {101, 102, 103, 104}, σ2 ∈ {10−1, 100, 101}
の中でそれぞれ値を設定して結果を比較する．

図 5は各手法で 1回の追加にかかった平均時間の対数
プロットである．多次元と逐次 1次元パス追跡を比較す
ると，C が小さく，σが大きい時に多次元パス追跡の方

が速い．Cが大きくなるとある程度までは逐次 1次元パ
スの計算時間が減り，両者の違いは小さくなる．SMO
との関係については C が大きいほどパス追跡が有利で

あった，また σは大きいほど SMOはパス追跡と比較し
て遅い．SMOと C の関係については C が大きい時に

計算コストが大きくなることが知られている [17]．
表 5-7 には breakpoint 数を示した．小さい σ では

breakpoint数にほとんど差はないが，σの大きい表 7で
は多次元と逐次 1次元パス追跡に差が見られた．break-
pointが cのパス上に一様に分布していると仮定すると，
p が大きい場合は多次元空間上で c(new) へ直線的に動

く多次元パス追跡は，1変数ずつ動かす逐次 1次元パス
追跡に比べて breakpointは減少する．表 8-10の探索幅
サーチの回数を見ると，多次元と逐次 1次元パス追跡の
breakpoint数に差が大きい個所では逐次一次元のサー
チ回数が breakpointに比べて大きい (pが大きい)傾向
が見られる．ただし，breakpointの絶対数が少ない表 5
ではサーチ回数が多くとも breakpoint数に差はあまり
ない．

表 8-10の探索幅サーチ回数については，全ての表に
おいて C が小さい時に多次元と逐次 1次元パス追跡に
大きな差が確認できる．ただし，逐次 1次元パス追跡は
Cが大きくなるとサーチ回数が急激に減少し，多次元パ

ス追跡と同程度のサーチ回数となっている．これは逐次

1次元パス追跡において実際に 1変数パス追跡が行われ
た回数 pが減少したためである．SVMにおいて，ある
程度以上 C を大きくすると上限 Ciに達する（もしくは

近い値を持つ）ようなパラメータ αi は少なくなる．こ

の場合には，減少させる Ciについて減少後の値 λCiが

αiより大きいことが多くなり Ciに関するパス追跡が不

要となる．表 11-13 は多次元と逐次 1次元パス追跡で計
算時間の比とサーチ回数の比である．ほとんどの設定で

計算時間の比とサーチ回数の比は近い値を持っている．
1StatLib http://lib.stat.cmu.edu/index.php から入手可能
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(a) σ2 = 0.1
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(c) σ2 = 10

図 5: Fisher riverデータによる CPU時間の比較 (MD-Path:多次元パス追跡，SD-Path:逐次 1次元パス追跡)

表 5: σ2=0.1の平均 breakpoint数
method \ C 101 102 103 104

多次元 3.20 3.07 3.07 3.08
逐次 1次元 3.24 2.02 2.01 2.01

表 6: σ2=1の平均 breakpoint数
method \ C 101 102 103 104

多次元 10.06 8.76 9.83 9.52
逐次 1次元 16.82 11.85 9.21 8.77

表 7: σ2=10の平均 breakpoint数
method \ C 101 102 103 104

多次元 32.43 31.13 27.05 29.08
逐次 1次元 66.59 61.85 46.51 36.44

4 まとめ
本稿では，重み付きカーネルマシンの多次元パス追跡

法を提案した．具体例として，SVMの個別正則化パラ
メータに関するパラメータ α, bの区分線形性を導出し，

パス追跡によるモデルの連続的な変化の追跡が可能であ

ることを示した．計算機実験では多次元のパス追跡が 1
次元パス追跡の繰り返しや従来の SVM Solverより効率
的であることを確認した．
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Abstract: We propose a new tree sampling algorithm for Bayesian probabilistic con-
text-free grammar (PCFG) called Split Position Slice Sampler. Split Position Slice 
Sampler is developed based on Beam Sampling method that is a fast MCMC sam-
pling algorithm for Bayesian Hidden Markov Model, and adapted to Bayesian 
PCFG. This tree sampling method can be combined with Metropolis-Hastings sam-
pler to constitute an efficient grammar sampling algorithm for Bayesian PCFG. Be-
cause this algorithm does not involve any approximation, more efficient inference is 
achieved without losing accuracy. We evaluate our approach by comparing with an 
existing method in a small artificial corpus. 

Keywords: Bayesian inference, PCFG, MCMC 
 
 
1   Introduction 
本研究は，ベイズ拡張された確率文脈自由文法

(Bayesian PCFG)に対する効率的なサンプリングアル

ゴリズムを構築することで，高速かつ高精度な文法

学習を可能にすることを目的とする．Bayesian PCFG
モデルに対する精度の高いパラメータ推定手法とし

ては，Johnson らの動的計画法を利用したマルコフ連

鎖モンテカルロ法（MCMC）による手法 [1]が知ら

れているが，モデルが複雑になるにつれて増大する

計算コストが問題となる．そこで我々は，ベイズ拡

張された隠れマルコフモデル（Bayesian HMM）のた

めの高速な MCMC 法として知られている Beam 
Sampling[2]を PCFG に応用することで Johnson らの

手法を高速化する．Beam Sampling は，動的計画法

と Slice Sampling[3]を利用することにより，Bayesian 
HMM の高速なパラメータ推定を可能にする手法で

あるが，これをそのままの形式でベイズ PCFG の枠

組みへ応用しようとするとき，HMM において各時

刻において割り当てられている補助変数をベイズ

PCFG で利用される内側確率表に直接対応付けるこ

とができずアルゴリズムが構築できない．本論文で

は内側確率表における終端位置と分割位置に補助変

数を対応付ける形式として Split Position Slice Sam-
pler という手法を新たに提案することで Beam Sam-
pler の枠組みを拡張し，これを Johnson らの手法へ組

み込むことによって高精度かつ高速な Bayesian 
PCFG モデルのパラメータ推定法を構築する． 
 

1.1. Motivation 
ベイズモデルとは，統計的機械学習分野において

学習モデルにベイズ統計の手法を導入するもので，

ベイズ化された学習モデルは，与えられたデータに

対するモデルパラメータの推定値と不確実性の範囲

を確率分布として表現する．結果としてベイズ統計

における学習は，従来の最尤法による点推定に比べ

汎化性能に優れ，過学習の問題も生じにくい．また，

あらかじめ推定したい対象に何らかの知識がある場

合，それを事前確率分布という形式でモデルに導入

することでより良い推定が可能であるという利点も

ある．さらに，近年注目を集めているベイズモデル

の拡張であるノンパラメトリックベイズモデルでは，

無限次元のパラメータ空間を仮定し，データを表現

する最適なモデルを推定することでモデル選択の問

題を解決することができるため，様々な統計学習モ

*東京大学大学院 新領域創成科学研究科 情報生命科学専
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デルに導入されており[4][5][6]，今後より広範な問題

に応用されることが期待されている． 
ベイズ学習モデルにおいて学習の対象である個々

のパラメータは確率変数で表現されているため，従

来の最尤法とは異なりしばしば計算コストの高い高

次元の期待値計算を伴う方法でパラメータ推定を行

う．特に高い精度が要求されるような場合において

は高精度なパラメータ推定手法として知られる

MCMC 法が利用されるが，膨大なサンプルを必要と

するため計算コストが高く，ベイズモデルの応用に

おける問題となっている． 
PCFG[9]は計算機科学分野だけでなくバイオイン

フォマティクス分野など[10]幅広い分野で活用され

ている一般性の高い確率モデルであり，そのベイズ

モデルである Bayesian PCFG についても期待が高い．

近年，変分ベイズ法[7][8]のような近似に基づく高速

パラメータ推定手法が提案され，さかんに研究され

ているものの，高精度な推定を必要とする場合は依

然として計算コストの高い MCMC のような手法が

用いられている． 
Bayesian PCFG に対する MCMC 法を構成する場合，

単純には Gibbs Sampler のような手法の適用が考えら

れるが， PCFG のパラメータ間に強い相互依存があ

りパラメータ空間も大きいことから Gibbs Sampler で
は収束が遅く効率が悪い．これに対し Johnson らは

構文木のみのサンプリングによる Metropolis-Hastings 
Sampler を構築し，より効率的なサンプリング手法

を提案している[1]．しかし Johnson らの手法は依然

として計算コストが大きく，大規模データに適用す

るのには困難を伴う． 
近年 Bayesian HMMのための高速なサンプリング

手法として Beam Sampler が提案された．この手法は

Slice Sampling の手法を応用し，隠れ状態間の遷移確

率分布を補助変数(スライサー)で“間引く”ことで

計算の高速化を図っている．この“間引き”の処理

は近似等の処理ではなくサンプリングの処理の一部

であるため，Beam Sampler は精度を損なわず Bayes-
ian HMM のパラメータ推定を高速に行うことができ

る．HMM における遷移確率分布は PCFG における

書き換え規則の確率分布に対応するため，正しいス

ライス手法が与えられれば，同様な高速化を達成で

きることが期待される． 
そこで我々は，Johnson らの手法に Beam Sampler

の枠組みを導入することで，精度を保ったまま高速

に動作する Bayesian PCFG のための MCMC 法を構築

することを目指す． 
 

2   Background 
2.1. PCFG 

文脈自由文法(CFG)は文の生成過程を明らかにす

るモデルであり ),,,( RSVVG TN= の 4-タプルで定義

される． TV は終端記号集合， NV は非終端記号集合，

は生成規則の集合，R
NVS ∈ は開始記号である．

ここでは生成規則についてチョムスキー標準形，す

なわち または の形式の生成規則の

みを考える．ここで

BCA → sA →
NVCBA ∈,, ， TVs ∈ である． 

確率文脈自由文法(PCFG)は，CFGの各々のルール

に対して確率値を割り振ったものであり， ),( θG と

定義される． はθ R 次元の実数ベクトルであり，θ
のそれぞれの要素は rθ で表され，これは Rr ∈ の生

成規則の確率値であることを表す．たとえば，

BCA→θ ならば の規則の確率，BCA → sA→θ ならば

の規則の確率を表す．ここで，確率の定義か

ら

sA →
0≥rθ かつ 1=∑

×∪∈
→

NNT VVVa
aAθ である必要がある． 

 
2.2. Bayesian PCFG 

Bayesian PCFG では，生成規則のパラメータ を

確率変数 として扱う．ベイズアプローチにおい

て離散パラメータは，その扱いやすさから Dirichlet
分布のような共役な確率分布によって表され，本論

文における Bayesian PCFG についても Dirichlet 分布

を導入した PCFG を仮定している．ここで Dirichlet
分布を

θ
)P(θ

)(P ⋅D ，Γ をガンマ関数， の形式の文

法規則を ， における の形式の文法規則

についてのパラメータベクトル ，Dirichlet 分布の

ハイパーパラメータベクトルを ，αにおける

∗→A
AR θ ∗→A

Aθ
α

∗→A の形式の文法規則についてのサブベクトルを

で表すと， の事前分布 は Aα θ )(P α|θD

 
 ∏

∈

=
NVA

AADD )|(P)(P αθα|θ   (1) 

 
のような Dirichlet 分布で表現される．ここで， 
 

∏
∈

−=
A

r

Rr
r

A
AAD C

1

)(
1)|(P αθ
α

αθ  (2) 

)(

)(
)(

∑
∏

∈

∈

Γ

Γ
=

A

A

Rr A

Rr A

AC
α

α
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である．一般にモデルパラメータは未知でありデー

タから推定する必要がある．ベイズアプローチにお

ける推定の対象はデータ観測後の事後確率分布であ

り，  
 

∏
=

=

∝
n

i
iw

1

)|P()|P(

)|P()|P()P(

αθθ

αθθww|θ

　　　　　　　
 (4) 

 
の左項を求めることである． は終

端記号列からなるデータ集合であり， が個別の終

端記号列を意味する．  

),...,( 1 nww=w
iw

 
2.3. Gibbs Sampler 

Bayesian PCFG の事後分布は解析的積分が不可能

であり，その推定には MCMC 法や変分ベイズ法な

どの手法が用いられる． MCMC 法のもっとも単純

な手法の 1 つである Gibbs Sampler を Bayesian PCFG
のパラメータ推定法として用いる場合，パラメータ

と構文木 を交互にサンプリングすることでアル

ゴリズムが構築される．ここで， であ

り，それぞれの は終端記号列 に対する構文木を

意味する．詳しい導出は Johnson らの論文に譲り，

ここでは具体的な Gibbs Sampler のアルゴリズムを直

接示す． 

θ t
),...,( 1 ntt=t

it iw

構文木 において文法規則t Rr ∈ が使われた回数

を ， における)(tf r t ∗→A の形式の文法規則が使

われた回数のベクトルを とすると，Bayesian 
PCFG の Gibbs Sampler は， を固定してθについて

のサンプリング， 

)(tf A

t

 

∏
∈

+=
NVA

AAAD ))(|(P)|P( αtfθαw,t,θ  (5) 

 
θを固定して についてのサンプリング， t
 

   (6) ∏
=

=
n

i
ii wt

1

),|P()|P( θαw,θ,t

を交互に繰り返すことになる．パラメータ につい

てのサンプリングは，構文木 における各文法規則

の使用回数から容易に計算できるが，構文木 の具

体的なサンプリングについては自明ではない． 

θ
t

t

Johnson らは構文木のサンプリングについて，動的

計画法を用いた効率的な手法を提案している．まず，

ある終端記号列 ),...,( 1 nss=s が与えられたとき，そ

の内側確率を 
 

ksA
A

kkp →=θ,      (7) 

∑ ∑
∈→ <≤

+→=
RBCA kji

C
kj

B
jiBCA

A
ki ppp ,1,, θ  (8) 

 
のように計算する．ここで， は非終端記号 A が

終端記号列 を生成する確率を意味する．次に，

作られた内側確率表の確率にしたがい構文木を再帰

的にサンプリングする．これを疑似コードで示すと， 

A
kip ,

ki ss ,...,

 
Function  ),,SAMPLE( kiA
If ki =  

return  ),TREE( ksA
Else  

),,MULTI(),,( kiACBj =  
return  )),,SAMPLE(),,,SAMPLE(,TREE( kjCjiBA

 
となる．ここで，関数 はある構文

木のノードにおいて非終端記号 A が最終的に終端記

号列 を生成するとき，そのノード以下の構文

木を確率的にサンプリングする関数である．また，

関数 はどの分割点で構文木が枝分か

れするのか，その分割位置 j と子ノードの非終端記

号 B,C を確率的に返す関数であり，その確率は 

),,SAMPLE( kiA

ki ss ,...,

),,MULTI( kiA

 

A
ki

C
kj

B
jiBCA

p
pp

CBj
,

,1,),,P( +→=
θ  (9) 

 
と表すことが出来る． 
 

2.4. Metropolis-Hastings Sampler 
PCFG における各々のパラメータ間には強い依存

があるため，パラメータ を個別にサンプリングす

る Gibbs Sampler は十分なサンプルを得るために多大

な時間が必要になる．この問題に対し Johnson らは

Bayesian PCFG のパラメータ を積分消去し，構文

木のサンプリングと Metropolis-Hastings の枠組みに

よるサンプルの確率的な受理から構成されるサンプ

リングアルゴリズムを提案している．この手法では，

依存の強い のサンプリングは回避されるため，

Gibbs Sampler に比べ速い収束が見込まれる．さらに

のサンプリングにかかる計算コストも不要である

ため，効率的な Bayesian PCFG のサンプリングアル

ゴリズムであるといえる． 

θ

θ

θ

θ
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このアルゴリズムでは，Gibbs Sampler とは違いパ

ラメータ のサンプリングを行わず，構文木をサン

プリングしたのち，そのサンプルを確率的に受諾も

しくは拒否する．いま，

θ

),...,( 1 nww=w を終端記号

列の の集合とし，それぞれの終端記号列 に対応

する構文木を で表す． が新しくサン

プルされた構文木， が を除いた構文木サンプル

群とすると，そのサンプルの受理確率は 

s iw
),...,( 1 ntt=t it '

i−t it
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ttA

α
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 (7) 

 
となる．ここで， 
 

∏
∈ −

− +
+

=
NVA iAA

AA
ii C

C
t

))((
))((

),|P(
tfα
tfα

αt  (9) 

 
である． は ''θ rθ を要素に持つベクトルである．

'rθ は と が与えられたときのi−t α rθ の期待値で， 
 

∑ ∈ −

−

+
+

=
ARr rir

rir
r f

f

' '' )(
)(

'
αt

αt
θ   (10) 

 
として計算される． 

以上が Johnson らの Bayesian PCFG のための構文

木サンプリングの枠組みである．この手法はパラメ

ータ と構文木 t を交互にサンプリングする Gibbs 
Sampler に比べ効率的ではあるが，パラメータ空間

が大きい場合，内側確率の計算に多大な計算コスト

がかかり依然として大規模データには不向きである．  

θ

 
2.5. Beam Sampler 

 Beam Sampler は，Bayesian HMM のための高速

MCMC アルゴリズムであり，HMM のパラメータ推

定にしばしば用いられる動的計画法(この場合

Forward-Backward)と Slice Sampling の手法を応用す

ることで高速化をしている．HMM のための Gibbs 
Sampler は，各時刻の隠れ状態を交互にサンプリン

グする形式で行われるが，Beam Sampler は各時刻の

隠れ状態を個別にサンプリングするのではなく，動

的計画法を利用し隠れ状態列をひとつのサンプルと

する形式で行われるため，Johnson らの手法同様パラ

メータ間の依存の問題が解決される．また Slice 
Sampling に基づく補助変数（スライサー）を各時刻

について導入し， 
 
1. 前回サンプルされた状態遷移列に従いスライ

サーをサンプリング 
2. 状態遷移分布をスライスすることで，各時刻

における可能な状態遷移を間引き 
3. 間引かれた分布に従い隠れ状態列をサンプル 
 

という手順でサンプリングを行う．ここでスライスとは，

対象となる確率分布においてスライサーの値以上のもの

のみを考慮するよう分布を“間引く”操作であり，スラ

イスされた分布は等確率でサンプリングされる．この手

順により各時刻で考慮すべき状態遷移数が減るために計

算が高速に行われる．Beam Sampler における分布のス

ライスおよびスライスされた分布のサンプリングと

いう処理は近似処理ではなく，Slice Sampling を援用

したもので，それ自体がサンプリングの手続きであ

る．そのため Beam Sampler は高精度なパラメータ推

定というマルコフ連鎖モンテカルロ法の性質を維持

したまま高速化に成功した手法であるといえる． 
 
3   Method 
3.1. PCFG へのスライスサンプリングの導入 

我々のアプローチは Johnson らの手法に Beam 
Sampler の枠組みを導入することで高速化を図るも

のである． Beam Sampler でサンプルとする隠れ状態

列は PCFG における構文木にあたり，Beam Sampler
で用いている動的計画法は Johnson らの手法では内

側確率を計算し，構文木をサンプリングすることと

等価である．ここから Slice Sampling を内側確率の

計算に利用すれば Beam Sampler が PCFG へと適用可

能である．Johnson らのアルゴリズムが 
 
1. 内側確率表を計算 
2. 構文木をサンプリング 
3. 構文木をAccept/Reject 
 
という手順で構成されていたのに対し，提案手法は 
 
1. スライサーをサンプリング 
2. 生成確率をスライスして，内側確率表の各セルにお

ける文法規則適用分布を間引き 
3. 構文木をサンプリング 
4. 構文木をAccept/Reject 
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という手順で構成されることになる．しかし PCFG
と HMM のモデルの違いから Beam Sampler をそのま

ま適用しようとしてもアルゴリズムは構築できない． 
問題となるのは，Beam Sampler における前回のサ

ンプルにおける各時刻の状態遷移確率からスライサ

ーの値をサンプリングするという手続きである．

HMM では各時刻についてスライサーがそれぞれ割

り当てられており（Figure 1），これを PCFG にその

まま適用しようとすると内側確率表の各セル，つま

り考えうる全ての構文木のノード位置についてスラ

イサーを導入するという形式となる．この場合前回

のサンプルにあたるのが構文木であり，スライサー

のサンプルに必要なのは，構文木の各ノードで用い

られた文法規則の確率値である．しかしこの場合，

前回のサンプル，すなわちひとつの構文木からすべ

てのセルのスライサーを作ることができない．なぜ

なら，サンプルとして得られた構文木は，内側確率

表全てのセルに一対一対応するだけノード数を保持

しておらず，従ってこのような配置でスライサーを

導入しようとした場合，全てのスライサーをサンプ

リングするには情報が足りないからである(Figure 2)．
これは n を文中の単語数とした場合，構文木は 2n-1
個のノードしか持たず，一方内側確率表には

n(n+1)/2 個のセルがあるということからも分かる． 
 
3.2. Split Position Slice Sampler 

そのため我々はスライサーの配置に関する新たな

ルールとして，Split Position Slice Sampler という形式

を提案する．この形式におけるスライサーは内側確

率表において，最終的に終端記号を出力する“終端

セル”を担当するスライサー と，構文木の“分割

点”を担当するスライサー の 2 種類に分けて扱わ

れる(Figure 3)．終端セルに対応する構文木上のノー

ドは常に存在するため， については Beam Sampler
同様に，前回の構文木サンプル中の対応するノード

において用いられた文法規則の確率値をもとに値を

決める．一方，それぞれの終端記号の間を“分割

点”と定めると，構文木の終端ノード以外のノード，

すなわち分岐ノードは必ず 1 つの“分割点”を担当

することがわかる．ここから，“分割点”を担当す

るスライサー は，構文木中の“分割点”を担当す

る分岐ノードの文法規則の確率値から作られる

(Figure 4)．この手法では内側確率計算の際，終端セ

ル以外のセルにおける計算に複数の が利用される

ことになるが，サンプルされた構文木における各ノ

ードでは，そのいずれかのスライサーにより作られ

た文法規則が用いられ，構文木全体で見たときにス

ライサーの重複はない．また，導入すべきスライサ

ーは最下列セル数 n，分割点数 n-1 であり，構文木

の持つノード数と一致するため，必ず一対一対応が

出来る．この手法を我々は Split Position Slice Sam-
pler と呼ぶ．以下では Split Position Slice Sampler を利

用した構文木のサンプリングアルゴリズムの具体的

な手順を示す． 

u
v

u

v

v

終端記号列 に対する前回の構文木サンプルにお

いて， を導出した文法規則の確率値を

s
ks kπ ，構文

木の分割点 における文法規則の確率値をj jρ と定

義する．関数 は，条件C が真のとき)I(C 1)I( =C ，

偽の時 0)I( =C となる関数である．  
 

u6→7 u7→8 u8→9

Time … 6 7 8 9

S2 S3S1 S3 

…

Figure 1.   HMM のための Beam Sampler におけるスライサー 

上段が 1 つの隠れ状態列サンプル，下段が動的計画法に導入

されるスライサー列を表し，破線がその対応を示している．各

時刻間の状態遷移確率を用い，動的計画法の各セルに対応する

スライサーuiをサンプリングする．観測列は省略している． 

S

A

BAC u1,1 u2,2 u3,3

u1,3

u1,2

w1 w3

Figure 2.  PCFG へ Beam Sampler を単純に適用した場合 

左が 1 つの構文木サンプル，右が内側確率表に導入さ

れるスライサーを表し，破線がその対応を示している．

情報が足りずスライサーを導入できないセルが存在する 

w2
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1. Sampling u, v step 
 

),0Uniform(~ kku π    (11) 

),0Uniform(~ jjv ρ    (12) 
 

2. Inside-Filtering Step 
 

)I(, kwAk
A

kk up →<= θ    (13) 

∑ ∑
∈→

+
<≤

→<=
RBCA

C
kj

kji

B
jiBCAj

A
ki ppvp ,1,, )I( θ  (14) 

 
3. Tree-Sampling Step 
 
Function  ),,SAMPLE( kiA
If  ki =

return  ),TREE( ksA
Else  

),,MULTI(),,( kiACBj =  
return  )),,SAMPLE(),,,SAMPLE(,TREE( kjCjiBA
 

関数MULTIにおける確率計算は 
 

A
ki

C
kj

B
jiBCA

p
pp

CBj
,

,1,)I(
),,P( +→=

θ  (15) 

 
と置き換えられる． 

このアルゴリズムは Johnson らの手法における構

文木のサンプリングステップについての置き換えで

あり，その他の変更は無い．つまり本手法は Gibbs 
Sampler に組み込んでθのサンプリングと組みあわ

せるか，Metropolis-Hastings Sampler と組み合わせて

サンプリングされた構文木の確率的な受理をするこ

とで PCFG のサンプラーとして機能する．  
以上で Beam Sampling 法の枠組みを PCFG へと適

用した高速な MCMC 法である Split Position Slice 
Sampler が構築された．この手法は，単純に考えた

場合に対応のつかない，形の違う構文木同士に対応

をつけることで Beam Sampler の枠組みを拡張した．

これにより，Beam Sampler の枠組みは Bayesian 
PCFG のためのサンプリングアルゴリズムに導入可

能となり，高速なサンプラーが構築された． 
 
4   Experiments 
人工的な CFG 文法から小規模なコーパスを生成し，

ノンパラメトリック PCFG モデル[11]による教師無

し文法学習により，本手法と従来手法の比較を行っ

た．コーパスは文法規則 S→xSy，S→zSw，S→SS，
S→εから生成され，平均文長 9 単語の 100 文を訓練

データ，平均文長 13 単語の 20 文をテストデータと

して用い，従来の Johnson の手法と提案手法につい

てそれぞれ 50 回の実験を行い，計算速度とテストデ

ータの対数尤度について評価を行った． 

v1 v2 v1 v2

v1 v2 v1 v2

Figure 4.  分割点と分岐ノード，スライサーの関係 

 丸が分岐ノード，四角が終端ノードを表し，3 文字の終端記号列に対応する 2

種類の構文木を上下に配し，黒いノードが担当する分割点を実線矢印で示してい

る．どのような形の構文木でも必ず分割点を担当する分岐ノードが 1 つ存在し，

分割点を担当するスライサーを作ることができる． 

v1 v2 

u1 u2 u3 

Figure 3.  終端セルにスライサーu， 

分割点にスライサーv を導入．結果と

して導入するスライサーの総数は構文

木のノード数になる． 
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Figure6. 1 回の Sampling  Step ごとにかかる時間 

Figure5. 時間ごとの対数尤度上昇 
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Figure7. サンプリングステップごとの対数尤度上昇 
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Figure5 は時間ごとに見たコーパスの対数尤度，

Figure6 はサンプリング 1 ステップごとにかかる時間， 
Figure7 はサンプリング 1 ステップごとに見たテスト

データの対数尤度である．グラフは 50 回の実験によ

る結果の平均値であり，誤差棒は 95％の信頼区間を

示している．Figure5 より，提案手法は時間ごとの対

数尤度が急速に上昇しており，従来手法に比べより

高速に学習していることがわかる．Figure5 と

Figure7 においてサンプリングの初期に対数尤度が低

いのは，スライサーという，新たに推定すべきパラ

メータが加わったため，つまりモデルが複雑になっ

たためであると考えられる．しかし，Figure6 からは，

1 ステップの計算速度が従来手法に比べて提案手法

が大幅に高速化されているために，その影響を補っ

て余りある高速化効果が得られ，その結果，従来手

法に比べ計算速度の向上がなされていることがわか

った． 
 
5   まとめ 
本論文では Beam Sampler の枠組みを Split Position 

Slice Sampler へと拡張し，従来手法に組み込むこと

で Bayesian PCFG のための高速なパラメータ推定手

法を構築し，それを小規模な実験によって評価した．

我々の手法では一切の近似をせず，高い精度でのパ

ラメータ推定が可能であるという MCMC 法の性質

を保っているため，高速かつ高精度な手法であると

いえる．このアルゴリズムは CKY アルゴリズムを

伴えばどのような問題にも適用可能であり，ベイズ

拡張された PCFG のスーパーセットのようなモデル

にも適用可能であることが期待できる． 
また，Beam Sampler は元々ノンパラメトリック拡

張された HMM において提案されたものであるとい

うことから，実験でも示したとおり，ノンパラメト

リック拡張された PCFG のためのサンプリング法と

しても用いることができる．ただし，PCFG ではノ

ンパラメトリック HMM と動的計画法の向きが逆で

あることなどが原因で，いくつかの変更が必要とな

る．しかしそれらは提案手法とは直接関係が無く，

性能評価にも影響しないため，本論文では省略した． 
今後は PCFG のスーパーセットのためのサンプリ

ングアルゴリズムへの拡張といったアルゴリズム的

な応用，実際の大規模データへの適用などの実用面

での応用の可能性を探るつもりである． 
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Abstract: Let d-dimensional column vectors x1, . . . , xn be an i.i.d. sample drawn from

the d-dimensional standard normal distribution. Let S be
∑n

i=1 xix
⊤
i /n. The left and

the right tail probabilities for the sum of any k eigenvalues of S is uniformly evaluated

non-asymptotically from above, by using upper bound of the VC dimensions of principal

component analysis and by using a Vapnik’s theorem of generalization errors in empirical

risk minimization. For the right tail probability, we represent a subspace with the kernel of a

linear mapping and then employ a concentration inequality for the chi square distributions.

1 Introduction

Let x1, . . . , xn be independently distributed, each sub-

ject to d-dimensional normal distribution N(0,Σ). Then

the distribution of
∑n

i=1 xix
⊤
i is defined to be Wishart

distribution, denoted by W (Σ, n). If Σ = Ed, the iden-

tity matrix Ed of size d, then so-called data covari-

ance matrix 1
n

∑n
i=1 xix

⊤
i of the sample is subject to

W (Ed/n, n).

Johnstone [6] proved that for a matrix subject to

W (Ed, n), if the largest eigenvalue is appropriately cen-

tered and scaled, then the distribution approaches to

the Tracy-Widom law of order 1, as n, d goes to infinity

with n/d fixed γ ≥ 1. On the other hand, for the data

covariance matrix S = 1
n

∑n
i=1 xix

⊤
i , as n → ∞ with

d being fixed, the sum of any k eigenvalues of S tends

to k almost surely, because the law of large numbers

guarantees that S converges to the identity matrix Ed

almost surely. In terms of principal component analy-

∗東北大学理学研究科数学専攻, 980-8578 仙台市青葉区 荒巻字青

葉, e-mail sa8m07@math.tohoku.ac.jp,

Mathematical Institute, Tohoku University Sendai Miyagi

JAPAN, 980-8578

sis (PCA), the sum of the largest k eigenvalues of S is

the sum of variances of principal component and the

sum of the square distances of data and the approxi-

mate affine subspace.

Below, the left and the right tail probabilities for

the sum of any k eigenvalues of the data covariance ma-

trix S is uniformly evaluated non-asymptotically from

above, by using upper bound of the VC dimensions

of principal component analysis and by using a theo-

rem [9, (5.43)] of Vapnik’s statistical learning theory.

For the right tail probability, we represent a subspace

with the kernel of a linear mapping and then employ

a concentration inequality [7, (5.1)] for the chi square

distributions.

Johnstone’s result [6] is satisfied if the number n

of observations and the dimensions p are large enough

with n/d fixed. On the other hand, our results are

useful in the case that n/d = Ω(n
1
2+ϵ), i.e. d/n =

O(n−( 1
2+ϵ)), where ϵ is any positive number, especially,

in the case that d is fixed and n is large.

For the largest eigenvalue λ1 of a symmetric ran-

dom matrix whose entries are independent random vari-
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ables with absolute value bounded by 1, the sub-gaussian

evaluation of the right tail of λ1 is derived in [1] from

Talagrand’s inequality. Our result is for Gaussian ran-

dom variables, which vary from −∞ to ∞.

This paper is organized as follows: In the next sec-

tion, we review VC theory. In Section 3, we relate the

sum of eigenvalues of the data covariance matrix to the

statistical learning that formulates PCA. In Section 4,

we provide an upper bound of VC dimension of the

PCA. In Section 5, we present a concentration inequal-

ity for the sum of eigenvalues of the data covariance

matrix for an i.i.d. sample from the multi-dimensional

standard normal distribution. In the final section, we

mention future work, which are hopefully related to

concentration inequality and model selection.

2 VC theory

In the framework of statistical learning theory [9], a

learning model in general consists of (i) an unknown

distribution F (z) of training data z drawn from a space

Z, (ii) a class Λ of hypotheses, (iii) a loss function

Q : Z × Λ → R. Here Q(z, α) stands for the loss of

training data z against a hypothesis α. The risk of

α ∈ Λ is defined to be R(α) = Ez[Q(z, α)]. The goal

of learning is to estimate

α0 ∈ Λ s.t. R(α0) = min
α∈Λ

R(α)

from training data z1, · · · , zn which are independently

drawn from the distribution F .

Proposition 1 ([9, (5.43)]). Let {Q(x, α) : α ∈ Λ} be

any class of unbounded class of nonnegative, functions.

Then for any α ∈ Λ, with probability greater than or

equal to 1 − η, it holds that

R(α) − Remp (α) < R(α)τ(p)

(
1
2

(
p − 1
p − 2

)p−1
)1/p

ε.

Here p > 2 is such that

sup
α∈Λ

Ex [Q(x, α)p]1/p

Ex [Q(x, α)]
< τ(p),

and

η := 4 exp
{(

GΛ(2n)
n

− ε2

4

)
n

}
.

GΛ(n) is the so-called growth function for Λ, and

GΛ(n)

= n log 2 (n ≤ v)

≤ v(log n
v + 1) (n > v),

where v is the VC dimension of the class of {x ∈ Z :

Q(x, α) ≥ r} such that α ∈ Λ and r ∈ R.

Let C be a nonempty class of subset of Z. We say

a finite subset X of Z is shattered by C, if {X ∩ C :

C ∈ C} is the class of subsets of X. By the VC di-

mension of the class C, we mean the supremum of the

cardinality of a set X ⊂ Z shattered by C. Important

properties on the VC dimension in the study of empir-

ical process(=statistical learning) are found in [5].

3 Eigenvalues of data covariance

matrix and empirical risks

First, we relate the eigenvalues of the data covariance

matrix S, to the empirical risk of a statistical learning.

Put Λ to be the set of d × k real matrices T such

that T⊤T = Ek. We represent a (d − k)-dimensional

subspace H by any T ∈ Λ such that H = kerT . For

any x ∈ Rd and any T ∈ Λ, we define a loss function

Q(x, T ) to be dist(x, ker T )2 = ∥T⊤x∥2. On the other

hand, we represent a k-dimensional subspace K by any

T ∈ Λ such that K = Im T . For any x ∈ Rd and any

T ∈ Λ, we define another loss function Q′(x, T ) to be

dist(x, Im T )2.

The empirical risks caused by T ∈ Λ are

Remp (T ) =
1
n

n∑
i=1

∥T⊤xi∥2,

R′
emp (T ) =

1
n

n∑
i=1

∥xi∥2 − Remp (T )

=
1
n

n∑
i=1

x⊤
i (Ed − TT⊤)xi.

If T consists of the k orthonormal eigenvectors of the

data covariance matrix S, then Remp (T ) is the sum X
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of the k corresponding eigenvalues λ1, . . . , λk of S and

R′
emp (T ) is 1

n

∑n
i=1∥xi∥2 − X.

4 VC dimension of PCA formu-

lated as statistical learning

Put Cd
k be the class of {x ∈ Rd : dist(x, H) < r} such

that H is any k-dimensional affine subspace and the r

is any positive real number.

Theorem 1. There exists a positive constant c such

that the VC dimension of Cd
k is less than c(k + 1)(d −

k + 1).

Corollary 1. Let Dd
k denote the class of {x ∈ Rd :

dist(x, H) < r} such that H is any k-dimensional sub-

space and the r is any positive real number. Then the

VC dimension of Dd
k is less than c(k + 1)(d − k + 1),

where c is an absolute positive constant.

The proof of the theorem uses a fact that any linear

subspace is represented as a kernel and an image, as

well as rather a standard evaluation of the number of

sign sequences arising from an algebraic variety.

We prove this proposition by following Basu-Pollack-

Roy’s argument [2]:

For an element a ∈ R,

sgn(a) :=


0 if a = 0,

1 if a > 0,

−1 if a < 0.

Let Q and P be finite subsets of R[x1, . . . , xm]. A sign

condition on P is an element of {0, 1,−1}P .

The realization of the sign condition σ over Q, R(σ,Q),

is the real semi-algebraic set

{x ∈ Rm : g(x) = 0 for all g ∈ Q, and

sgn (P (x)) = σ (P ) for all P ∈ P} .

Let bi (σ,Q) denote the i-th Betti number of R(σ,Q),

i.e., the dimension of the i-th singular homology group

of R(σ,Q) as a Q vector space, and let bi (Q,P) =∑
σ bi (σ,Q). Especially, b0 (σ,Q) is the total number

of semi-algebraically connected components of the re-

alizations of all realizable sign conditions of P over Q.

We write bi(d, m,L, s) for the maximum of bi (Q,P)

over all Q, P where Q and P are finite subsets of

R[x1, . . . , xm], whose elements have degree at most d ≥
1, the cardinality of P is s, and the algebraic set {x ∈
Rm : g(x) = 0 for all g ∈ Q} has real dimension L.

Proposition 2 ([2]).

bi(d,m,L, s) ≤ d(2d − 1)m−1
L−i∑
j=0

4j

(
s

j

)
.

Let (Cd
k)♭ be the class of open sets {x ∈ Rd :

dist(x, H) < r} ∈ Cd
k such that the k-dimensional

affine subspace H intersects with the (d−k)-dimensional

subspace x1 = · · · = xk = 0 at exactly one point. Note

that VCdim(Cd
k) = VCdim((Cd

k)♭), because if Cd
k shat-

ters a finite set then (Cd
k)♭ does the set by appropriate

perturbation.

Lemma 1. Let L = (k+1)(d−k)+1. Then, there exist

a positive integer m ≤ 2L, an L-dimensional smooth

submanifold V in Rm defined by m−L quadratic equa-

tions in m variables, and Φ : V → Cd
k with the following

properties:

(a) VCdim(Cd
k) = VCdim(Φ(V )); and

(b) for each p ∈ Rd, there exists a quadratic m-

variate real polynomial fp such that for all x ∈ V ,

fp(x) > 0 if p is in Φ(x), while fp(x) < 0 if p is

not in the closure of Φ(x).

Proof. First, we consider the case k ≥ d/2. Let m =

(d − k)(d + 1) + 1. Then it is indeed m ≤ 2L. For

(F, b, r) ∈ Rm where F is a d × (d − k) real matrix,

b ∈ Rd−k and r ∈ R, we consider a system of (d−k)2 =

m − L quadratic equations∑
u

FuiFuj − δij = 0 (1 ≤ i ≤ j ≤ d − k),

Fi+k, j = 0 (1 ≤ i < j ≤ d − k).

This defines an L-dimensional smooth submanifold V

of Rm by the implicit function theorem.
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For (F, b, r) ∈ V where F ∈ Rd×(d−k), b ∈ Rd−k

and r ∈ R, define Φ(F, b, r) ∈ Cd
k to be the set of points

whose distance from a k-dimensional affine space

{ z ∈ Rd : (F⊤)z = b } (1)

is less than |r|. Then Φ satisfies the property (a), since

Φ(V ) ⊆ Cd
k contains (Cd

k)♭. Moreover, for p ∈ Rd, define

fp by

fp(F, b, r) = r2 − ∥(F⊤)p − b∥2.

This satisfies the property (b), because ∥(F⊤)p−b∥2 is

equal to the square of the distance from p to the affine

subspace (1).

Next we consider the case k < d/2. Let m = dk +

d + 1. Then it is indeed m ≤ 2L. For (E, t, r) ∈ Rm

where E is a d × k real matrix, t ∈ Rd and r ∈ R,

we consider a system of k + k2 = m − L quadratic

equations, consisting of k equations∑
u

tuEuj = 0 (1 ≤ j ≤ k) (2)

and k2 equations∑
u

EuiEuj − δij = 0 (1 ≤ i ≤ j ≤ k),

Eij = 0 (1 ≤ i < j ≤ k).

The system defines an L-dimensional smooth subman-

ifold V of Rm, by the implicit function theorem. For

any (E, t, r) ∈ V with E ∈ Rd×k, t ∈ Rd, r ∈ R, define

Φ(E, t, r) to be the set of points whose distance from

{Ex + t : x ∈ Rk } (3)

is less than |r|. Then Φ satisfies the property (a), since

Φ(V ) contains (Cd
k)♭. Moreover, for p ∈ Rd, define fp

by

fp(E, t, r) = r2 − ∥p − t∥2 + ∥(p⊤)E∥2.

Then fp is clearly quadratic. By (2), we have ∥p −
t∥2 − ∥(p⊤)E∥2 = ∥p − t∥2 − ∥(p − t)⊤E∥2, which is

equal to the square of the distance from p to the affine

subspace (3). Thus we have the property (b).

Now we will complete the proof of the upper bound.

Proof of Theorem 1. Let m,L, V, Φ be as in the previ-

ous lemma. Take a set Q consisting of quadratic m-

variate real polynomials g1, . . . , gm−L so that equations

g1 = · · · = gm−L = 0 define V . Let {p1, . . . , ps} ⊆ Rd

be a set shattered by Cd
k . By (a) of the previous lemma,

it is shattered by Φ(V ). If s ≤ m, then because the

previous lemma implies m ≤ 2L, we have s ≤ m ≤ 2L

as desired. If s > m, then put P := {fp1 , . . . , fps}. Be-

cause {p1, . . . , ps} is shattered, 2s ≤ #{σ ∈ {−1, 1}P :

R(σ,Q) ̸= ∅}. Then 2s ≤ b0(Q,P) ≤ b0(2,m,L, s)

by the definition. From Proposition 2, we have 2s ≤
d(2d− 1)m−1

∑L
j=0 4j

(
s
j

)
which is less than or equal to

2 · 32L−1 · 4L
∑L

j=0

(
s
j

)
≤ 36L

(
es
L

)L

. This gives 2s/L ≤
36e(s/L), or s/L ≤ c where c is large enough.

5 The concentration inequalities

Let x1, . . . , xn be an i.i.d. sample drawn from N(0, Ed)

and let λ1, . . . , λk be eigenvalues of the data covari-

ance S = 1
n

∑n
i=1 xix

⊤
i . Let T ∈ Rd×k consist of

the corresponding orthonormal eigenvectors, as in Sec-

tion 3. For the loss functions given there, the risks

caused by T are R(T ) = E[∥T⊤x∥2] and R′(T ) =

E[x⊤(Ed − TT⊤)x]. Because TT⊤ is an orthogonal

projection of rank k, the loss functions are random

variables subject to chi square distributions:

∥T⊤x∥2 ∼ χ2
k, ∥x∥2 − ∥T⊤x∥2 ∼ χ2

d−k, (4)

where χ2
m is the chi square distribution with degree m

of freedom. So R(T ) = k and R′(T ) = d − k. By this

and the last paragraph of Section 3,

k − (λ1 + · · · + λk) = R(T ) − Remp (T ) , (5)

and

(λ1 + · · · + λk) − k

= R′(T ) − R′
emp (T ) +

(
1
n

n∑
i=1

∥xi∥2 − d

)
. (6)

By applying Proposition 1 to R and R′, we have in-

equalities for left and right tail probabilities of the sum

of any k eigenvalues of S. But for the last term in the
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inequality (6), we use a following inequality [7, (5.1)]

for right tail probability of the chi square distribution:

P

(
Y ≥

(√
d +

√
2y

)2
)

≤ e−y (Y ∼ χ2
d, y > 0),

(7)

which is proved by using Gaussian logarithmic Sobolev

inequality [7, Theorem 3.4].

The p-th noncentral moment of the chi square dis-

tribution of degree k of freedom is written as m(k, p),

which is k(k + 2)(k + 4) · · · (k + 2p − 2).

Theorem 2. Let x1, . . . , xn be an i.i.d. sample drawn

from the d-dimensional standard normal distribution,

λ1, . . . , λk (k ≤ d) be any eigenvalues of the data co-

variance d × d matrix
(

1
n

∑n
i=1 xix

⊤
i

)
, p > 2, ε > 0

and δ > 0. Then, the left tail probability of
∑k

i=1 λi

satisfies the following:

P

k −
k∑

i=1

λi ≥ ε

(
m(k, p)

2

(
p − 1
p − 2

)p−1
)1/p


≤ 4 exp

{(
GDd

d−k
(2n)

n
− ε2

4

)
n

}
.

The right tail probability of
∑k

i=1 λi satisfies the fol-

lowing:

P

 k∑
i=1

λi − k ≥ ε

(
m(d − k, p)

2

(
p − 1
p − 2

)p−1
)1/p

+ δ


≤ 4 exp

{(
GDd

k
(2n)

n
− ε2

4

)
n

}

+ exp

−1
2
nd

(√
1 +

δ

d
− 1

)2
 .

In particular, if n > v/2 with v being c(k + 1)(d −
k + 1) where c is an absolute positive constant, then

the inequalities can be made concrete by replacing the

two growth functions GDd
d−k

(2n) and GDd
k
(2n) in the

inequalities with v(log 2n
v + 1).

Proof. As for the left tail probability, in Proposition 1,

as the loss function Q(T, x) is subject to χ2
k by (4), we

can take τ(p) = m(k, p)1/p/k and thus k −
∑k

i=1 λi,

which is R(T ) − Remp (T ) by (5), exceeds

ε

(
m(k, p)

2

(
p − 1
p − 2

)p−1
)1/p

,

with probability at most

4 exp

((
GDd

d−k(2n)

n
− ε2

4

)
n

)
. (8)

As for the right tail probability, in Proposition 1,

as the loss function Q′(T, x) is subject to χ2
d−k by (4),

we can take τ(p) = m(d − k, p)1/p/(d − k) and thus(∑k
i=1 λi − k

)
−

(
1
n

∑n
i=1∥xi∥2 − d

)
, which is R′(T )−

R′
emp (T ) by (6), exceeds

a := ε

(
m(d − k, p)

2

(
p − 1
p − 2

)p−1
)1/p

,

with probability at most 4 exp
((

GDd
k(2n)/n − ε2/4

)
n
)
.

But by taking Y =
∑n

i=1∥xi∥2 ∼ χ2
nd and y =(√

nd + nδ −
√

nd
)2

/2 in (7), we have 1
n

∑n
i=1∥xi∥2−

d ≥ δ with probability at most

b := exp

−nd

2

(√
1 +

δ

d
− 1

)2
 .

Therefore either
∑k

i=1 λi−k ≥ a or 1
n

∑n
i=1∥xi∥2−d ≥

δ holds with probability at most

P

(
k∑

i=1

λi − k −

(
1
n

n∑
i=1

∥xi∥2 − d

)
≥ a

)

+ P

(
1
n

n∑
i=1

∥xi∥2 − d ≥ δ

)
.

But the former summand is less than or equal to (8)

with k replaced by d − k, while the latter is less than

or equal to b.

6 Future work: concentration and

model selection

Some mathematicians may be interested in how our

approach is related to (1) papers of the local theory

of Banach spaces on concentration of measure that is

directly relevant (e.g. [8]), and (2) to the work on Tala-

grand’s work on concentration of measure. Talagrand’s

inequalities for concentration of measure are recently

employed in [7, Chapter 8], for statistical learning prob-

lems with the class of loss functions being uniformly

bounded, as follows:
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1. Bousquet’s version of Talagrand’s concentration

inequality for empirical process is used to derive

a new general upper bound of the difference be-

tween the expected risk and the empirical risk.

2. A concentration inequality is used to analyze Vap-

nik’s structural risk minimization [9], a model se-

lection method in terms of VC dimensions.

PCA has the unbounded class of loss functions x ∈
Rd 7→ dist(x,H)2 where H is any k-dimensional affine

subspace. We hope similar concentration inequalities

which improves (1) previous Theorem for PCA and (2)

model selection (i.e., selecting k) for PCA.

This research is encouraged by a researcher who

majors in concentration inequality and/or consistency

of principal component analysis. We read in [7],

“Since the impressive works of Talagrand,

concentration inequalities have been recog-

nized as fundamental tools in several do-

mains such as geometry of Banach spaces

or random combinatorics. They also turn

out to be essential tools to develop a non-

asymptotic theory in statistics, exactly as

the central limit theorem and large devia-

tions are known to play a central part in

the asymptotic theory. An overview of a

non-asymptotic theory for model selection

is given here and some selected applications

to variable selection, change points detec-

tion and statistical learning are discussed.

....”

We hope our work is connected to such applications

and so on.
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Abstract: Linear dynamical systems are widely used in such fields as system control and
time-dependent data analysis. Such a system can be regarded as a statistical parametric
model, where the coefficients of the state space equations are unknown and given as param-
eters. The properties of parameter learning have not yet been established, in spite of a wide
range of applications. Therefore, this paper investigates the system from the viewpoint of
learning theory. It is revealed that the system has singularities in the parameter space.
The generalization error measured by the prediction accuracy for unseen data sequences is
reduced, due to the presence of these singularities.

Keywords: Kalman Filter, Bayesian Learning, Time-Series Data Analysis

1 Introduction

Linear dynamical systems are widely used for mod-
eling practical complex systems with hidden variables
such as object tracking in image processing [4], and
position detection in car navigation systems [6]. The
system is described via state space equations contain-
ing both observable and hidden variables. The Kalman
filter [5] is an algorithm to estimate the hidden vari-
ables from coefficients given preliminarily .

It is important to be able to estimate coefficients
using the observable data when the coefficients are un-
known. The system is regarded as a parametric learn-
ing model, in which the coefficients correspond to pa-
rameters. As seen in Section 2, the system is expressed
as a generative probability model of the data because
the process and observation noises are taken into ac-
count.
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Department of Computational Intelligence and Systems Science,
Tokyo Institute of Technology, R2-5, 4259 Nagatsuta, Midori-
Ku, Yokohama, Kanagawa
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nology, R2-5, 4259 Nagatsuta, Midori-Ku, Yokohama, Kana-
gawa

Parametric models generally fall into two types, reg-
ular and singular. If the relation between the param-
eter and the expressed probability function is one-to-
one, a model is referred to as regular. Otherwise, it is
singular. Therefore, a singular model has a set of pa-
rameters indicating the same function, in which there
are singularities. Because of the singularities, conven-
tional analysis is not applicable; model selection cri-
teria for regular models such as AIC [1] and BIC [7]
are inappropriate. An algebraic geometrical method
has been developed for Bayesian learning to reveal the
asymptotic generalization error and the marginal like-
lihood for several singular models [8]. According to its
application to several models, the presence of singular-
ities results in unique properties of the learning process
[3, 9].

In spite of a wide range of applications, properties of
a linear dynamical system are still unknown in terms
of a learning model. Therefore, the present paper in-
vestigates such a system both theoretically and exper-
imentally. We confirm that the system is a singular
model and analyze the Bayesian generalization error
based on the algebraic geometrical method. Here, the
error is defined as the prediction accuracy for unseen
time-sequence data. This prediction is different from
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that of the conventional Kalman situation in which the
primary concern is the set of hidden variables rather
than the observable sequences. Nevertheless, our anal-
ysis can also provide an insight into hidden variable
estimation.

The remainder of the paper is organized as follows.
Section 2 formulates the system. Section 3 introduces
Bayesian learning and summarizes the algebraic geo-
metrical method. Section 4 contains our main con-
tributions, deriving a theoretical upper bound of the
generalization error and showing experimental results
for the error. Section 5 contains a discussion and our
conclusions.

2 Linear Dynamical Systems

Linear dynamical systems can be described by state
space models with hidden state variables:

zt+1 = Azt + Dwt, (1)

xt = Czt + vt, (2)

where zt ∈ Rq is the hidden state vector at time t,
xt ∈ Rp is an output vector, wt ∈ Rq and vt ∈ Rp

are process and observation noises, respectively. These
noises are assumed follow a standard normal distribu-
tion. A ∈ Rq×q is the state matrix , C ∈ Rp×q is the
output matrix and the elements of D ∈ Rq×q are the
coefficients of the process noise.

The Kalman filter is known as an efficient recursive
filter that estimates hidden states from a series of out-
puts. In what follows, the notations ẑn|m and Pn|m

represent the estimates of z at time n and its error co-
variance matrix, respectively, when observations from
t = 1 to t = m are given. The Kalman filter has two
phases: Predict and Update. The algorithms are de-
scribed as follows:

Predict

ẑt|t−1 = Aẑt−1|t−1 (3)

Pt|t−1 = APt−1|t−1A
> + DD> (4)

Update

Kt = Pt|t−1C
> (

I + CPt|t−1C
>)−1

(5)

ẑt|t = ẑt|t−1 + Kt

(
xt − Cẑt|t−1

)
(6)

Pt|t = (I − KtC)Pt|t−1 (7)

where I is a unit matrix and Kt is called the Kalman
gain. Firstly, the current state zt is estimated as ẑt|t−1

from the estimated state of the previous time t − 1
(Eq.3). Then, a more refined value for ẑt|t is calculated
on the basis of ẑt|t−1 after an observation xt is provided
(Eq.6).

From the viewpoint of machine learning, a linear dy-
namical system can be regarded as a learning model
whose parameters are A,C, D and z1. The variable z1

indicates the initial state. Let X = (x1, x2, . . . , xT ) ∈
Rp×T be the vector of observations. The probability
p(X|w), where the parameters w = (A,C, D, z1), can
be calculated as follows:

p(X|w) = p(x1|w)
T∏

t=2

p(xt|x1, . . . , xt−1, w). (8)

Using the hidden state zt,

p(xt|x1, . . . , xt−1, w)

=
∫

p(xt|zt, w)p(zt|x1, . . . , xt−1, w)dzt. (9)

Let N (·|µ, Σ) be a multivariate normal distribution
with mean µ and covariance matrix Σ. By the def-
inition of a linear dynamical system (Eq.2) and the
derivation of the Kalman filter,

p(xt|zt, w) = N (xt|Czt, I), (10)

p(zt|x1, . . . , xt−1, w) = N (zt|ẑt|t−1, Pt|t−1). (11)

Therefore, p(xt|x1, . . . , xt−1, w) is also a normal distri-
bution described by

p(xt|x1, . . . , xt−1, w) = N (xt|Cẑt|t−1, I + CPt|t−1C
>).

(12)

Eq.8 can be expressed as

p(X|w) =
T∏

t=1

N (xt|Cẑt|t−1, I + CPt|t−1C
>). (13)

where we define ẑ1|0 = z1 and P1|0 = 0.
Let Xn = (X1, X2, . . . , Xn) be a set of i.i.d. training

samples. Each Xi is a time sequence defined by Xi =
(xi

1, x
i
2, . . . , x

i
T ). The likelihood of the parameter w =

(A,C, D, z1) can be calculated as

L(w) =
n∏

i=1

p(Xi|w)

=
n∏

i=1

T∏
t=1

N (xi
t|Cẑi

t|t−1, I + CP i
t|t−1C

>) (14)

where ẑi
t|t−1 and P i

t|t−1 are evaluated using the Kalman
filter.
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3 Bayesian Learning and the Gen-

eralization Error

This section describes Bayesian learning for time se-
ries data and the theoretical analysis of the generaliza-
tion error.

Let Xn = (X1, X2, . . . , Xn) be a set of training sam-
ples taken independently and identically from the true
distribution q(X), where n is the number of training
samples. Each Xi (i = 1, . . . , n) is a sequence whose
length is T , i.e. Xi = (xi

1, . . . , x
i
t, . . . , x

i
T ). Note that

the sequence data Xn are taken as i.i.d. whereas each
sequence Xi is not. Let p(X|w) be a learning model,
and ϕ(w) be an a priori probability distribution. The
a posteriori probability distribution is defined by

p(w|Xn) =
1

Z(Xn)
ϕ(w)

n∏
i=1

p(Xi|w) (15)

where Z(Xn) is a normalizing constant. The Bayesian
predictive distribution is defined by

p(X|Xn) =
∫

p(X|w)p(w|Xn)dw. (16)

The Bayesian generalization error G(n) is defined by

G(n) = EXn

[∫
q(X) log

q(X)
p(X|Xn)

dX
]
, (17)

which is the average Kullback information from the
true distribution to the predictive distribution.

The remainder of this section summarizes the alge-
braic geometrical method for deriving the asymptotic
form of the error [8]. Let H(w) be the Kullback infor-
mation from the true distribution q(X) to the learner
p(X|w),

H(w) =
∫

q(X) log
q(X)

p(X|w)
dX. (18)

The function ζ(z) of one complex variable z, defined
by

ζ(z) =
∫

H(w)zϕ(w)dw, (19)

is referred to as the zeta function. It is known that this
zeta function is holomorphic in the region Re(z) > 0,
and can be analytically continued to the meromor-
phic function on the entire complex plane. Then the
poles are all real, negative and rational numbers. Let
0 > −λ1 > −λ2 > . . . be a sequence of poles, and

m1,m2, . . . be the respective orders. The asymptotic
form of the generalization error is expressed as

G(n) =
λ1

n
− m1 − 1

n log n
+ o

( 1
n log n

)
(20)

for n → ∞. In many cases, it is not straightforward to
find the largest pole −λ1 and its order m1 [3]. When
a pole z = −λ and its order m have been calculated,
an upper bound is derived as

G(n) ≤ λ

n
− m − 1

n log n
+ o

( 1
n log n

)
. (21)

4 Analysis of the Generalization

Error

This section analyzes the Bayesian generalization er-
ror for linear dynamical systems. In order to investi-
gate the effect of redundant hidden states, we study
an essential case, in which the learning model has a
hidden variable and the true model generates i.i.d. se-
quences. This is the simplest setting for singularities to
exist in the parameter space because the i.i.d. model
can be regarded as a model with no hidden states. For
simplicity, we assume that the output vector is one
dimensional, where zt, xt, A, C, and D are all scalar.
Moreover, we assume that the first hidden state is fixed
as z1 = 0. Formally, the learning model is defined as

zt+1 = azt + dwt, (22)

xt = czt + vt, (23)

where zt, xt ∈ R1 and wt and vt are distributed from
N (·|0, 1). The parameter is expressed as w = (a, c, d).
The true model is a one-dimensional normal distribu-
tion N (xt|0, 1) for all t, i.e. xt = vt. Following Eq. 13,
the true model is given by

q(X) =
T∏

t=1

N (xt|0, 1). (24)

4.1 Theoretical analysis

Based on the algebraic geometrical method, the error
has the following bound:

Theorem 4.1 When the true model and a learning
model are defined by Eq.24 and Eqs 22-23, respectively,
the Bayesian generalization error is bounded above as
follows:

G(n) ≤ 1
2n

− 1
n log n

+ o
( 1

n log n

)
, (25)
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where z1 = 0 and the training sample size n is suffi-
ciently large.

Sketch of Proof: Because the parameter set {c = 0}
attains p(X|w) = q(X), there is a function fc(w) such
that H(w) = c2fc(w). The set {d = 0} ensures the
same property for H(w). Thus, there is a polyno-
mial f(w) such that H(w) = c2d2f(w). We can find a
limited support W of the parameter space, such that
H(w) ≤ Cc2d2. Here C is a positive constant. Con-
sidering the following zeta function

ζ1(z) =
∫

W

{Cc2d2}zdw, (26)

the pole z = −µ is a lower bound of z = −λ1 [8].
We can find a pole µ = 1/2 and its order m = 2.
Combining with Eq. 21, we derive the following leading
terms for the bound,

1
2n

− 1
n log n

, (27)

which completes the proof.
End of Proof

If the initial state is unknown and is regarded as
a parameter such as w = (a, c, d, z1), we can extend
Theorem 4.1 as follows.

Corollary 4.1 Under the same setting as Theorem
4.1, the error has an upper bound

G(n) ≤ 1
2n

+ o
( 1

n

)
. (28)

We omit the proof for lack of space.

4.2 Experimental results

We experimentally evaluate whether the bound is
valid when finite training data are given. Sampling
from the a posteriori distribution, the predictive dis-
tribution is given by

p(X|Xn) ' 1
M

M∑
j=1

p(X|wj), (29)

where (w1, . . . , wM ) are sampled from p(w|Xn). We
use the Markov chain Monte Carlo (MCMC) method
for the sampling technique [2]. The generalization er-
ror is approximated by

G(n) ' EXn

[ 1
N

N∑
i=1

log
q(Xi)

p(Xi|Xn)

]
. (30)

The experimental settings are as follows. The length of
the time sequence is T = 10. The number of test data
sequences is N = 1, 000. The number in the MCMC
sample is M = 500. We obtain the expectation EXn [·]
over 100 sets of training data. The a priori distribution
is a normal distribution for a, c and d.

Figure 1-(a) describes an example of sampling from
the a posteriori distribution in the parameter space
(a, c, d). The vertical and horizontal planes indicate
{c = 0} and {d = 0}, respectively. The points are
located around the subspace {c = 0} ∪ {d = 0}, for
which the parameters express the true model.

Figure 1-(b) summarizes the error values correspond-
ing to n = 250, 500, 750 and 1, 000. The horizontal and
vertical axes describe the number of training data se-
quences and the error value, respectively. The heavy
line depicts experimental values for G(n). The dotted
line is the upper bound of Theorem 4.1. The upper
bound is valid as seen in the graph.

5 Discussions and Conclusions

First, let us discuss the upper bound of the gener-
alization error. In the regular case, the error has the
following asymptotic form,

G(n) =
dimw

2n
+ o

( 1
n log n

)
, (31)

which means that λ1 = dim w/2 and m1 = 1. Note
that even a singular model has this asymptotic form
if the true and learning models have the same dimen-
sion of the hidden state vector. The asymptotic form
indicates that the cost to fit all parameters determines
the error as the dimension dimw appears. Comparing
Theorem 4.1 with the regular case, we can derive the
result that the error is much smaller, i.e.

G(n) ≤ 1
2n

− 1
n log n

+ o
( 1

n log n

)
<

3
2n

+ o
( 1

n log n

)
, (32)

which confirms that the fitting cost for redundant pa-
rameters is not strongly reflected in the error.

Thus far, we have focused on prediction of the un-
seen observable data sequence X. Next, we consider
estimation of the hidden states zt. According to the
a posteriori distribution, there are two regions for the
optimal parameters; one is around c = 0 and the other
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Figure 1: An example of the a posteriori distribution and the generalization error.

is around d = 0. They imply completely different be-
haviors of the hidden state. The former, c = 0, in-
dicates that a and d can take any value, by which
q(X) = p(X|w). Thus, there are no constraints on
the movement of the hidden state. By taking into ac-
count z1 = 0, the latter, d = 0, contrarily implies that
there is no movement because zt = 0 for all times t. If
several hidden variables in the true model stop mov-
ing due to disorder in a practical situation, the desired
estimation is d = 0. However, c = 0 can also be an
estimated result; these variables move on the basis of
arbitrarily-estimated a and d. This adverse estimation
can occur along any dimension of the hidden state vec-
tor. Therefore, detection of hidden variable size is an
essential problem to solve.

Finally, we state our conclusions. The present paper
establishes that linear dynamical systems are singu-
lar models. The singularities ensure that the upper
bound of the Bayesian generalization error is small.
The experimental results indicate that the bound is
valid. Moreover, the a posteriori distribution implies
that estimation of hidden states cannot be appropriate
if there are redundant hidden variables.
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品質の異なる二つのデータ集合間の転移学習の解析
An Analysis of Transfer Learning between a Pair of Datasets

with Different Qualities
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Abstract: It is often the case that we have a pair of datasets, where one consists of
few high-quality data and the other consists of many low-quality data. Kamishima et
al. has proposed a bagging-based learning algorithm to synthesize such a pair of data
sets. However, it has not been clear when the learning algorithm improves the estimation
obtained by using only the few high-quality dataset. We analyze a simple exponential
family model, and prove that the bagging-based learning algorithm does not work for this
model, but an appropriate modification improves the estimation drastically.

Keywords: transfer learning, asymptotic analysis, statistical estimation, exponential fam-
ily

1 まえがき
近年，インターネットの発達などによって大規模な

データを収集することは比較的容易である．例えば，映

画の好みなどユーザの嗜好を集めたデータや，スーパー

マーケットでの消費者の購買履歴といったものである．

しかしながら，通常そうして集められたデータにはさま

ざまな種類のユーザに対する嗜好が混在しており，また

十分な管理下で集められたものでないためデータの質も

低いことが多い．そのようなデータから，例えば各ユー

ザごとにきめ細かく商品の推薦などを行おうとしても，

十分な精度が得られないことがある．

一方，これらのデータとは別に，ある特定の種類の

ユーザ群に対して十分管理された状況下でデータを収集

することを考えよう．ただし，これには大きなコストが

かかるため，それほど大きなサイズのデータを集めるこ

とはできず，統計的な推定精度は低くなってしまう．

そこで，もともとの大規模なデータを補助情報として

用いることによって，この新たに集めた質の高いデータ

に対する統計的な推定精度を向上できないかという問題

が考えられる．神嶌ら [1]によって提案された「飼いな
らし学習」はそのような問題意識から考え出された枠組

∗産業技術総合研究所脳神経情報研究部門, 305-8568茨城県つくば市
梅園 1-1-1中央第 2, tel. 029-861-5549, e-mail s.akaho@aist.go.jp,
mail@kamishima.net
The National Institute of Advanced Industry and Scientific Tech-
nology, Central 2, 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8568

みであり，学習分野で古くから研究されてきた転移学習

[6]の特別な場合として位置づけることもできる．
また，ユーザの嗜好や購買といった問題に限らず，自

然科学実験などにおいても「コストが高くて収集に時間

のかかる品質の高い少数データ集合」と「コストが安く

て収集が容易だが品質の低い大規模データ集合」がある

という状況は頻繁に発生する．

神嶌らは，バギングを応用したアルゴリズムを用いて，

実データを使ったタグ付け問題に対して有効性を示した

が [1]，理論的にはどのような場合にうまくいくかが明
らかではなかった．そこで本稿では，この問題の非常に

単純な数理モデルに対して解析を行い，神嶌らによって

提案されたアルゴリズムがうまくいくためには，少なく

ともある種の非線形性が必要なことと，それが満たされ

ない場合にはそれを改良したアルゴリズムによって精度

のよい推定ができることを示す．

2 品質の異なるデータ集合のモデル

化
管理された状況下で収集されるデータセットは，確率

変数 x に対するある確率分布（ターゲット分布） pT (x)
に従って生成された独立なサンプル集合 T = (x1, x2,

. . . , x|T |) とする．一方，大量に集められたデータの中
には pT (x)に従うサンプルと，そうでない確率分布（非
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ターゲット分布） pN (x) に従うサンプルが混在してい
るとする．すなわち，

pS(x) = αpT (x) + (1 − α)pN (x) (1)

という混合分布に従って独立に生成されたサンプル S =
(x′1, x

′
2, . . . , x

′
|S|)であるとする．具体的にどのような分

布を考えるかについては，後の節で詳細化する．

一般に T のサンプル数 |T | は，S のサンプル数 |S|
に比べてずっと小さい． また，多くの状況では α は 1
に比べてかなり小さい．さらに，確率変数 x は，推薦

システムやタグ付けなど多くの例題では入力と出力のペ

アからなる教師あり学習の場合が多いが，本稿では入力

と出力の区別は特にせず解析を行い，教師あり学習につ

いては最後に違いなどについて論じる．

さて，以上のようなモデル仮定のもとで，やりたいこ

とは，二つのデータ集合 S, T に基づいてターゲット分

布 pT (x) に関する精度の高い推測を行うことである．
神嶌らは，バギングに基づいたアルゴリズムを提案し，

タグ付け問題に対して有効性を示した． ここでは，上

記の定式化に合わせて単純化した形でそのアルゴリズム

を示す．

TrBagg アルゴリズム (簡略版)

1. データ集合 T から確率分布を推定し，p̂T (x) と
置く．

2. データ集合 S からブートストラップサンプル集合

B を生成する．

3. B から確率分布を推定し，p̂B(x) と置く．

4. p̂T (x) と p̂B(x) の距離を測り，あるしきい値以下
であれば p̂B(x) を受理する．

5. 上記ステップ 2～ 4を繰り返し，受理された確率分
布を統合して最終的な確率分布の推定値 p̂TrBagg(x)
を得る．

上記アルゴリズムの最後のステップにおける「統合」

の意味は，後の節でモデルをより詳細化する際に明確に

する1．

さて，もし最終的に得られた p̂TrBagg(x) が，T だけ
を使って推定された p̂T (x) よりもデータを生成した分
布 pT (x) に近ければ S を使った効果があったというこ

とになる．

1なお，オリジナルの TrBagg アルゴリズムでは B から作るのは
識別器であり，最終的な統合は識別器の多数決によって得られる．ま
た，このほかにも性能を向上させるためのいくつかのヒューリスティ
クスが導入されている．

D

η̂T η̂TrBagg

ηT ηNαηT + (1 − α)ηN

図 1: 指数分布族に対する TrBagg アルゴリズムの振る
舞い

3 指数分布族の場合
ここでは，データを生成する確率分布がある指数分布

族の要素である場合には，TrBagg アルゴリズムがその
ままではうまくいかない可能性が高いことを示す．

命題１ pT (x), pN (x) の両方が，ある指数分布族の要素
であり，α が 1 より十分小さいとき，最尤推定に
基づいた TrBagg アルゴリズムによって p̂T (x) を
改良できる確率は約 1/2 である．つまり，改良で
きるかできないかが五分五分である．

上記の性質は漸近論的に理解できる． 以下にそのあら

ましを述べよう (図 1参照)．指数分布族は

p(x; θ) = exp(θ · r(x) − ψ(θ) + C(x)) (2)

という分布形を持つ確率分布である．

まず，指数分布族の確率分布は，期待値パラメータ

η = Ep(x;θ)[r(x)] を座標系とする空間上の１点として表
現できることに注意する．すると，pT (x)および pN (x)
もそれぞれ空間上の点 ηT , ηN で表現される．

同様に，一つ一つのサンプル x に対しても r(x) を η

座標に対応させることにより空間上の点とみなすことが

できる．いくつかのサンプル点があったとき，パラメー

タの最尤推定はそれらの η 座標 r(x) の重心 (平均)で
与えられる．

さて，我々の問題では，まずデータ集合 T から最尤

推定により ηT を推定するわけだが，その推定値 η̂T は，

漸近的には ηT の周りに正規分布をすることが知られて

いる．

一方，データ集合 S から得られたブートストラップ

集合 B の中には pT (x) に由来するもの BT と pN (x)
に由来する BN の二つがある．B の要素数を |B| と
し，そのうち k 個が pT (x) 由来のものだとする．k は
二項分布に従う確率変数として与えられるが，近似的に

k = |B|α というピーク付近にあるとして固定して考え
る2．すると，BT の η 座標重心 ηBT

は漸近的に ηT の

2この部分を厳密化しても議論は定性的には影響を受けない

226



まわりに正規分布し，BN の η 座標重心 ηBN
は漸近的

に ηN のまわりに正規分布する． そして，B 全体の η

座標重心は正規分布の和の分布なので，やはり正規分布

となり，その中心を ηB とすると，k = |B|α の仮定の
下で

ηB = αηT + (1 − α)ηN , (3)

すなわち pT (x) と pN (x) のデータ集合 S 上での比率

に応じた重心座標として与えられる．

以上の議論はすべてのブートストラップ集合の推定量

の分布であるが，TrBagg アルゴリズムでは，pT (x) の
データ集合 T に基づいた推定量 η̂T から一定距離にあ

る推定量だけを取り出して統合する．ここで，「統合す

る」というのを，推定量の重心を取ることと定義する．

η̂T から一定距離の範囲を D と書くと，推定量だけの重

心は，ηB を中心とする正規分布 N [ηB ] の D だけに限

定した期待値

η̂TrBagg =

∫
D
ηN [ηB]dη∫

D
N [ηB ]dη

(4)

であり，これは正規分布の形状から，η̂T より ηB の方

向にシフトしたものになることがわかる． 従って，η̂T

から見て ηB の方向と ηT の方向とが同じ方向を向いて

いることが推定量を改善するために必要である．

さて，ηB は (3) からわかるように，ηT と ηN が十

分離れており，α が 1 より十分小さいとき，T だけを
使った推定量 η̂T よりも ηT から離れたところにある．

このときは，η̂T は ηT を中心とする正規分布に従うの

で，η̂TrBagg が η̂T に比べて ηT に近くなるかどうかは

五分五分である．

4 正規分布の位置母数の推定の解析

4.1 指数分布族に対する改良アルゴリズム

前節での考察から，指数分布族のようにパラメータが

データの統計量の線形和で表されるような単純な場合に

は TrBagg 法はうまくいかないことがわかった． その
主な原因は，pN (x) に由来するサンプルがある程度含ま
れていても，サンプル平均がたまたま p̂T (x) の近くに
分布する可能性は高いということである．

そこで本稿では，指数分布族のように各データ点もパ

ラメータ空間上の点として表される場合に以下のような

アルゴリズムを考える．

データフィルタリングアルゴリズム

1. データ集合 T から確率分布を推定し，その η 座

標を η̂T と置く．

α = aε
σT = cε
μ̂T = μT + bε
d = μT − μN

α

1 − α

bε

μ̂TμT μN

ε

σT
σN

図 2: 正規分布の位置母数推定

2. データ集合 S のサンプル点の座標表現 r(x) のう
ち，η̂T との距離があるしきい値以下のものだけを

選び出す．

3. 選び出されたサンプル点の r(x) の平均を取って
η̂Filter とし，これをパラメータとする確率分布を

pT (x) の推定値とする．

このアルゴリズムのポイントは，しきい値以下となる

ような r(x) だけに限定することによって pT (x) から遠
く離れたサンプルを排除するようにした点である．ただ

し，実際にはしきい値以下のサンプル数が十分確保でき

ない場合も考えられるため，距離に応じた重み付き期待

値をとるなどのバリエーションが考えられる．

4.2 正規分布の位置母数推定の解析

上で述べたアルゴリズムが推定量を改良できるかどう

かを見るために，簡単なモデルを使った解析を行う (図
2)．
まず，ターゲット分布 pT (x)は正規分布 N [μT , σ

2
T ]と

し，非ターゲット分布 pN (x)は別の正規分布 N [μN , σ
2
N ]

とする．

今，ターゲット分布の位置パラメータ μT を求めるこ

とを目標としよう．管理されたデータ集合 T から推定

されたパラメータの値を μ̂T とする． データフィルタ

リングアルゴリズムでは，データ集合 S のサンプルの

うち μ̂T との距離があるしきい値 ε 以下のものを選び出

し，その期待値 μ̂Filter を μT の推定値とする．

ここで，データ集合 S は十分大きいものと（つまり，

無限個のサンプルが得られると）仮定する．

以下では，ε は微少量として，ε に関して漸近的な

μ̂Filter の振る舞いを調べるが，しきい値以外の量も微少

量として扱うのが適当と思われるものは ε で表現する．

まず，μ̂T は μT のまわりで分布すると考えられるので，

確率変数 b を取り，

μ̂T = μT + bε (5)
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と置く． また，管理されたデータではばらつきが比較

的小さいと思われるため，

σT = cε (6)

のようにターゲット分布の標準偏差が ε オーダーであ

ることを仮定する．なお，μ̂T の μT からのずれを表す

bε は σT の大きさと T のサンプル数 |T | に依存してお
り，b は漸近的に平均 0 の正規分布に従い，

E[b2] � E
[
c2

|T |
]

(7)

が成立するので，比較的小さい |T | でも一般に b < c と

なるのが普通である．データ集合 S に関しては，ター

ゲット分布に由来するデータ集合の割合を表す α も小

さいことが多いので

α = aε (8)

と置く．

S のサンプル数が無限という仮定のもとでは，サンプ

ル平均は期待値で置き換えられるため，

μ̂Filter =
∫ μ̂T +ε

μ̂T −ε

xpS(x)dx (9)

が求める推定量となる． これを ε について漸近展開し

たときに，

μ̂Filter = μT + γbε+O(ε2) (10)

となって，|γ| < 1 であれば μ̂Filter は μ̂T よりもよい推

定量であることが言える．

実際に γ を計算すると，

γ =
φ(d, σ2

N ) + c2a
4b {φ(b− 1, c2) − φ(b+ 1, c2)}

φ(d, σ2
N ) + a

4{erf(
√

2(b+1)
2c ) − erf(

√
2(b−1)
2c )}

(11)

となる．ただし，ここで φ(μ, v) は平均 μ, 分散 v の原

点における密度の値

φ(μ, v) =
1√
2πv

exp
(
−μ

2

2v

)
(12)

を表し，erf は誤差関数

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

exp(−t2)dt (13)

を表す． また，d は二つの正規分布の平均の差

d = μN − μT (14)

とする．

上記の式は性質が分かりづらいので b が 1 より十分
小さいと仮定して b で Taylor 展開すると，

γ =
φ(d, σ2

N ) + aφ(1, c2)

φ(d, σ2
N ) + a

2 erf(
√

2
2c )}

+O(b2) (15)

となり，b の 1 次の項は 0 になっている．
さらに，d が σN に比べて十分大きいとし (例えば３
倍程度以上)，c が十分小さいとすると (例えば 1/3 程
度以下)，分母の第１項はほぼ 0 となり，第２項は a/2
にほぼ等しいので，近似的に

γ � 2
φ(d, σ2

N )
a

+ 2φ(1, c2) (16)

という式になる． 以上をまとめると以下のようになる．

命題２ 二つの分布の平均の距離が σN に比べて十分大

きく，pT (x) の分散の大きさを調節するパラメー
タ c が十分小さければ γ � 1 となり，データフィ
ルタリングアルゴリズムによって得られた推定量

が μ̂T を改善できる．

おそらく，TrBagg がタグ付け問題に対してうまく働い
たのも，識別問題などでは TrBagg アルゴリズムがデー
タフィルタリングアルゴリズムと同じような効果 (pN (x)
由来の外れたデータが含まれていると識別器が受理され

ない)があった可能性があるからと考えられる．

4.3 数値実験

上記のアルゴリズムが実際にどれくらい解を改善で

きるかを調べるために人工データを使った数値実験を

行った．

推定量 μ が得られたとき，それが μ̂T をどれだけ改

善したかを見るのに

R(μ) = log
|μ− μT |
|μ̂T − μT | (17)

という指標を用いる．これは 0 のとき μ̂T と同じ，正

では悪く，負になると改善されていることを表す．

以下で，いろいろパラメータを変動させる実験を行う

が，変動させないパラメータのデフォルト値は以下のよ

うに定める．

• T のサンプル数 10

• S のサンプル数 1000 (このうち pT (x) より発生
させたもののサンプル数 100, pN (x) より発生さ
せたもののサンプル数 900)

• μT = 0.0, σ2
T = 0.12

• μN = 1.0, σ2
N = 0.52
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図 3: アルゴリズムの比較． 縦軸 R の値．左：データ

フィルタリングアルゴリズム，右：TrBagg

• データをフィルタリングするしきい値 ε = 0.1

また，それぞれの条件で乱数の種を変えて 100 回ず
つ実験を行い統計的に比較を行う．

TrBaggとの比較 まず，上記のデフォルト条件で，TrBagg
による方法とデータフィルタリングアルゴリズムの比較

を行った．理論解析で予測されるように，TrBagg の R

値は 0 付近に平均値があり，データフィルタリングア
ルゴリズムの方は R が負となっている場合が多く解の

改善が見られる (図 3)．

ターゲット分布の分散 σT を変えたときの振る舞い (16)
式によれば，σT をコントロールする c は小さいほどよ

いが，σT を大きくしていくとどうなるだろうか．図 3
は σT を 0.02 ∗ 2k, k = 0, 1, 2, . . . , 5 と変化させたとき
の結果である．σT が大きくなると改善の度合いは小さ

くなるが，平均的に見れば悪くなることはない．また，

分散はだんだん小さくなっており σT が大きくなっても

不安定にはならない様子がわかる．

窓の幅 ε を変えたときの振る舞い 次に，データをフィ

ルタリングするための窓の幅 ε を変化させたときの様

子を図 5に示す3．値は 0.01×2k, k = 0, 1, . . . , 5 に取っ
た．ε は解析におけるコントロール変数であり，ほかの

いろいろな量と関係しているため振る舞いは複雑であ

る．図からまずわかることは，ε を大きくして行くにつ

れて改善の度合いが増している様子である．これは相対

3ε は解析ではコントロール変数だったが，ここでは窓の幅だけを
変え，それ以外はデフォルト値に固定している．

0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64

−
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−
10

−
5
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5

図 4: ターゲット分布の分散 σT を変えたときの R の

振る舞い
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図 5: 窓の幅 (ε) を変えたときの R の振る舞い

的に σT を小さくしていることに対応していると考えら

れる．ただし，ε をある点より大きくしすぎると今度は

急な悪化が見られる． これは ε が微少量であるという

仮定が崩れていることに相当するが，定性的には pN (x)
の中心に近いサンプルが入ってくる影響と思われる．

混合比 α = aε を変えたときの振る舞い S に含まれて

いるサンプルのうち pT (x)から生成されたものの数は多
い方がよい．図 6に，|S| = 1000 に保ったまま，pT (x)
由来のサンプルの個数を 10 × 2k, k = 0, 1, 2, . . . , 5 と
変化させたとき（これはほぼ α|S| に相当する）の結果
を示す．当然 α が大きいほど改善の度合いも大きいが，

解析結果からも予測できるように，α は ε オーダーの
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図 6: 混合比 α を変えたときの R の振る舞い (横軸は
S 中の pT (x) 由来のサンプル数で，ほぼ α|S| に相当)

小さな場合でもそれほど悪い値にはならない．

5 一般の場合への拡張と問題点
さて，前節で解説したモデルは非常に単純なものだっ

たので，その結果がどの程度一般化できるかについては

検討の必要がある．

まず，pN (x) が単一の正規分布と仮定したことについ
ては，実際問題では雑多な種類のデータが混じっている

ことから問題があると感じられるかもしれないが，雑多

な種類のデータのうち最も pT (x)に近いところに pN (x)
を集中させていると見れば，一種の最悪評価とも考えら

れる．解析結果から示唆されるのは，pN (x) が pT (x)
の近くにピークをもつような場合には解の改善が難しい

という点であり，|S| の中に pT (x) と同程度の割合で，
pT (x) に非常に近い分布から出てきたサンプルがある場
合にはそちらに解が引っ張られてしまうかもしれないと

いうことである． ただし，pT (x) に近いという意味で
は逆にそれほど解が破綻するようなことはないとも考え

られる．

次に，TrBagg が経験的に識別問題でうまく働くとい
うことであれば，識別問題を単純化したモデルに対して

解析を行う必要があるかもしれない．これについては今

後の課題である．

6 おわりに
二つの品質の異なるデータ集合からの学習問題にお

いて，単純な数理モデルを解析してその振る舞いを調べ

た．この問題を含め転移学習は，さまざまな応用をもつ

実用的にも重要な問題であり，比較的古くから研究され

てきたにも関わらず，理論的な解析はそれほど進んでい

ないのが現状である．今後も理論面での解析を進めると

共に，実データでの検証も並行して行っていきたい．
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Abstract: データが有する本質的な情報を失うことなくデータの次元を削減することは情報

処理における重要な課題である. 学習データにクラスラベルが付随している教師付き次元削
減手法としては, Fisher Discriminant Analysis(FDA)が広く用いられている. しかし, FDA
による次元削減で得られる判別曲面は非常に限定された理想的状況においてのみ最適であり,
実際上も適切な判別曲面が得られないことが多い. 本報告では, 情報論的な観点から教師付
き次元削減問題を捉え, 条件付きエントロピー最小化に基づく次元削減の枠組みを提案する.
推定した条件付きエントロピーの最小化を勾配法により実行し, 可視化及び判別問題への適
用結果を記す. さらに, カーネル法を用いた非線型教師付き次元削減への拡張も試みる.

Keywords: dimensionality reduction, conditional entropy, classification, visualization

1 まえがき
情報処理の重要な目的の一つとしてデータの縮約, あ
るいはコンパクトな表現がある. 特に, 情報処理の対象
として画像, 音声, テキスト, 遺伝子発現データなど, 極
めて高次元なデータを扱う場合, 本質的な情報を保持し
たまま次元を低減することは必須である. 次元削減によ
り, 後に続く判別やクラスタリングといった処理が高速
に実現でき, また, データを低次元で表現することで可
視化も可能となる.
教師無しの線型次元削減手法としては, 主成分分析

[1](Principal Component Analysis:PCA)が代表的であ
る. 一方, 代表的な教師付き線型次元削減手法として,
Fisherの判別分析 [2](Fisher Discriminant Analysis:FDA)
がある. FDAは, 特徴データとそのクラスラベルが観
測された状況で, クラス内のデータの分散を小さく保ち
つつ, クラス間の分散が大きくなるような方向への特徴
データの射影を求める手法である.
各クラスのデータが共分散構造の等しい正規分布に

従っている時は, FDAは最適なクラス分離を与える方向
を発見することができる. しかし, 多くの問題では正規
性の仮定は成り立たず, 判別性の高い射影を得ることが

∗早稲田大学, 169-8555, 東京都新宿区大久保 3-4-1 tel. 03-5286-
3383, e-mail hideitsu.hino@toki.waseda.jp,
Waseda University, 3-4-1 Ohkubo, Shinjuku, Tokyo 169-8555,
Japan

†e-mail noboru.murata@eb.waseda.ac.jp

できないことがある. FDAの自然な拡張として, 同一の
クラスに属するデータ同士の類似度を考慮した, Local
Fisher Discriminant Analysis(LFDA) が提案されてい
る [3]. これはデータの局所性をデータ間の類似度行列
という形で導入するものであり, 判別の前処理として用
いた場合に FDAを大きく上回る判別精度が得られると
報告されている.
本報告では,情報論的観点から次元削減問題にアプロー

チする. 上述の代表的な次元削減手法をエントロピーの
観点から理解し, 続いて次元削減のための目的関数とし
て条件付きエントロピーが自然であることを論じる. 提
案する手法は, データの分布を仮定せず, ノンパラメト
リックにデータの密度推定を行った上でクラス条件付き

エントロピーを最小化するような変換を探索するもので

あり, FDAにおける最適性の仮定から大きく外れたデー
タに対してもよい結果が期待できる.
以下, 本報告の構成を記す. 第 2節において, 線型次元

削減問題を定式化し, その情報論的な解釈を与える. 第 3
節では, 条件付きエントロピーが情報論的に自然な次元
削減の基準となることを示す. エントロピーの推定と最
適化に用いるカーネル密度推定にも言及する. 条件付き
エントロピー最小化による次元削減を提案し, 人工デー
タを用いた実験により, FDAがうまく働かない状況に
おいても提案手法が最適な射影方向を発見できる例を示

す. 第 4節では, 条件付きエントロピーを変形すること
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により, 提案手法が教師付き次元削減 (より一般には特
徴抽出)手法として機能する原理を考察する. 第 5節で
はベンチマークデータセットを用いて, 多クラスデータ
に対する可視化の例と, 提案手法によって得られた低次
元特徴空間における判別実験の結果を示す. 第 6節では,
提案手法の非線型次元削減への拡張を検討する.

2 次元削減手法の情報論的理解
データ {xi}N

i=1, xi ∈ Rn が与えられたときに, これ
をm次元ベクトル f(xi) = zi ∈ Rm, (m < n)に変換
する次元削減問題を考える. 線型の次元削減の場合には,
変換 f は行列 Aによって

zi = AT xi, A ∈ Rn×m. (1)

で記述できる. ここでは, 次元削減手法をエントロピー
の観点から考察する. 本稿で用いるエントロピーとは,
(Shannon)微分エントロピーを意味し, 確率変数Xに対

して,

H(X) = −
∫

p(x) log p(x)dx (2)

で定義される. ただし pはX の密度関数である.
教師無し次元削減手法として広く用いられているPCA
は, データを低次元に射影したときに分散ができるだけ
大きくなるような射影軸を求める手法である. これは,
データが正規分布に従うという条件下で, もとのデータ
の情報量 − log p(x) を平均としてできるだけ保つよう
な低次元構造を抽出することに相当する. 実際, 1次元
正規分布 N (x;µ, σ2)の平均情報量, すなわちエントロ
ピーは

−
∫ ∞

−∞
p(x) log p(x)dx =

1
2

log(2πeσ2) (3)

となり, 分散 σ2 が大きいことはエントロピーが大きい

ことと等価である. PCAではラベル情報が利用できな
いので, 判別のための射影軸の決定ではなく, 情報量を
保存することでデータの特徴を最もよく捉えると考えら

れる射影軸を定めている.
一方, 教師データが与えられている状況では, データ

xが属するクラスラベルを用いた判別的な次元縮約とし

て, FDA がよく利用される. FDA は, データ {xi}N
i=1

とそのクラスラベル {yi}N
i=1, yi ∈ {1, 2, . . . , C}が与え

られたときに, 最もクラス判別が容易になる小数個の射
影軸を求める手法である. データ x ∈ Rn を式 (1) の
ように変換するとして, 変換後のデータのクラス間分散
AT ΣbAとクラス内分散AT ΣwAの比が最大になるよう

な変換を求める. ただし,

Σw =
1
N

C∑
y=1

∑
x∈Dy

(x − µy)(x − µy)T =
C∑

y=1

Ny

N
Σy,

Σb =
1
N

C∑
y=1

Ny(µy − µ)(µy − µ)T ,

であり, Dy はクラス y に属するデータの集合, µy と

Σy は Dy に属するデータの平均と共分散行列, µは全

てのデータの平均を表す. 以上の準備の下, FDA は,
log |AT ΣwA|/|AT ΣbA| を最小化する変換Aを求めるこ

とと理解される. ただし, | · |で行列の行列式を表す
ものとする. ここで, log の中身の分母, 分子を定数倍
してもこの目的関数の値は変わらないことから, 通常は
|AT ΣbA|を一定に固定した上での最小化問題

min
A

log |AT ΣwA| subject to |AT ΣbA| = const.

(4)
を解く.
データが各クラスで同一の共分散行列 Σy = Σc, y =

1, . . . , Cを持つ正規分布に従う場合には, FDAによって
Bayes最適な判別曲面が得られることが知られている.
この理想的な状況では Σw = Σc であり, 従って

H(AT X|Y ) = log(2π)m/2e +
C∑

y=1

Ny

2N
log |AT ΣyA|

= log(2π)m/2e +
1
2

log |AT ΣcA|

= log(2π)m/2e +
1
2

log |AT ΣwA|

から FDAにおける log |AT ΣwA|の最小化はクラス条件
付きエントロピーの最小化と等価である.
以上より, 教師無しの代表的な次元削減手法である

PCAは, データ分布の正規性の仮定の下でエントロピー
を最大にするように変換をすることで特徴を抽出しよう

とするものであり, 教師付きの代表的な次元削減手法で
ある FDAは, データが各クラスで同一の共分散行列を
持つ正規分布に従うという仮定の下で, 条件付きエント
ロピーを最小にすることで特徴を抽出するものであるこ

とがわかる. 本節における考察を踏まえて, 次節では条
件付きエントロピー最小化を基準とした教師付き次元削

減方法を提案する.

3 提案する枠組み
データのクラスラベルが与えられている教師付き学習

の枠組みにおいて, データの低次元空間での表現として
は, 類似したデータ同士がコンパクトにまとまっている
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ことが望ましい. データを xから z に変換してコンパ

クトな表現を得ることを考えると, 相互情報量

I(X; Z) = H(Z) − H(Z|X) (5)

が小さいほど圧縮性の高い良い変換であるといえる [4].
学習の際, クラスラベル yなどの情報が利用できる教師

付き学習の枠組みでは, 教師データ yで条件付けた場合

にデータがコンパクトに表現できればよく, このときは,
変換の良さの尺度として条件付き相互情報量

I(X;Z|Y ) = H(Z|Y ) − H(Z|X,Y ) (6)

を考えるのが自然である. さらに,データの変換 f : x 7→
z が確定的な場合を考えているので H(Z|X,Y )は 0に
なり, H(Z|Y )が小さいことが, 教師付きの枠組みにお
けるコンパクトなデータ表現の基準となる. 条件付きエ
ントロピーH(Z|Y )を変換 f : x 7→ zに関して最小化す

ることで次元削減のための変換を学習するというのが提

案する枠組みである. ただし, H(Z|Y )は全てのデータ
xを一点に写像する f によって最小化される. また, 変
換関数 f の自由度が高い場合には与えられた学習データ

に過度に適合する可能性もある. こうした問題を避ける
ために, 実際上は何らかの制約条件が必要となる. ここ
では一般に, 制約の強さを表すパラメタ εと, 変換関数
f 及び学習データDに依存して定まる制約関数Ψ(f,D)
を用いて, 制約項を εΨ(f,D)で表現する. 従って,

min
f :x 7→z

H(Z|Y ) + εΨ(f,D) (7)

なる最適化問題を考えることになる. 制約関数 Ψ(f,D)
の具体的な形状は対象とする問題に応じて適切に定める

必要がある.
まずは, 線型変換A ∈ Rn×mについて式 (7)の最小化
問題を考える. エントロピーの最小化のために, Gaussian
カーネル密度推定に基づくエントロピーの推定を行う. エ
ントロピー推定の方法は数多くあるが,ここでは, Leave-
One-Out(LOO)に基づく方法を採用した [5]. まず,デー
タD = {xi}N

i=1 が与えられたとき, xの密度を　

p̂(x;D,h) =
1
N

N∑
i=1

1√
2πh2

exp
(
−||x − xi||2/2h2

)
(8)

で推定する1. その上で, 一次元のエントロピーの近似
を以下のように行う. 推定した密度を用いてエントロ

1写像 f に関する最適化を繰り返すことで, 変換後のデータの密度
推定に適したバンド幅は変わっていくため, バンド幅の推定方法は高速
に行えることが必要である. カーネルのバンド幅 h は, “Silverman’s
Rule of Thumb”と呼ばれるヒューリスティックな方法を用いて推定
した [6].

ピーを

H(X) ≈ H̃(X) = −E[log p̂(X; D,h)] (9)

のように近似し, さらに p̂(x; D,h)を p̂(xj ; D\{xj}, h)
で置き換えて, LOO法によって期待値の計算を

H̃(X) ≈ Ĥ(X) = − 1
N

N∑
j=1

log p̂(xj ; D\{xj}, h) (10)

のように近似する. 以下ではエントロピーを上式で推定
することとして, 推定値であることを表す ·̂は省略する.
多次元確率変数の密度推定及び結合エントロピーの

推定も, 上述のようにカーネル密度推定を介して行うこ
とができる. しかし, 十分な精度で多次元の密度推定を
行うことは困難であるため, ここでは, 多次元のデータ
z ∈ Rmの結合エントロピーの推定をするのではなく,変
換された特徴量ベクトルの各次元での周辺エントロピー

の和で与えられる上界を求め, それを最小化する [4]. つ
まり, 変換行列 Aの第 l列のベクトル al によって射影

される第 l次元特徴量に関する周辺エントロピー

Hl(aT
l X) = Hl(Zl) = −

∫
p(zl) log p(zl)dzl

の和が, 結合エントロピーの上界

H(Z) =
m∑

l=1

Hl(Zl) ≥ H(Z) (11)

を与えるので,各次元の周辺エントロピーHl(aT
l X)をal

に関して最小化することで,目的関数である結合エントロ
ピーを近似的に最小化する. また,このエントロピーをク
ラス別に計算したものをH(Z|Y = y) =

∑m
l=1 Hl(Zl|Y =

y)として, これをクラス事前確率 (各クラスのデータ数
と全データ数の比で推定)で重みを付けて加えたものが
H(Z|Y )の上界

H(Z|Y ) =
C∑

y=1

p(y)H(Z|Y = y)

=
C∑

y=1

p(y)
m∑

l=1

Hl(Zl|Y = y) (12)

である. 以下では, 多次元のエントロピーを実際に最小
化する際には各次元に関する周辺エントロピーの和を最

小化するものとする.

3.1 勾配法による最適化

条件付きエントロピーの近似を, Aに関する勾配法で

最小化する. 周辺エントロピーの和を最適化するので,
変換行列 A の第 l 列を al として, 変換特徴量 aT

l x =
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zl, l = 1, 2 . . . ,mについての周辺エントロピーの勾配を

求めてから, Aの各列毎に更新を行った.
解くべき最適化問題は

min
A

H(AT X|Y ) + εΨ(A,D) (13)

である. ただし, 全データ集合をD = {xi}N
i=1, 各クラス

y に属するデータ集合を Dy = {xj}
Ny

j=1, y = 1, . . . , C

として, 条件付きエントロピーは

H(AT X|Y ) =
C∑

y=1

Ny

N
H(AT X|Y = y)

= −
C∑

y=1

1
N

∑
xj∈Dy

log p̂(AT xj ; Dy\{xj}, h)

で計算される. H(AT X)の Aの第 l列 alに関する条件

付き周辺エントロピーの導関数は

∂H(aT
l X|Y )

∂al
=

1
h2N

C∑
y=1

∑
xj∈Dy

∑
xi∈Dy\{xj} e

„

−
||aT

l xj−aT
l xi||

2

2h2

«

vji∑
xi∈Dy\{xj} e

„

−
||aT

l
xj−aT

l
xi||2

2h2

« ,

vji = (xj − xi)T al · (xj − xi) ∈ Rn

であり, 制約条件なしの勾配法と, 近似的な制約充足の
ために後述の準直交化を繰り返すことで式 (13)の最適
化が行える.

3.1.1 準直交化

周辺エントロピーで結合エントロピーの上界を最小化

する場合,各周辺エントロピーを個別に最小化しても,単
一の方向ベクトルしか得られない. そこで準直交化 [7]を
各ステップで行い, 勾配法の各ステップにおいて, 射影し
た各次元でのデータ aT

1 x, . . . , aT
mx を無相関化する. つ

まり,データ {xi}N
i=1は白色化してあるとして,周辺エン

トロピーの最小化の途中で得られている行列A ∈ Rn×m

を, ||AT A−Im||F を近似的に満たすように修正する. こ
こで Im はm × mの単位行列であり, || · ||F は行列の
フロベニウスノルムである. すなわち, 式 (13)における
制約関数を Ψ(A, D) = Ψ(A) = ||AT A − Im||F と定め
たことになる. この準直交化は, 次の 2つの操作を適当
な回数繰り返すことで行われる:

1. A ← 3
2A − 1

2AAT A.

2. Aの各列のノルムを 1に正規化.

実際, 対称行列 AT Aの対角化を, 直交行列 E ∈ Rm×m

とAT Aの固有値 {di}m
i=1を並べた対角行列Dを用いて

AT A = EDET で表すと, 上記の step.1によって

AT A 7→ 1
4
(3A − AAT A)T (3A − AAT A)

= E

(
9
4
D − 6

4
D2 +

1
4
D3

)
ET

となる. A の各列は正規化してあるので di ∈ [0, 1] で
あり, AT A の変換後の固有値を {h(di)}m

i=1 とすると

h(di) = 1
4 (9di − 6d2

i + d3
i )となる. 従って, h(di)− di =

di

4 {(di − 3)2 − 4} ≥ 0より h(di) ≥ di が成立するので,
AT Aの固有値は 1に収束する.

3.2 人工データを用いた実験結果

図 3.2 に, 2種類の 2クラスデータを用いて, FDA及
び提案手法を用いて求めた判別軸を示す. 2クラス判別
問題なので, FDAにより射影軸が 1つ得られる. 提案手
法では, 変換 A = aを 2次元ベクトルとして学習する
ことで, FDAと同様に射影軸が 1つ得られる. 点線が
FDAによる判別軸で, 実線がH(aT X|Y )の最小化で得
られた aで射影される軸である. 各クラスが単峰性の分
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(a) Unimodal data. (b) Multimodal data.

図 1: Discriminative axes found by FDA and proposed
method.

布に従うような単純な場合 (a)には, FDAと提案手法は
ほぼ同一の射影軸を与える. 一方, 同クラスでmodality
が二つある場合 (b)では, 提案手法が優れた結果を与え
ていることがわかる.

4 提案手法の正当性の検討
H(Z|Y )を書き換える事で,なぜ条件付きエントロピー

の最小化アプローチがうまくいくのかを再考する. ま
ず, 確率変数 X のネゲントロピー [8] に注目する. ネ
ゲントロピー及び条件付きネゲントロピーは, それぞれ
J(Z) = HG(Z)−H(Z), J(Z|Y ) = HG(Z|Y )−H(Z|Y )
で定義される. ただし, HG(Z)は, p(z)と同じ共分散構
造を持つ正規分布のエントロピーである. このネゲント
ロピーを用いると, z = AT xとクラスラベル y の相互
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情報量が次のように変形できる:

I(Z;Y ) = H(Z) − H(Z|Y )

= {HG(AT X) − HG(AT X|Y )}

−{J(AT X) − J(AT X|Y )}

=
1
2

log
|AT ΣA|∏C

y=1 |AT ΣyA|p(y)

−{J(AT X) − J(AT X|Y )}.

ただし, Σ, Σyはそれぞれ全データの共分散行列, クラス
yに属するデータの共分散行列であり, p(y)はクラス事
前確率である. 従って, 最小化の目的であるH(Z|Y )は,

H(Z|Y ) = H(AT X) + {J(AT X) − J(AT X|Y )}

−1
2

log
|AT ΣA|∏C

y=1 |AT ΣyA|p(y)

= HG(AT X) − J(AT X|Y )

−1
2

log
|AT ΣA|∏C

y=1 |AT ΣyA|p(y)
(14)

の 3項に分ける事ができる.

4.1 全データが正規分布に従うとした時の全
データのエントロピー

変形した条件付きエントロピーである式 (14)の第一
項HG(AT X)は, データ全体が正規分布に従うとした場
合のエントロピーである. これは全データの共分散行列
の行列式で完全に決まる項であり, この項を小さくする
ことは, データ全体をコンパクトに表現することにつな
がる. ただし, データのスケール変換によりいくらでも
小さくなる項であり, 判別性には関係しない. 従って, 変
換の正規化 (直交化など)を行うという状況では, 本質的
にはこの項は影響しない.

4.2 条件付きネゲントロピー

第二項に現れる (条件付き) ネゲントロピーは, 主に
独立性分分析の分野において正規分布からの離れ具合の

指標として用いられている [8]. 式 (14)の最適化により
J(AT X|Y )が大きくなることで, クラスラベルで条件付
けたときにネゲントロピーが大きくなるようにデータが

分布することになる. つまり条件付けすることでデータ
の構造がより顕著に現れる (特徴的な構造が現れる)よ
うにデータを変換していることに相当する.

4.3 クラス内分散が一定でない判別分析規準

式 (14) の第三項は, 各クラスの分散構造及び事前分
布が異なる状況での線型判別分析 (Heteroscedastic dis-
criminant analysis;[9])の目的関数そのものであり, この

項の最適化はクラス判別に大きく寄与することが理解で

きる.

5 実験

5.1 多クラスデータの可視化

まず, 提案手法の可視化への適用例を示す. ここで,
条件付きエントロピーを直接最小化するのではなく, 式
(14) の最小化によっても理論的には同じ効果があるは
ずである. その実証のために, ここでは式 (14)の各項の
勾配を計算し, 勾配法による最適化によって実データの
次元削減を行う. 当然, 直接H(Z|Y )を最小化するのと
比べて計算量は大きくなるので, 式 (14)の最適化は本節
の実験のみにとどめる. また, FDAによる可視化も行う
が, Cをクラス数としたとき, FDAではC − 1 次元まで
しか判別軸を得ることができないため, 3クラス以上の
データセットを用いる. データは UCIレポジトリから,
Irisと Soybeansデータを利用した. それぞれ, 4次元 3
クラス, 22次元 3クラスのデータである.

(a) Iris:FDA (b) Iris:Proposal

(c) Soybean:FDA (d) Soybean:Proposal

図 2: Visualization result of multidimensional data.

どちらのデータに対しても, クラスがよく分離される
ような 2次元への射影が得られていることがわかる.

5.2 One-nearest-neighbor法による判別

データの分離性を測る指標はいくつもあるが, ここで
は単純に, one-nearest-neighbor法 [10]で判別した場合
の誤判別率を用いる. 実験には, IDAデータセット2を

用いた. 表 1に, 利用したデータセットの名称, 特徴量

2以前は
http://ida.first.fraunhofer.de/projects/bench/benchmarks.htm
から入手可能であったが, 現在は公開されていない
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表 2: Misclassification rate of linear methods.

Data name min H(Z|Y ) LFDA FDA PCA Euclidean

banana 13.64(0.765)[2] 13.7(0.8) 38.34(3.966) 13.99(0.849)[2] 13.64(0.761)

breast-cancer 33.90(4.704)[5] 34.7(4.3) 34.91(5.076) 40.71(7.085)[3] 32.73(4.824)

diabetes 31.98(4.703)[7] 32.0(2.5) 31.32(2.813) 38.44(5.019)[4] 30.12(2.051)

flare-solar 36.50(1.936)[4] 39.2(5.0) 36.42(1.875) 48.64(6.920)[5] 36.47(1.880)

german 34.91(3.024)[7] 29.9(2.8) 32.03(2.577) 41.83(4.452)[2] 29.46(2.469)

heart 27.68(3.909)[7] 21.9(3.7) 22.93(4.105) 46.27(23.894)[4] 23.16(3.735)

image 5.72(1.712)[7] 3.2(0.8) 22.12(0.860) 37.33(9.546)[2] 3.381(0.540)

ringnorm 20.25(1.303)[7] 21.1(1.3) 31.72(1.016) 28.04(5.075)[10] 35.03(1.362)

splice 31.36(6.958)[2] 16.9(0.9) 20.35(0.783) 43.90(4.894)[2] 28.77(1.524)

thyroid 4.674(2.535)[5] 4.6(2.6) 17.92(4.888) 9.05(4.366)[2] 4.36(2.210)

titanic 22.510(1.107)[1] 33.1(11.9) 22.53(1.066) 26.41(8.392)[1] 22.50(1.057)

twonorm 3.359(0.4241)[13] 3.5(0.4) 3.54(0.496) 7.55(18.770)[3] 6.68(0.718)

waveform 24.76(3.167)[7] 12.5(1.0) 18.61(1.162) 31.69(18.714)[9] 15.83(0.654)

次元, 学習データとテストデータの数と, 学習/テスト
データの組のセット数を示す. PCA及び提案手法によ

表 1: IDA data specifications.

Data name dim train(test) data size set数
banana 2 400(4900) 100

breast-cancer 9 200(77) 100

diabetes 8 468(300) 100

flare-solar 9 666(400) 100

german 20 700(300) 100

heart 13 170(100) 100

image 18 1300(1010) 20

ringnorm 20 400(7000) 100

splice 60 1000(2175) 20

thyroid 5 140(75) 100

titanic 3 150(2051) 100

twonorm 20 400(7000) 100

waveform 21 1000(1000) 100

る変換後のデータの次元は, 各データセットから 5セッ
ト分の学習データを取り出し, それらを用いた 5 fold
cross validationによって定めた. 表 2に, one-nearest-
neighbor法による誤判別の平均及び標準偏差 (全て%表
記)を示す. 提案手法及びPCAにおいて選択された最適
な次元Dは表中で [D] のように記した. また, LFDAに
よる同一のデータに対する判別結果は [3]より引用した.
提案手法による判別精度は,多くのデータに対してPCA,
FDAを上回っている. LFDAと比較すると, titanicデー
タのように有意に優れた結果が得られる場合がある一方

で, waveform, spliceデータのように精度が大幅に落ち
る場合もあるが, その他の多くのデータに対して同程度
の判別力を有していることがわかる. また, 表の最右行
(Euclidean)に示した次元削減をしていない特徴量を用
いた one-nearest-neighbor法による判別結果と比較して
も, 多くの場合ほとんど判別精度が落ちず, 精度が向上

しているケースも見られる.

6 非線型変換への拡張
非線型変換によって特徴抽出を行い, 次元を削減する

方法を検討する. FDAのカーネル法を用いた非線型化
(Kernel Fisher Discriminant Analysis:KFDA)が提案さ
れており [11], 線型分離不可能な複雑なデータに対して
有効であることが知られている. 本節では, 提案手法の
非線型化を, カーネル法の枠組みで試みる.

6.1 Kernel Fisher Discriminant Analy-

sis

1次元線型射影関数を, f(x) = aT xで定義する. 多
次元への射影は, 射影ベクトル aを列に並べた行列を用

いることで実現するものとして, 以下では簡単のために
1次元への射影のみを扱う. データ xを何らかの写像 Φ
によって特徴量空間に写像した空間においてデータの判

別を行うことを考えると, これは f(x) = aT Φ(x)とな
る. ここで,一般にカーネル法では適当な正則条件の下で
a =

∑N
i=1 αiΦ(xi)と書けることと, 特徴量空間におけ

る内積を表すカーネル関数 〈Φ(xi),Φ(xj)〉 = k(xi, xj)
を用いると,

f(x) =
N∑

i=1

αik(x, xi) (15)

と書き直せる. FDAのカーネル法による非線型化であ
るKFDAは, クラス間分散行列Σb 及びクラス内分散行

列Σwをカーネル関数を用いて書き直すことで容易に導

出できる. 与えられたカーネル関数に関するデータのグ
ラム行列をK = [k(xi, xj)]ij ∈ RN×N とする. また, グ
ラム行列から計算されるクラス毎の平均と全データの平
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均に対応するベクトルを

k̄y =
1

Ny

∑
xi∈Dy

(
k(xi, x1), · · · , k(xi,xN )

)T

∈ RN ,

k̄ =
1
N

∑
xi∈D

(
k(xi, x1), · · · , k(xi, xN )

)T

∈ RN

とすると, クラス間分散行列 Vb 及びクラス内分散行列

を Vw はそれぞれ

Vb =
1
N

C∑
y=1

Ny(k̄y − k̄)(k̄y − k̄)T ,

Vw =
1
N

C∑
y=1

∑
i∈Dy

(ki − k̄y)(ki − k̄y)T

となる. ただしkiはグラム行列Kの第 i列からなるベク

トルを表す. 以上より, KFDAは log |αT Vwα|/|αT Vbα|
の最小化問題になり, FDAと同様にαT Vbαを固定した

上での最小化問題として定式化される. ただし, カーネ
ル関数を用いた場合, その表現能力の高さから, 過学習
を起こす可能性が非常に高い. そこで, 何らかの方法で
正則化することが重要である. ここではクラス内分散行
列を, 正則化項を加えた Vw + ζKで置き換える. ここで
ζ は適当な正則化パラメタである. 以上より, KFDAは
次の最小化問題として定式化される:

min
α

log |αT (Vw+ζK)α| subject to |αT Vbα| = const.

6.2 条件付きエントロピー最小基準による非
線型次元削減

条件付きエントロピー最小化に基づく次元削減手法

の非線型化を, KFDAと組み合わせることで実現する.
KFDAによって定まるカーネル関数値の結合係数 α =
(α1, . . . , αN )T を初期値として,特徴空間に分布するデー
タを判別軸に射影した値f(x) = aT Φ(x) =

∑N
i=1 αik(x,xi)

のクラス条件付きエントロピーをαに関して最適化する.
ここで, 最適化の目的関数であるクラス条件付きエン
トロピーに,以下のような考えから導かれる正則化項を加
える. KFDAによって得られたα = α0を条件付きエン

トロピー最小化基準で修正するということは,直観的には
KFDAの最適基準を多少外れてでも, 各クラスでデータ
の分散が小さくなるようにαを調整するということと理

解できる. このとき, KFDAで定まる射影軸上での各クラ
スの平均値を保ちつつ,クラス毎の分散が小さくなること
が,判別の観点からは望ましい. そこで, KFDAによって
定まる射影軸上の各クラスのデータの平均をαT

0 k̄y, y =
1, . . . , C として, グラム行列を用いて表現した射影軸上
のクラス中心 1

Ny

∑
xi∈Dy

∑N
j=1 αjk(xi, xj) = αT k̄yと

αT
0 k̄y との二乗誤差を正則化項として用いる. これは,
式 (7)においてΨ(f,D) =

∑C
y=1(α

T k̄y −αT
0 k̄y)2とし

たことに相当する. つまり最小化の目的関数は

H(f(X)|Y ) + ε
C∑

y=1

(αT k̄y − α0k̄
y)2 (16)

であり, KFDAによって得られた解 αを初期値として,
上式を最小化するαを求める. 最小化は, 線型の場合と
同様に勾配法を採用した. 目的関数 (16)の αに関する

導関数は, 条件付きエントロピーの導関数

∂H(f(X)|Y )
∂α

=
1

h2N

C∑
y=1

∑
xj∈Dy

∑
xi∈Dy\{xj} e−

|αT (kj−ki)|
2

2h2 vji∑
xi∈Dy\{xj} e−

|αT (kj−ki)|2

2h2

,

vji = (kj − ki)T α · (kj − ki) ∈ RN

と, 正則化項の導関数

∂Ψ(f,D)
∂α

= 2
(
(k̄y)T k̄y · α − αT

0 k̄y · k̄y
)

から計算できる.

6.3 One-nearest-neighborによる判別

KFDAによる判別結果と, KFDAによって得られた
結合係数 α0 をH(f(X)|Y )のエントロピー最小化に基
づき修正したものによる判別結果を表 3に記す. KFDA
に用いるカーネル関数は Gaussian カーネル

k(xj , xi) = exp
(
−λ||xj − xi||2

)
(17)

であり, カーネルパラメタ λは線型の場合の変換後の次

元数と同様に, 各データセットから取り出した 5つの学
習データセットを用いた 5 fold cross validationによっ
て定めた. KFDAと提案手法によるその修正による判
別結果を表 3に示す. ただし, 非線型化により表 2にお
ける線型次元削減手法による最高精度を上回ったデータ

セットのみを示している.
KFDAによって求めたα0から開始して条件付きエン

トロピー基準 (16)を最小化することで得た解は, 条件付
きエントロピーの観点からはより良いものになっている

が, 表 3の ringnormデータに見られるように, 判別の観
点からはKFDAを改悪する可能性がある. 実用上は, こ
うした改悪は以下のようにして避けられる. 上述のよう
に, KFDAのカーネルパラメタは cross validationによっ
て選択した. この cross validationを行う際に, KFDA
単体と, 条件付きエントロピー最小化による修正を施し
た結果を用いた判別精度を計算し, バリデーションセッ
トに対して判別精度の低下が見られる際には提案手法の

適用を控えれば良い.
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表 3: Misclassification rate by KFDA and modified
KFDA.

Data name KFDA modified KFDA

breast-cancer 33.753(4.9489) 33.917(5.1108)

diabetes 29.474(2.2658) 29.474(2.2658)

flare-solar 35.608(1.9819) 36.334(1.8159)

german 28.277(2.2762) 28.046(2.4585)

heart 21.116(3.7185) 21.084(3.7831)

ringnorm 2.056(0.4546) 9.739(5.3771)

waveform 11.673(0.7438) 11.61(0.7425)

7 おわりに
情報論的観点から, クラス条件付きエントロピー最小
化に基づく教師付き次元削減手法を提案した. 提案手法
は通常の FDAでは正しく判別曲面を得られないような
状況でも正しく機能しうることを実験的に示した. また,
提案する条件付きエントロピー最小化基準による次元削

減によってクラス判別に有効な特徴的な低次元空間が得

られる仕組みを理論的に考察した. 大規模なベンチマー
クデータを用いた実験により, 提案する手法によって,
FDAや PCAといった既存の次元削減手法より優れた
判別を可能とする特徴量が得られることを示した. 近年,
局所性を考慮した次元削減手法が盛んに研究されており,
特にデータ間の類似度関数を陽に用いるものとしては,
LFDAの他に Locality Preserving Projection[12](LPP)
やその非線型化である Laplacian Eigenmap[13](LE)が
よく知られている. LFDAは FDAにおけるクラス間,
クラス内分散比の最大化基準を, 局所性を考慮して定式
化したものである. LPP及び LEは, 低次元空間に射影
したデータ間の距離を, データの類似度で重みつけて最
小化する手法であり, データから構成されるグラフのラ
プラシアンを用いて, 一般化固有値問題として定式化さ
れる. 一方, 提案手法は目的関数が変換後のデータのク
ラス条件付きエントロピーであり, その定義には陽に局
所性が含まれていない. しかし, カーネル密度関数に基
づくデータの密度推定を介してデータ分布の局所構造

が自然に反映され, それにより類似度関数を陽に用いた
LFDAと同程度の判別力を有する方法になっていると考
えられる.
さらに, 非線型次元削減 (特徴抽出)への拡張として,
カーネル法に基づく一つの方法を提案した. ここで提案
した方法では, 表 2に示したようにほとんどのデータに
関して提案手法による有意な精度向上は見られず, また,
精度が劣化するケースもあった. 一方, 紙面の制約上, 本
報告には載せられなかったが, カーネル関数は正定値性
を保つような多くの変換について再びカーネル関数とな

る [14]という性質を用いて, 複数のカーネル関数の組み

合わせ最適化を行うmultiple kernel learning (MKL)を,
条件付きエントロピー最小化基準によって行うことがで

きる. これは, 今までは主に SVMのマージン最適化に
基づいて行われてきたMKL (e.g., [15])に対する新しい
アプローチであり, 実データを用いた実験により, 既存
のMKL手法と同程度の判別結果が得られている.
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ネットワーク科学の方法を用いたWebページネットワークの構造に
よる分類 

Classification of Web page network by the methods of network science 
 

中川帝人*  鈴木泰博* 
TEITO NAKAGAWA YASUHIRO SUZUKI 

 
Abstract: Recently, many kinds of network structure properties have been found in 
network science. But many studies of network science in existence have analyzed 
only a single network but not many networks to compare them and the relative 
property of networks is not clear. So, this study aims at collecting many web-page 
networks and comparing and classifying them by the methods of network science 
with less computational complexity and meaningful feature vector as against existing 
methods. As a result, the web-page networks were classified into two categories. A 
one of them has the structure like a complete graph and not scale-free. The other has 
scale-free tree like structure. 

Keywords: Complex Network, Link Mining, Graph Mining, SOM 
 
1   はじめに 

Watts et al.[1]、Barabasi et al.[2]らの論文以降、従来
の社会ネットワーク分析も含む、ネットワーク科学

の手法の発展により、様々な対象のネットワークが

研究対象となってきた。しかしながら、それらの研

究は単一の巨大なネットワークを各種統計的指標を

用いて解析し、モデル化をするというアプローチが

主流であり、現実のネットワークの構造にどのよう

なクラスが存在するかを調べるために、これを多数

集めて比較解析した研究は少ない。 
そこで、本研究ではWebページのネットワークを

対象として、これをドメイン毎に複数収集すること

によって、多数のネットワークの収集を行う。そし

て、ネットワークの各種統計的指標が全てのネット

ワークでどのような分布を示すのか、またどのよう

なネットワーク構造のクラスが存在するかを調べる

ことを目的とした。このために各種ネットワーク科

学の解析法を用いて、各ネットワークの統計的特性

量を抽出、特徴ベクトルを作成し、これを基に自己

組織化マップを用いてクラスタリングを行い、ネッ

トワークをクラス分類した。 
2   先行研究 
2.1Webページのネットワーク 

Webページのネットワークとは各Webページをノ
ード、その間に貼られたリンクをエッジとする有向

グラフであるネットワークであり、Page Rank[3]等の
様々な応用研究がなされている。Webページのネッ
トワークに関しては次数分布がべき分布に従うスケ

ールフリーネットワークであること[4]、次数対クラ
スタリング係数の分布がべき分布に従う階層性ネッ

トワークであることが分かっている[5]。ただし、こ
の性質はドメイン間リンクを含んだWebページのネ
ットワーク構造である。本研究では一つのドメイン

内に存在するホームページを一つのネットワークと

考えており、これは各ホームページ管理者がどのよ

うなリンクレイアウト方略でホームページを設計し

ているかを示したネットワークである。 
2.2ネットワーク構造の類別 
中川、鈴木[6]は、Webページのネットワークを対
象として、これをドメインごとに収拾し、各ドメイ

ンのネットワークを比較解析した。この研究では各

種ネットワークの統計的指標から特徴ベクトルを作

成し、これを基にクラスタ解析を行い、各ドメイン

のネットワークを、1．スケールフリーライクなネッ
トワーク、2．完全グラフ、3．木の 3 つに類別した。
しかしながら、これらはネットワークのノード数で

あるサイズとの相関が強く、1,2,3の順にサイズが小
さくなっていくという結果になった。中川、鈴木は

この 3つのネットワーククラスの差異はサイズの違
いに起因しているのではないかと解釈している。つ

まり、ネットワークが大きくなればなるほど、完全

グラフに必要なエッジの数は急速に増えるため、大

きなサイズのネットワークではエッジ数の少ないス

ケールフリーライクな構造が見られたということに

なる。そこで、本研究ではより本質的なWebページ
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のネットワークの構造の違いを知るためにサイズ数

が同程度のネットワークの構造の違いを調べること

を目的とした。 
2.3機械学習分野との関連 
上記のようなネットワークを類別するという問題

は統計的機械学習の分野においてはグラフ類別問題

と呼ばれる。ただし、ネットワークとグラフはとも

に要素間の結合関係を表す同一の構造である。

Getoor and Diehl.[7]はグラフを扱うデータマイニング
であるリンクマイニング(Link Mining)に関して、こ
れを８つのタスクに類別している。そして、その一

つにグラフ類別問題(Graph Classification)を挙げてい
る。これは入力である複数のグラフ{x1, x2, x3, …., 
xn}に何らかのアルゴリズムを用いてクラス変数{C1, 
C2, C3, … ,Ck}を割り当てる問題であり、上述したネ
ットワークの類別問題に等しい。一般にグラフのよ

うな構造データを統計的に処理することは困難であ

り、このような問題に対処するために、グラフ類別

問題には、対象とするグラフの特性を活かした様々

なアルゴリズムが存在する。例えば、Kashima and 
Inokuchi.[8]はラベル付きグラフを対象として、カー
ネル法という学習法を用いてグラフの類別を行った。

この時、グラフ上の仮想的なランダムウォークを用

いてグラフ間の内積を定義している。また、Wilson 
et al.[9]はグラフラプラシアンに対して対称多項式を
用いることにより、グラフの特徴ベクトルを抽出し、

多変量解析を行う方法を提案している。しかし、こ

れらはどれも計算量が大きく、現実的な解析を行う

にはサイズが大きくても 100程度が限界であり、ま
たその特徴量からの意味づけの把握が困難であると

いう欠点を抱えている。 
 

3   データと解析指標 
3.1データセット 
今回はデータセットとして、スパム判別のコンテ

ストであるWeb Spam Challenge uk-07のデータセッ
トを用いた。このデータセットには ukドメインに所
属するドメインのリストが含まれている。そこで、

このリストから各ドメインを対象として、Webペー
ジのネットワークを抽出した。データセットから得

たドメイン名もしくはドメイン名の後に index.html
を追加したもののどちらかをトップページとしてこ

れを中心として幅優先探索によるクローリングを行

い、Web ページのネットワークをサンプリングした。
ただし、この時ドメイン外へのリンクは無視した。 
 こうして得られたネットワークよりネットワーク

のサイズが 100～500のWebページを解析対象とす
ることにした。これはサイズが小さすぎると各種ネ

ットワークの解析指標が意味を持たなくなること、

サイズが大きいWebページのネットワークが少ない

ために比較できるほどのサンプル数を得られないた

めであった。 
 その結果、1090のネットワークが解析対象となっ
た。以下の図 1はネットワークのサイズ Nとエッジ
数Mのヒストグラムである。 

 
図 1：解析対象となったネットワークのサイズ数 Nおよびエッジ
数Mのヒストグラム。双方とも対数をとっている。サイズ数が
対数をとると一様分布のような分布に従うのに対して、エッジ数

は対数をとると正規分布のような分布に従っている。 
 

3.2ネットワーク解析の統計的指標 
本研究では以下のネットワークの統計的指標を用い

た( 
表 1)。これらの統計的指標は意味づけが容易である
こと、多くのネットワークの統計的解析指標におい

て計算量が低いことより選んだ。 
1. 平均次数は全てのノードの次数の平均であり、

個々の Webページが持っているリンクの数を表
している。サイズ数の違いを消すために理論上

の最大値であるサイズ数 N-1 で割って正規化し
た。対数を取ると正規分布のような分布に従う

ために対数を取った(図 2)。 
2. クラスタリング係数は各ノードのローカルなク

ラスタリング係数の平均であり、Web ページ同
士がリンクを共有している度合いを表す。今回

のデータでは、0～１まで、一様分布のような
きれいな分布に従っていることがわかった(図 2)。 

 
図 2:平均次数(対数)(左)とクラスタリング係数のヒストグラム(右)。
平均次数は正規分布のような分布に従っており、クラスタリング

係数は一様に分布している。 
 
3. 平均最短経路長は任意の２ノード間のホップ数

の平均であり、すべてのコンテンツから別のコ

ンテンツへのアクセスに必要なリンク数を表す。

ほとんどのネットワークでは 1～3 の間に収ま
った(図 3)。 
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4. コミュニティ数は Newman-fast 法[10]により、
モジュラリティ Qを最大にするノードの密な集
合を取り出した際の集合の個数であり、これを

ノード数で割ることによって正規化した。この

指標は Webページの分割度合を表している。ほ
とんどのネットワークでノード数の 2～3％の範
囲内に収まっており 2、3 のコミュニティしか
存在しないということが明らかになった(図 3)。 

 
図 3:平均最短経路長(左)、コミュニティ数(右)のヒストグラム、
平均最短経路長は大部分が 2，3の範囲で分布していること、コ
ミュニティ数はノード数に対して 5％以内の数で分布しているこ
とがわかる。  
 
5. 次数相関はエッジのノード対の相関係数である。

次数分布が正規分布に従わないことよりスピア

マン相関を用いた。これは高ければ高いほどハ

ブ同士、次数の低いノード同士がつながってい

ることを意味していることより、ハブページか

ら次数の低い末端のコンテンツページへのアク

セス可能性を意味していると考えられる。-0.3
を中心として、正規分布のよう分布に従ってい

ることがわかり、平均として次数相関は負であ

ることがわかった(図 4)。 
6. リーフとは次数が１であるノードであり、その

比率を表したものがリーフの比率で、これを理

論上の最大値であるノード数－１で割って正規

化した。次数が１のノードは jpeg や mpeg など
の動画像ファイル等、末端のコンテンツを表し

ていると考えられる。得られたデータよりリー

フの数が 1割にも満たないページが全体の 3 分
の１を占めているがそれ以上では一様分布のよ

うに一定の比率に従った(図 4)。 

  
図 4:次数相関(左)とリーフの比率(右)のヒストグラム。次数相関
は-.3を頂点として、正規分布のように分布している。リーフの
比率は 1割にも満たないものが 3分の 1を占め、残りで一様に分
布している。 

 
 

 
表 1：本研究で用いたネットワークの統計的指標 

解析指標 グラフ理論的

な意味 
Webページにお
ける意味 

1.平均次数（対数） エッジの多さ 各ページが持って

いるリンクの数 
2.クラスタリング係

数 
ローカルな結

合性 
リンクの共有の度

合 
3.平均最短経路長 
（無向グラフとして

の） 

グローバルな

結合性 

コンテンツのアク

セスに必要なリン

クの数 

4.コミュニティ数 
うまく分割でき

るノードの集

合の数 

ページの別れ度

合 

5.次数相関 
ノードの次数

のスピアマン

相関 

ハブからの末端

のコンテンツへの

アクセス可能性な

ど 

6.リーフの比率 次数が 1のノ
ードの比率 

末端のコンテンツ

ファイルの比率 
 
4   ネットワーク構造の類別問題 
ネットワークを構造によって類別するために、ネ

ットワークの統計的特性量を特徴ベクトルとして、

これをユニット数 15×15の自己組織化マップを用い
て類別した。以下の図 5は各ユニットに所属する個
体数をプロットしたものである。これより、左下の

1-15ならびに 15-1を中心としてネットワークを大き
く二つに類別できる。 

 
図 5：自己組織化マップの各ユニットの個体数。高さが個体数を
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表す。1－15と 15－1を中心として大きく 2つに分かれている。 
 
これらのユニットに所属する特徴ベクトルの平均

は以下のようになっている。これより、1-15(n=68)
のユニットに関しては平均次数が高く、クラスタリ

ング係数が高く、平均最短経路長が短く、リーフの

数が少ないという結果が見られた。15-1(n=85)のユ
ニットはそれに対して、平均次数が低く、クラスタ

リング係数が低く、平均最短経路長が短く、リーフ

の数が多いという結果が見られた。また、それぞれ

のユニットに所属するネットワークの次数分布を調

べてみたところ、1－15はべき分布に従わないもの
が多く、15－1はべき分布に従うものが多数見られ
た。 
これらの結果より、1－15に属するネットワーク

はより完全グラフに近い、スケールフリー性を持た

ないネットワークであり、15－1に属するネットワ
ークは木構造に近いスケールフリーな構造を持って

いると考えられる。 

  
 
図 6：ユニット 1-15(左)とユニット 15-1(右)の特徴ベクトル。各

統計量に関して、1090のサンプル内の最大値を 1、最小値が 0と
なるように正規化している。エラーバーはそれぞれユニット内の

最小値から最大値の範囲(赤)、標準偏差(青)を表している。 
  
  

  

  
図 7： それぞれのユニットを代表するネットワークの KK法[11]
による可視化図(上)と両対数軸による次数分布(下)。左の図が 1－

15を右の図が 15－1に典型的なネットワークである。 
 
5   最後に 
本研究では同程度のサイズ数のWebページのネッ
トワークを対象としてネットワーク科学の方法に

よる特徴ベクトルを用いてネットワークの構造と

して 2 つの異なるクラスを発見することが出来た。
今後はこれらのネットワークとしての構造的な差

異がホームページの内容の差異にどのように影響

を与えているのか詳細に調べたいと考えている。 
実際に筆者による目視では 1－15に属するネッ
トワークのホームページはデザインが優れており、

企業や組織などのホームページであることが多く、

15－1にぞくするネットワークのホームページで
あることが多かった。今後このような違いをより

客観的な指標で表すためにラベル付きデータやア

ンケートによる調査を実施したいと考えている。 
 

参考文献 
[1] D.J.Watts.and S.H.Strogatz.: Collective dynamics of 

‘small-world’ networks, Nature, vol.393, pp. 440-
442, (1998) 

[2] A.L.Barabasi. and R.Albert.: Emergence of Scaling 
in Random Networks, Science, vol. 286, pp. 509-512, 
(1999) 

[3] L Page, S Brin, R Motwani, and T Winograd.:The 
PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the 
Web, Technical Report. Stanford InfoLab. (1999) 

[4] Reka Albert, Hawoong Jeong. And Albert-Lazlo 
Barabasi.:Diameter of the World-Wide Web, Nature 
vol.401, pp.130, (1999) 

[5] Eezsebet Ravasz and Albert-Lazlo 
Barabasi.:Hierarchical organization in complex 
networks, Physical Review, vol. E67, 026112, (2003) 

[6] 中川帝人、鈴木泰博: 複雑ネットワークの方法
を用いたネットワークの構造による分類,  第 5
回ネットワーク生態学シンポジウム, (2009) 

[7] Lise Getoor. and Christopher P. Diehl.:Link Mining: 
A Survey, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 
vol.7, 2, pp. 3-12, (2005) 

[8] Hisashi Kashima. and Akihiro Inokuchi.:Kernels for 
Graph Classification, In ICDM Workshop on Active 
Mining, (2002) 

[9] Wilson, R.C., Hancock, E.R. and Bin Luo:Pattern 
vectors from algebraic graph theory, Pattern Analysis 
and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, vol. 
27, 7, pp. 1112-1124 

[10] Aaron Clauset, M. E. J. Newman, and Crisopher 
Moore:Finding Community Structure in Very Large 
Networks, Physical Review, vol.E70, 066111, (2004) 

[11] Tomihisa Kamada and Satoru Kawai. :An algorithm 
for Drawing General Undirected Graphs, 
Information Process Letters 31, 7-15, (1989) 

242



情報論的学習理論テクニカルレポート 2009
Technical Report on Information-Based Induc-
tion Sciences 2009 (IBIS2009)

化合物-タンパク質活性空間における特徴選択　
Feature selection in chemical-protein binding activity space
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Abstract: In this paper, we address the issue of feature selection for chemical genomics.
In particular, we propose an efficient feature selection algorithm for identifying chemical
features that contribute to prediction of binding activity between chemicals and proteins.
Notably, this algorithm allows feature selection in binding activity space, into which chemi-
cals are mapped jointly with proteins by means of kernel methods. We apply the algorithm
to a dataset on Cytochrome P450 (CYP), illustrating its capability of selecting a small
subset of predictive features, which are also found to be indicative of CYP inhibitors. Al-
though this study is directed toward the selection of chemical features within the context
of chemical genomics, the proposed algorithm has the potential to find wide applications
in real-world problems.

Keywords: Kernel methods, feature selection, regression, chemical genomics

1 まえがき
大量の遺伝子・タンパク質情報を膨大な数の化合物と

関連付け，化合物-タンパク質相互作用を包括的に明ら
かにする「ケミカルゲノミクス」において，近年，機械

学習を用いて，相互作用をゲノムワイドに予測するイン

シリコ創薬技術の開発が盛んになっている [1, 15]．
化合物とタンパク質の相互作用の有無を予測する問題

は，２クラスの識別問題として，またタンパク質に対す

る化合物の活性を予測する問題は，回帰問題として扱え

るため，様々な識別・回帰手法が適用可能である．その

中でも，カーネル法は，非線形な予測を効率的におこな

えることや，化合物やタンパク質の非ベクトル（構造）

表現を許容できることに加え，化合物とタンパク質のペ

アを効率的に合成できることから，相互作用や活性の予

測において重要な役割を果たしている [9]．しかし，こ
れまでの研究は，予測そのものに焦点をあてたものが多

く，その一方で，ケミカルゲノミクスデータから，相互

作用や活性に関与する特徴を抽出するための数理的手法

については，研究がなされていないのが現状である．

∗京都大学大学院薬学研究科, 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町
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46-29 Yoshida Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501

このような背景から，著者らは，相互作用予測に寄与

する化合物属性を同定するために，化合物-タンパク質
の相互作用空間において特徴（属性）選択をおこなう手

法を，先に提案している (unpublished work)．その手
法は，後述の Hilbert-Schmidt Independence Criterion
(HSIC) [6] を応用したものであり，カーネル関数を介し
て構成される相互作用空間において特徴選択をおこなう

点が，従来にない特徴である．

同様に，回帰問題として扱える活性予測においても，

HSIC を応用できるが，計算量の大きさが実用上の問題
となる．そこで本研究では，化合物-タンパク質の活性
空間における特徴選択の効率的アルゴリズムを提案し，

活性予測に寄与する化合物属性の同定に適用する．本論

文では，薬物代謝において重要な役割を果たす酵素，シ

トクロム P450 の阻害活性データに対する属性選択の結
果を示す．

2 相互作用（活性）空間の表現
相互作用予測は，相互作用の有無が判明している化合

物-タンパク質のペアを学習サンプルとして識別器を構
築し，相互作用未知のペアについてその有無を予測する

問題として設定できる．活性予測も同様に，活性値が判

明しているペアを学習サンプルとしてリグレッサーを構

築し，活性未知のペアについて活性値を予測する問題と
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して設定できる．

ここで，クラスラベル（相互作用の有無や活性値）は

ペアに対して与えられるため，化合物，タンパク質それ

ぞれの特徴ベクトル（explicitに与えられなくてもよい）
を統合して，相互作用（活性）空間を表す特徴ベクトル

（同じく explicit に与えられなくてもよい）を合成しな
ければならない．すなわち，化合物 c の特徴ベクトル

を Φ(c)，タンパク質 p の特徴ベクトルを Ψ(p) と表す
とき，それらからペア (c, p) の特徴ベクトル Π(c, p) を
どのように合成するかが最初の問題となる．

化合物とタンパク質のデータ表現は，ケモインフォマ

ティクスやバイオインフォマティクスの分野において

様々なものが用いられているが，一般に表現方法が異な

るため，それらをうまく統合できるような枠組みが望ま

しい．それを可能にする有効な手段の一つがカーネル法

である．

本研究では，特に有効性が知られているテンソル積

カーネルを用いた合成方法に焦点をあて，それを介して

相互作用（活性）空間を構成することにする．具体的に

は，ペアの特徴ベクトルを以下の式で定義する．

Π(c, p) = Φ(c)⊗Ψ(p) (1)

ここで，⊗ はテンソル積を表す．このとき，Π(c, p) の
要素は Φ(c) と Ψ(p) の各要素の積となる．たとえば，
Φ(c),Ψ(p) をそれぞれ dc, dp 次元の特徴ベクトルとし

て explicit に与えた場合，ペアは dc× dp 次元のベクト

ルとなる．したがって，化合物とタンパク質の”交差”

を十分にとらえることができると考えられるが，一方で

は，計算量が現実的ではなくなる．

しかし，カーネル法を用いて予測をおこなう場合，い

わゆるカーネルトリックによって効率的な計算が可能と

なる．実際に，ペア同士の内積は

Π(c, p)>Π(c′, p′) =
(
Φ(c)⊗Ψ(p)

)>(
Φ(c′)⊗Ψ(p′)

)

= Φ(c)>Φ(c′)×Ψ(p)>Ψ(p′)

と計算できるため，化合物，タンパク質のカーネルをそ

れぞれ

kchem(c, c′) ≡ Φ(c)>Φ(c′), (2)

kprot(p, p′) ≡ Ψ(p)>Ψ(p′) (3)

とすると，化合物-タンパク質ペアのカーネルは，

k((c, p), (c′, p′)) ≡ Π(c, p)>Π(c′, p′)

= kchem(c, c′)× kprot(p, p′)

となる．つまり，(1)を直接計算する必要はなく，ペア
同士の類似度は，ペアを構成する化合物，タンパク質そ

れぞれの類似度の積として計算できることが分かる．そ

して，化合物，タンパク質の特徴ベクトルは explicit に
与える必要がなく，配列，グラフなどの非ベクトル表現

を許容できるため，相互作用（活性）空間の多様な表現

が可能となる．

3 相互作用空間における特徴選択
先に提案した，相互作用予測のための特徴選択法は，化

合物のみを属性ベクトルで表現し，それをタンパク質と

カップリングした相互作用空間において，化合物属性の

選択をおこなうものである．先述のテンソル積カーネル

を介して空間を構成する場合は，kernel-induced feature
space（以降，カーネル空間とよぶ）において特徴選択
をおこなう必要がある．特徴選択は，機械学習，パター

ン認識において極めて重要な技術であり，特徴の評価基

準や探索アルゴリズムは様々なものが考案されている

が，カーネル空間においてそれを可能にする方法が研究

されるようになったのは最近のことである（５節）．著

者らは，特に計算の効率性を考慮し，Hilbert-Schmidt
Independence Criterion (HSIC) を評価基準として用い
ている．本節では，HSIC および，それに基づく後方探
索アルゴリズム BAHSIC について概略を示す．（詳細は
[6, 18] を参照されたい．）

3.1 HSIC

簡潔には，HSIC は特徴（属性）とクラスラベルの独
立性を測る基準であり，値が 0 に近いほど独立性が高
いことを意味する．xi をサンプル，yi をそのクラスラ

ベルとし，n 個の学習サンプル (x1, y1), . . . , (xn, yn) が
与えられているとする．このとき，HSIC の経験推定量
は，xi, yi (i = 1, . . . , n)に対するカーネル行列 K, L ∈
IRn×n を用いて以下の式で与えられる．

HSIC =
1

(n− 1)2
Tr (KL) (4)

ここで，Tr は行列のトレースを表す．ただし，K, L は

中心化されているものとする．HSIC は収束性などにお
いて，良い性質を持つことが知られる．

化合物-タンパク質相互作用の予測においては，xi =
(ci, pi) が相互作用するペアであれば yi = 1, そうでな
ければ yi = −1 であり，Lij = yiyj で与えられる．一

方，K は化合物-タンパク質ペア間の類似度を表し，テ
ンソル積カーネルを用いる場合，

K = Kchem ◦Kprot (5)

と表される．ここで，◦ はアダマール積を表す．すなわ
ち，Kchem,Kprot ∈ IRn×n の各要素は，(2), (3)で計算
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され，K の要素はそれらの積となる．したがって，(4),
(5)から分かるように，化合物とタンパク質のカーネル
さえ計算できれば，HSIC の計算は容易である．

3.2 BAHSIC アルゴリズム

相互作用予測に有用な属性とは，クラスラベルとの依

存性が高い（独立性が低い）ものである．したがって，

与えられた属性集合の中から，(4)を最大化するような
属性部分集合をどのように探索するかが次の問題とな

る．HSIC を評価基準とする探索には，原理的には様々
なアルゴリズムを利用できるが，ここでは後方探索アル

ゴリズム BAHSIC を用いる．簡潔には，各属性に関し
て leave-one-out 方式で HSIC を計算し，HSIC の値が
高く（依存性が高く）なるように属性を除外していき，

少数の属性にまで絞り込む．

本研究では，相互作用に寄与する化合物属性を同定す

ることに関心があるので，化合物は explicit にベクトル
表現するが，タンパク質は非ベクトル表現でもかまわな

い．相互作用予測のための属性選択アルゴリズムは以下

のとおりである．

入力：化合物の属性集合 S および
　　　

(
(c1, p1), y1

)
, . . . ,

(
(cn, pn), yn

)

出力：属性の順序リスト L
1: L ← ∅
Repeat 2-4 until S = ∅
2: I ← arg maxI

∑
i∈I⊂S HSIC (S \ {i})

3: S ← S \ I
4: L ← L ∪ I

ここで，HSIC (S \ {i}) は， S に含まれる属性の
うち i 以外を用いて HSIC を計算すること，すなわち
leave-one-out 方式を意味する．

4 活性空間における特徴選択

4.1 回帰における HSIC

前節では，相互作用予測，すなわち２クラスの識別の

ための特徴選択に HSIC を応用した．カーネル空間に
おいて特徴選択を可能とする評価基準の中で，HSIC は
計算の効率性が高い．さらに，HSIC は回帰にも容易に
拡張でき，その意味で汎用性が高い．したがって，前節

と同じ議論が活性予測においても成り立つ．

具体的には，テンソル積カーネルを介して相互作用

（活性）空間を構成するとき，相互作用予測ではサンプ

ルに対するカーネル行列 K を (5)で与えたが，活性予

測では以下の式で再定義すればよい1．（さらに一般的な

議論については [4] を参照されたい．）

K = (Kchem ◦Kprot + λIn)−1 (Kchem ◦Kprot) (6)

ここで，λ は正則化パラメータ，In ∈ IRn×n は単位行

列を表す．ただし，Kchem ◦ Kprot は中心化されてい

るものとする．一方，ラベルに対するカーネル行列 L

については，yi が連続変数になるのみで，前節と同様，

Lij = yiyj で与えられる．したがって，(4)より

Tr
(
(Kchem ◦Kprot +λIn)−1 (Kchem ◦Kprot) L

)
(7)

の最大化が主たる問題となる．

ところが，(7)では n× n 行列 Kchem ◦Kprot + λIn

に対する逆行列計算 (·)−1 が必要となるため，(5)の場
合と比べて計算量が増大する．特に，BAHSICアルゴリ
ズムでは，各属性に関して leave-one-out 方式で HSIC
を計算する必要があるため，(6)を直接計算するのは現
実的ではない．

4.2 アルゴリズムの効率化

この問題に対処するため，効率的な BAHSIC アルゴ
リズムを提案する．本節では，概略のみを示す．

簡単な計算により，(7)の最大化問題は

Tr
(
(Kchem ◦Kprot + λIn)−1 L

)

の最小化問題に帰着できる．したがって，

(Kchem ◦Kprot + λIn)−1

に関して leave-one-out

(
(Kchem − f if

>
i ) ◦Kprot + λIn

)−1 (8)

を効率的に計算できればよい．f i ∈ IRn は除外する化

合物属性 i のベクトルを表す．

簡単のため，

P = Kchem ◦Kprot + λIn ∈ IRn×n

Q = (f i ◦ g1, . . . , f i ◦ gk) ∈ IRn×k

とする．ここで，

Kprot = GG>, G = (g1, . . . , gk) ∈ IRn×k (9)

である．このとき，(8)は Sherman-Morrison-Woodbury
の公式 [5] により以下の式に変形できる．

P−1 + P−1Q(Ik −Q>P−1Q)−1Q>P−1

1厳密に言えば，リッジ回帰の場合がそうである．[18]
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ゆえに，(9)によりタンパク質のカーネル行列をランク
k ¿ n の行列で近似すれば，各 i ∈ S について n × n

行列ではなく，k×k 行列 Ik−Q>P−1Q に対する逆行

列計算をおこなえばよく，効率化を図ることができる2．

たとえば，６節で用いるデータのサンプル数は n = 798
であるが，タンパク質の種類は 14 であるため，k ≤ 14
に削減できる．なお，低ランク行列による近似は，不完

全コレスキー分解 [4] などにより可能である3．

5 関連研究
特徴選択のアプローチは，評価基準と予測器（識別

器やリグレッサー）との関係において，filter, wrapper,
embedded に大別できる [7]．カーネル空間における特
徴選択に関する研究は，本論文のベースとなっている

[18] の他，[14, 23] などが報告されているが，HSIC や
[14, 23] で提案されているクラス分離度基準はいずれも，
予測器とは独立して特徴を評価する filter である．予測
器の性能に基づいて特徴を評価する wrapperや，SVM-
RFE [8] に代表される embedded アプローチは，カー
ネル空間においても原理的には適用可能であるが，計算

量が大きくなる．一方，filter は予測器に依存しないた
め，一般に計算量の観点から実用的である．

HSIC との関連研究としては他に， Kernel Target
Alignment (KTA) [3] が挙げられる．KTA はカーネ
ルに関するモデル選択基準として以前から知られている

が，カーネル空間における特徴選択の基準として用いる

こともできる．特に，2 クラス識別においては，HSIC
との密接な関連が示されている [19]．また，HSIC はク
ラス分離度基準とも関連づけられる [22]．
なお，本研究で扱っている回帰のための特徴選択は，

[4] の一例とみなすことができる．

6 実データへの適用
前節で提案した効率的アルゴリズムを，活性予測に寄

与する化合物属性の同定に適用した．同定した化合物属

性は，予測性能および化学的知見の観点から評価した．

ここでは，シトクロム P450 (CYP)の阻害活性データ
への適用結果を示す．

CYP は薬物代謝において重要な役割を果たす酵素で
あり，ヒトではおよそ 60 のアイソフォーム4が知られて

いる．CYP は多様な化合物の代謝に関わっており，分
子認識の特異性が広いため，分子認識に関与する特徴を

特定するのは容易ではない．ケミカルゲノミクスデータ

2なお P−1 の計算は 1 回だけでよい．
3(9) の計算も 1 回だけでよい．
4機能は類似しているが，アミノ酸配列の異なるタンパク質のこと．

からの知識発見は，これに対する有望なアプローチと考

えられ，活性に関与する化合物属性を抽出することは，

分子認識メカニズムの理解に役立つと期待される．

6.1 データおよび予測性能の評価

CYP の阻害活性データは [10] から入手した．化合
物とタンパク質（CYP）のペアに対して阻害活性の値
(IC50) が付与されている．化合物の種類は 371，CYP
の種類（アイソフォーム）は 14，そしてペアの数 n は

798 である．
各化合物の構造データファイルから，DragonX [20]

(http://www.talete.mi.it/)を用いて化合物の属性値を
算出し，そのうち，物理化学的特性や官能基の数など，

解釈が比較的容易な 345 種類を選出した．さらに 371
すべての化合物において属性値が同一のものを除外し

た．その結果，139 種類が解析の対象となった．
ここでは，化合物属性を同定することが目的であるた

め，化合物はベクトル表現するが，タンパク質は非ベク

トル表現も許容できる．そこでタンパク質のカーネルと

して，以下の 3 種類を用いた．

• PROFEAT [13] の特徴ベクトル＋RBF カーネル

• ミスマッチカーネル (Mismatch) [12]

• 局所アラインメントカーネル (LA) [16]

予測性能は，すべての属性を用いる場合と，徐々に属

性数を削減した場合について，以下の 2 種類のリグレッ
サーを用いて評価した．

• サポートベクトル回帰 (SVR) [21]

• カーネルリッジ回帰 (KRR) [17]

これらはカーネルに基づくリグレッサーとして代表的な

ものであり，諸問題において高い予測性能が報告されて

いることから，本問題においても有用であると考えられ

る．なお，属性選択の効率的な計算が可能となるのは，

化合物のカーネルが線形カーネルの場合に限定される

が，属性選択とリグレッサーによる予測は独立したプロ

セスであるので，予測には線形カーネルに加えて RBF
カーネルも用いた．予測性能の指標としては，

r2 =
(n

∑n
i=1 ŷiyi −

∑n
i=1 ŷi

∑n
i=1 yi)2

(n
∑n

i=1 ŷ2
i − (

∑n
i=1 ŷi)2)(n

∑n
i=1 y2

i − (
∑n

i=1 yi)2)

を用いた．ここで，ŷi は xi の予測値である．r2 値が大

きいほど，真の値と相関が高く，予測性能が高いことを

示す．

n = 798 のサンプルを，学習サンプルとテストサンプ
ルにランダムに 6:1 に分割し，学習サンプルのみを用い
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図 1: SVR の予測性能

て属性選択およびリグレッサーの構築をおこない，テス

トサンプルに適用した．このプロセスを 20 回繰り返し，
r2 値の平均，標準偏差を算出した．

6.2 結果

SVR を用いた予測結果を図１に示す．タンパク質の
カーネルは，PROFEAT+RBF, Mismatch, LA それぞ
れについて，属性選択，予測ともに一貫して同じものを

用いている．一方，化合物のカーネルについては，属性

選択では線形カーネル，予測では線形カーネルと RBF
カーネルを用いている．タンパク質カーネルによって，

性能に多少の違いはあるが，r2 値の平均値としては，線

形カーネルでは最大 0.48, RBF カーネルでは最大 0.60
程度の比較的高い値が得られた．

本研究の目的は，特徴選択アルゴリズムを用いて予測

に有効な属性を同定することにあるので，すべての属性

を用いた場合と，属性を絞り込んだ場合において，予測

性能がどのように変化するかに関心がある．図１から，

属性数を 20～30 に絞り込んでも，139 すべてを用いた
場合と同程度の予測性能を維持できることが分かる．見

方を変えれば，予測に無関係あるいは冗長な属性を排除

できたと考えられる．この傾向は，いずれのカーネルを

用いた場合においても同様であった．

図２に KRR を用いた予測結果を示す．r2 値の平均

値としては，線形カーネルでは最大 0.49, RBF カーネ
ルでは最大 0.58 程度が得られ，SVR と同程度の予測性

能を示した．ここでも注目すべきは，少数の属性だけで

も，高い予測性能を維持できることである．つまり，活

性予測に寄与する属性を同定できたことが示唆される．

同定した属性が予測に有用であることは示唆されたが，

実際にそれらが活性に関与するものであるか，化学的知

見の観点から妥当性を評価することが次の重要なステッ

プである．一般に，どのタンパク質カーネルを用いるか

によって，得られる化合物属性の順位リストは異なって

くるが，今回用いたCYPデータに関しては，上位 20の
化合物属性は高い一致を示した．たとえば，PROFEAT
+ RBF を用いた場合，分子の疎水性の指標であるオク
タノール-水分配係数に関わる属性が 1, 2, 7, 9 位に位
置した．CYP1A2 や CYP3A4 の阻害剤は高い脂溶性
を示すことが知られており [2, 11]，実際に，データに含
まれる 14 種類の CYP のうち，CYP1A2, CYP3A4 の
阻害活性データは 34 % を占めることから，この結果は
妥当と考えられる．また，分極率に関わる属性が 8, 13
位に位置したが，CYP3A4 の阻害には分極率が関与し
ていることが知られており [11]，矛盾のない結果と言え
る．このように，上位の属性のうち，先行研究と関連付

けられるものは少なくなかったが，むしろ，関与が明ら

かにされていない特徴を見つけ出し，タンパク質の分子

認識メカニズムとの接点を探っていくことが，今後の方

向性として重要となるであろう．
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図 2: KRR の予測性能

7 おわりに
本研究では，活性予測に寄与する化合物属性を同定す

るために，化合物-タンパク質の活性空間において属性
選択をおこなう手法について論じた．特に，回帰のため

の特徴選択において生じる計算量の問題に対処するため

に，効率的アルゴリズムを提案した．実際に，CYP の
阻害活性データに適用し，予測に有効な属性を同定でき

ることおよび，それらは化学的知見と照合しても妥当で

あることを示した．本論文では，ケミカルゲノミクスの

領域において特徴選択およびその効率化について論じた

が，同様のアプローチは様々な実問題に適用できると考

えられる．
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used to achieve minimum-error classification of various types of patterns. However, for
increasing the robustness of classification, the conventional MCE framework has no prac-
tical optimization procedures like the geometric margin maximization in Support Vector
Machine (SVM). To realize high robustness in a wide range of classification tasks, we de-
rive the geometric margin for a general class of discriminant functions and develop a new
MCE training method that increases the geometric margin value. We demonstrate the ef-
fectiveness of the new method by experiments using prototype-based classifiers and clarify
relationships between the new method and such existing methods as SVM.
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1 まえがき
統計的パターン認識における究極の分類器設計目標は，
すべてのパターンに対する最小分類誤り確率状態の達成，
すなわちベイズ誤りの推定である [1, 2, 3]．この実現を
目指し，識別学習の研究が盛んに行われ [4, 5, 6, 7, 8]，
識別学習は今やパターン認識研究の主流となるに至った．
中でも，音声などの時系列信号処理の分野で発展した
最小分類誤り（MCE）学習 [4, 5]が，高い分類率を実現
する学習法として幅広い分野で利用されている．MCE
は，可変長パターンをも含む多様なパターンに対する
ベイズ誤り推定を直接的に追求する学習法であり，広範
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な判別関数に適用可能である．しかし分類頑健性の向上
（汎化能力向上）に対しては，従来のMCE学習は具体
的な最適化手続きを持たず，損失関数や判別関数の平滑
度の制御 [5, 9] という間接的で不十分な制御機構に頼っ
ている．
頑健性を直接的に表現する測度として，分類決定境界

とそれに最も近い学習標本との間の距離，すなわち幾
何マージンが挙げられる [7]．実際，主に固定次元ベク
トルの標準的な分類手法として知られるサポート・ベク
ター・マシン（SVM）[6, 7] は，この幾何マージンの最
大化により頑健性を向上させている．しかし，SVMで
は幾何マージンの導出が線形判別関数に限られており，
しかも SVMは，特に線形分離不可能という現実的な状
況において，最小化標的となる損失関数などがベイズ誤
り推定との一貫性を持たず，本来目指すべき分類誤り最
小化の意味での学習の最適性が保証されない．
本稿では，線形判別関数に限定されない判別関数の一

般形に対する幾何マージンを定式化し，この一般的な幾
何マージンを増大させながらMCE学習を行う新たなア
プローチを提案する．これにより，幅広い分類タスクに
おいて，未知標本をも含むすべての標本を高精度に分類
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できることが大いに期待される．更に，汎用性の高い分
類器であるプロトタイプ型分類器を用いた実験により提
案法の有効性を示すとともに，提案法と SVMなどの従
来法との理論的関係を明らかにする．

2 最小分類誤り学習
2.1 決定則を包含する定形化 [4]

簡単のために，固定次元ベクトル・パターンの空間X
に属するパターン xを J 個のクラス（Cj ; j = 1, ..., J）
の 1つに分類する問題を考える．分類器は，調整可能な
パラメータ集合!から構成され，この調整のために，そ
れぞれの帰属クラスが既知である N 個の学習標本の集
合 "N = {xn}N

n=1 が与えられているものとする．
このとき目指すべき設計目標は，クラスCj に対する
真の事後確率が p!(Cj |x)の形で表現され，最大事後確
率値を示すクラスに分類するベイズ決定則を利用するこ
とを前提として，次式の分類誤り数リスク

R(!) =
J!

y=1

"

X
p!(Cy, x)

1
#
p!(Cy|x) != maxj p!(Cj |x)

$
dx

(1)

を最小化する !の推定となる [2]．ここで 1(P)は，命
題 P が真ならば 1，偽ならば 0を返す指示関数である．
しかし実際には，真の事後確率の関数形式はほとんど知
り得ることはなく，式 (1)の推定は現実的ではない．事
後確率の関数形式が未知であっても遂行し得る分類誤り
数リスクの推定方式が望まれる．

MCE学習は，上記の要請に対する現実的な解を以下
の関係式，

R(!) "
J!

y=1

"

X
p(Cy, x)!

%
dy(x,!)

&
dx (2)

に基づいて提供する [4]．ここで，dy(x,!)は誤分類測
度とよばれ，事後確率 p!(Cj |x)に限らない一般の判別
関数 gj(x,!)から，次式により構成される（" > 0）．

dy(x,!) = #gy(x,!) + log

'

( 1
J # 1

!

j,j !=y

e!gj(x,!)

)

*
1/!

(3)
なお x $ Cy とし，また最大の gj(x,!)の値を与えるク
ラスに xを分類する決定則を考える．式 (3)は，分類判
断の正誤をスカラー量の符号によって簡潔に表現した

dy(x,!) = #gy(x,!) + max
j,j !=y

gj(x,!) (4)

の，! に関して微分可能な近似表現である（" % &
で式 (3) が式 (4) に帰着）．dy(x,!) < 0 は正分類を，

dy(x,!) > 0は誤分類を表す．また，!( · )は，一般に

!
%
dy(x,!)

&
=

1
1 + exp

%
#ady(x,!)

& (a > 0) (5)

などで定義される，!に関して微分可能な分類誤り数損
失であり，式 (1)の指示関数 1( · )の近似表現である．
式 (1)の式 (2)による近似の精度は，式 (3)と (5)の

（"や aに基づく）関数平滑度によって制御され，原理
的にMCE学習は，!に関する微分可能性を維持しつつ，
分類判断全体を関数形式に組み込んだ式 (2)によって理
想的な分類誤りリスクの優れた近似を達成する．結果的
に，求めるリスク最小状態に対応する!の状態は，!を
変数とする式 (2)の勾配探索によって容易に計算するこ
とができる．

MCE学習における関数平滑性は，上記の勾配法を利
用するためには定式化上欠くことができないものであ
る．しかしそれは，その定式化のための必要を超えて，
実質的に学習標本を増やすことによって頑健性の向上の
効果をもたらす [5]．

2.2 誤分類測度の不十分性
式 (5)より，MCE学習によって !の更新が進むにつ

れ，誤分類される標本に対する誤分類測度の値は，正の
領域から 0に近づき，やがて負の領域に変更される．正
分類の標本に対しては，損失の勾配に応じて，負の領域
における測度のより小さな値（絶対値のより大きな値）
の実現に向けて変更される．ここで負値の誤分類測度の
絶対値は，決定の正しさの確信度に対応している．直感
的に，負の領域における誤分類測度が分類の正誤の節目
に対する余裕すなわちマージンとして振舞うことが分か
る．実際この考え方は，後述する関数マージンの考え方
と共通する．ブースティング [8]や，最近多く提案され
ている大マージンに基づく手法 [10, 11, 12, 13] も，基
本的にこの性質を利用している．
上記の分析より，MCE学習は，分類誤り数の最小化

のみならず，分類判断の確かさを表すマージンの増加を
も追及しているように見受けられる．しかし，判別関数
値のスケール変換により，判断の確かさに変化がなくと
も誤分類測度値が変更される事実などから明らかなよう
に，誤分類測度は判断の確かさ，結果的に頑健性の強度
を表すには不十分である．より直接的に頑健性を表現す
るために，誤分類測度の改良が必要である．

3 2種類のマージン
前節で現れたマージンという用語は，線形判別に関す

る初期の研究から広く用いられている．マージンには関
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図 1: 2 クラス分類の線形判別関数に対する幾何マー
ジン．

数マージンと幾何マージンの2種類がある [7]．ここでは，
単一判別関数 f(x)による 2クラス分類を考える．クラス
はC1とC"1，分類決定則はx '% Cj i# j = sgn

%
f(x)

&

である．ここで sgnは，引数が正ならば 1，負ならば#1
を返す符号関数である．
今，学習標本 xとその教師クラス信号 Cu が与えら
れたとき1 ，z = uf(x)とすると，z > 0は正分類を，
z < 0は誤分類を表し，更に |z|は分類決定の確信度を表
す．この zは関数マージンとよばれ，容易に分かるとお
り，2クラスの場合において誤分類測度の正負を反転さ
せたものに等しい．すなわち関数マージンと誤分類測度
は，正負の反転を除いて同一である．よって誤分類測度
と同様，関数マージンは分類判断の強さを表現はしてい
るものの，決定境界と標本分布との相対関係を反映すべ
き分類判断の確かさを必ずしも的確に表現していない．
分類判断の確かさを直接的に反映する合理的な測度
を，決定境界とその付近における標本との距離に求める
ことができる．特に分類器の頑健性を議論する際に重要
となるのは，決定境界とそれに最も近い正分類の学習標
本 x#との距離，すなわち幾何マージンである．SVMで
は線形判別関数 f(x) = w$x + b による 2クラス分類
に対して幾何マージンを導出している2 （図 1）．ここ
でwは重みベクトル，bはバイアス項，$は行列の転置
を表す．x# $ Cuとして，簡単な計算により，幾何マー
ジンは

r0 =
u(w$x# + b)

||w|| (6)

で与えられる．ただし || · ||は L2ノルムである．学習標
本が母集団から適切に抽出されているならば，この幾何
マージンを大きくとることは，同じ母集団から将来（学
習標本の付近に）出現する未知標本の正確な分類を約束

1教師クラス・インデクスに関して，2 クラスの場合は記号 u を
（u = 1,"1），多クラスの場合は記号 y を（y = 1, ..., J）用いる．

2カーネル関数を用いた非線形 SVMでは，xの替わりにそれを変
換した特徴ベクトル !(x) を用い，特徴空間上での線形判別関数に対
する幾何マージンを考える．

図 2: 各種の損失関数．

してくれるもののように思われる．すなわち，幾何マー
ジンは決定の頑健性を直接的に表している．
式 (6)から分かるとおり，幾何マージンは，関数マー

ジンを重みベクトルのノルム ||w||で正規化したものと
等しい．だが先述のように，関数マージンの変化は頑健
性の増加に直結しない．それゆえ SVMでは，目標の関
数マージンを一定値（例えば 1）に保ちながら ||w||を
減少させる．

4 大幾何マージン最小分類誤り学習
4.1 判別関数の一般形に対する幾何マージン

SVMで導出されている幾何マージンは，2クラスの
線形判別関数に限定されている．また線形分離不可能な
現実的状況の場合，SVMでは，係数ノルムの最小化を
経由する幾何マージン最小化と，関数マージンに対する
ヒンジ損失（図 2の破線）の最小化が，両最適化に対す
る組み合わせ係数をデータ依存で決めながら，同時に行
われる [3]（しばしばソフトマージン SVMとよばれる）．
ここで，MCEが多クラスの広範な判別関数に適用可能
であることと，MCEで最小化される式 (5)の平滑化 0-1
損失（図 2の点線）が，ヒンジ損失と違い，本来最小化
されるべき 0-1損失（図 2の実線）と強い一貫性を持っ
ていることに注意しよう．したがって，目指すべき新し
い学習法は，未知標本をも対象にした最小分類誤り状態
との一貫性の実現を基礎として，広範な判別関数に適用
可能なMCE学習に，幾何マージン最大化による分類頑
健性の向上の機構を組み込んだものとなることが理解で
きる．そこでまず我々は，線形判別関数に限定されない
判別関数の一般形に対する幾何マージンを導出する．
式 (6) と同様に，一般的な幾何マージン r も，決定

境界とそれに最も近い正分類の学習標本 x#とのユーク
リッド距離として定義する（図 3）．なお x# $ Cyとし，
また簡単化のため，gj(x,!) (j = 1, ..., J)は xと !に
関して微分可能とする．ここで重要なことに，誤分類測
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度が 0となる点の集合である

By(!) =
+
x
,,dy(x,!) = 0

-
(7)

は，パターンが Cy に分類されるか否かの境界を表す．
実際，" % &とおいた式 (4)の場合，By(!)がその境
界を正確に表現することは容易に確かめられる．そして
"を有限値に設定することで，By(!)は滑らかな（微分
可能な）超曲面としてその境界を（任意の精度で）近似
する．したがって rは，By(!)上の点と x#との距離の
最小値として与えられ，以下の制約条件付き最小化問題
を解くことにより求まる．

minimize x ||x#x#||2 subject to dy(x,!) = 0 (8)

上式の解をx%として，r = ||x%#x#||となる．Lagrange
乗数 #を導入して，次式の評価関数を考える．

J(x,#) = ||x # x#||2 + #dy(x,!) (9)

乗数法により，x% は次式を満たさなければならない．

2(x% # x#) + #(xdy(x%,!) = 0 (10)

dy(x%,!) = 0 (11)

なお(xは xに関する勾配演算子であり，点 x%におい
て (xdy(x%,!) != 0とする．式 (10)より，x# # x% は
(xdy(x%,!)の #/2倍となり，rは次式となる．

r =
|#|
2
||(xdy(x%,!)|| (12)

ここで点 x% を中心に dy(x,!)を Taylor展開する．

dy(x,!) = dy(x%,!) + (xdy(x%,!)$(x # x%)

+o
%
||x # x%||

&
(13)

なお o(...)は Landauの記号である．このとき式 (11)よ
り dy(x%,!) = 0，よって式 (13)に x = x# を代入して

(xdy(x%,!)$(x# # x%) = dy(x#,!) + o(r) (14)

が得られ，更に式 (10)より次式が得られる．

(xdy(x%,!)$(x# # x%) =
#

2
||(xdy(x%,!)||2 (15)

上２式を #について解き，式 (12)に代入することによ
り，次式が導かれる．

r =
,,dy(x#,!) + o(r)

,,
||(xdy(x%,!)|| (16)

|dy(x#,!)|は x#に対する関数マージンである．結果的
に幾何マージンは，x# が境界に十分近い場合，それに

図 3: 判別関数の一般形に対する幾何マージン．

最も近い境界上の点における関数マージン（あるいは誤
分類測度）の勾配のノルムで関数マージンを正規化した
ものに等しい．
一般の判別関数の場合，x# が境界に十分近いと仮定

する．これにより，計算の難しい境界上の点x%を x#に
置き換えることができ，しかも式 (13)の展開における
o(...)を無視できる．この場合の幾何マージン（の近似
値）は以下の扱いやすい形式で与えられる．

r =
#dy(x#,!)

||(xdy(x#,!)|| (17)

なお線形判別関数型や後述の実験で扱うプロトタイプ型
の分類器の場合，xに関する線形性ゆえに o(...)成分が
消滅するとともに，(xdy(x,!)が xに無関係となるた
め，パターンと境界との十分な近さは要請されず，x#が
境界を離れても式 (17)が正確になりたつ3 ．

4.2 MCE学習への幾何マージン最大化機構
の導入

一般に，決定境界に最も近い学習標本の探索も容易で
はないので，式 (17) における x# は，決定境界付近の
いずれかの学習標本を表すとする．この式から分かると
おり，決定境界付近の関数マージン（右辺分子）の増加
および関数マージンあるいは誤分類測度の勾配のノルム
（右辺分母）の減少により，幾何マージンが増加する．だ
が 2.2で述べたように，関数マージン（誤分類測度）の
変化は頑健性の増加に直結しない．このことは，測度の
定数倍により測度の勾配のノルムも同じ定数倍となり，
両者の比である幾何マージンが変化しないことからも推
測される．したがって幾何マージン（すなわち頑健性）
を増加させるためには，関数マージンの増大のみならず，
誤分類測度の勾配の大きさを拘束する（望むべくは小さ
くする）必要がある．誤分類測度の入力パターンに関す
る微分は，パターンの微小変化に対する測度の変化すな

3ただし誤分類測度として式 (4) を採用した場合．

253



わち分類決定の変動を表す．よってこの拘束により，決
定境界付近の入力パターンの小さな変化に対する分類決
定の変動が抑えられることとなり，この観点からも頑健
性の向上が理解される．結局，“少なくとも決定境界付
近における誤分類測度の勾配の大きさを拘束するMCE
学習” が，幾何マージンを大きく保つMCE学習であり，
未知標本の高精度な分類を実現するであろうことが理論
的に示された．
正則化に倣うならば，# > 0を正則化パラメータとし
て，R(!)+# .R(!)を !に関して最小化すればよいであ
ろう．ここでR(!)は式 (2) で近似される分類誤り数リ
スクであり， .R(!)は，XB を決定境界付近のパターン
集合として

.R(!) =
J!

y=1

"

XB

p(Cy,x)||(xdy(x,!)||2 dx (18)

で与えられる．実際，誤分類測度 dy(x,!)が分類決定
則をスカラーで表現していることを考えると，.R(!)は
分類決定則に対する Tikhonov 型の正則化項 [14] の形
式を成している．しかしこのアプローチは，各最適化要
素に対する重み付け #の決定などが発見的な方法に頼ら
ざるを得ず，ベイズ誤り推定との一貫性が失われる危険
性が大きい．したがって，幾何マージン最大化を直接的
に追求するMCE学習手続きが望ましい．
そこで，正負を反転させた幾何マージンに対応する

Dy(x,!) =
dy(x,!)

||(xdy(x,!)|| (19)

が，正分類のときに負値，誤分類のときに正値をとると
いう，誤分類測度として必要な性質を継承することを利
用して，このDy(x,!)を新たな誤分類測度として採用
する MCE学習を提案する．この新しい MCE学習は，
分類誤り数を減少させるのと同時に，損失が一定以上の
傾きを持つ決定境界付近の標本に対して，Dy(x,!)を
負方向に大きく更新させる．すなわち本手法は，境界付
近において幾何マージンを直接的に増大させる．

5 比較実験
提案手法は元来，多様な判別関数に対して適用可能で
あるが，ここでは一例として，プロトタイプとのユーク
リッド距離を判別関数とする分類器を用いた実験により，
提案手法の有効性を確認する．距離と確率との近縁性よ
り，この分類器は汎用性が高く，音声認識などで多用さ
れる隠れマルコフモデル（HMM）などの確率測度型の
判別関数に容易に適用可能である．
クラス Cj における判別関数は次式で与えられる．

gj(x,!) = #||x # pj ||2 (20)

ここで pj は Cj に属するプロトタイプ・ベクトルであ
り，Cj にプロトタイプが複数ある場合は，xに最も近
いプロトタイプとする．また !はすべてのプロトタイ
プの集合である．Cy に属する学習標本 xが与えられた
とする．係数 " を&にした式 (4)の誤分類測度は，x

に対する best-incorrect クラスを Ci として

dy(x,!) = ||x # py||2 # ||x # pi||2 (21)

となり，更に式 (19)の幾何マージンに対応する誤分類
測度は

Dy(x,!) =
||x # py||2 # ||x # pi||2

2||py # pi||
(22)

となる．損失関数は，Dy(x,!)を引数とした式 (5)の平
滑化 0-1損失であり，プロトタイプの更新式は，j = y, i

に対して

pj ) pj # $!&
%
Dy(x,!)

&
(pj

Dy(x,!) (23)

で与えられ（$ > 0は学習係数），上式における誤分類
測度の微分式は，Cy，Ci それぞれに対して，

(py
Dy(x,!) =

py # x

||py # pi||
#

dy · (py # pi)
2||py # pi||3

(24)

(pi
Dy(x,!) =

x # pi

||py # pi||
#

dy · (pi # py)
2||py # pi||3

(25)

で与えられる．ただし dy は式 (21)の従来型の誤分類測
度である．
実験には UCI Machine Learning Repository 4 が提

供するGlass Identificationデータセットを用いた．この
データセットは 6クラス 214個のガラス標本パターンで
構成されており，各ガラス標本の中に含まれる 9種類の
酸化物の含有量が，特徴データとして与えられている．
データセットからある一つのパターンを認識対象とし

て取り除き，残りのパターンを用いて分類器を学習した
後に，取り除いたパターンを認識させるという処理を，
214個全てのパターンに対して行って認識率を計算した
(Leave-One-Out法)．また，取り除いた一つのパターン
を認識対象とするオープン・データ・テストに加えて，
学習に用いた 213個のパターンを対象にして認識率を計
算するクローズド・データ・テストも同時に行った．ク
ローズド・テストの認識率計算は 214回行われるので，
それらを平均したものを最終的なクローズド・テストの
認識率とした．
提案手法（ここでは幾何マージン法とよぶ）と従来の

MCE学習法（従来法）との比較実験結果を図 4および
4http://archive.ics.uci.edu/ml/
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図 4: プロトタイプ数を変化させた場合の認識率．

図 5: 損失の傾きを変化させた場合の認識率．

図 5に示す．なお従来法は，誤分類測度として従来型の
式 (21) を用いたMCE学習法であり，式 (23)において
Dy(x,!)を dy(x,!)に置き換えたものである．図 4は，
式 (5)の損失の傾き係数 aを 10に固定し，プロトタイ
プ数を変化させた場合の実験結果である．また図 5は，
プロトタイプ数を 8個に固定し，係数 aの値を変化させ
た場合の実験結果である．なおプロトタイプ数はクラス
間で同一とした．
図 4 では，幾何マージン法の性能が従来法と比較し
て，クローズド・テストでは低くなっている一方，オー
プン・テストでは（プロトタイプ数が 1個のときを除い
て）安定して高くなっている．これは幾何マージン法の
未知標本に対する頑健性の高さを実証している．次に図
5のオープン・テストでは，係数の値を 5以上にしたと
きに幾何マージン法の性能は従来法に比べて高くなって
いる．また，オープン・テストとクローズド・テストの
実験結果の相関係数を計算してみると，図 4の実験結果
に関しては，従来法の値は 0.80，幾何マージン法の値は
0.95となった．図 5の実験結果に関しては，従来法の値
は 0.48，幾何マージン法の値は 0.86となった（小数点

以下第 3位を四捨五入）．どちらの場合も，幾何マージ
ン法におけるオープン・テストの認識率とクローズド・
テストの認識率の相関係数値が最も高くなっていること
がわかる．元来，実際の利用場面においてオープン・テ
ストの評価結果を得ることは容易ではなく，それを補う
ためにもクローズド・テストがオープン・テストの優れ
た近似となっていることが望まれる．この意味でも，提
案手法である幾何マージン法が大きな実用価値を持つこ
とは明らかである．

6 従来手法との関連
まず線形判別関数 f(x) = w$x + b による 2 クラ

ス分類（Cu, u = #1, 1）という限定された状況を考え
る．このとき先述のように，誤分類測度が du(x,!) =
#u(w$x + b) で与えられる．そして学習において，最
小化対象である式 (2)の右辺における平滑化 0-1損失関
数 !( · )をヒンジ型損失関数（図 2の破線）に置き換え，
更に幾何マージン制御機構として式 (18)の正則化を適
用してみよう．この正則化項が（XB がwに大きく影響
されないならば）||w||2の定数倍となることは容易に分
かり，この学習はソフトマージン SVMにおける学習に
帰着することがわかる．すなわち，提案手法と SVMの
間には以下の違いが存在する．

• 損失関数：提案手法は平滑化 0-1損失を，SVMは
ヒンジ型損失を採用．

• 幾何マージンの導出：提案手法は多クラス分類に
おける一般の判別関数に対して，SVMは 2クラ
ス分類における線形判別関数（もしくは非線形特
徴空間上の線形判別関数）に対して導出．

• 幾何マージンの制御方法：提案手法は幾何マージン
を誤分類測度として用いて直接的に増大化，SVM
は正則化手法を用いて増大化．

最小分類誤り確率状態との一貫性という観点から見る
と，明らかに，SVMで使われるヒンジ損失よりも提案
手法で使われる平滑化 0-1損失の方が望ましい．そして
提案手法は SVMと比べて，幾何マージンの適用範囲が
より一般化されているのと同時に，その制御方法も，各
最適化要素の重み付け決定などを発見的に行わなければ
ならない正則化に頼ることなく，直接的に行えることが
わかる．
我々が定式化した一般的な幾何マージンは，[10]の大

マージン手法および [15]の改良型 LVQそれぞれで定義
されているマージンと関係が深い．前者は次式で定めら
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れる相対的マージン .rの最大化を追求する．

.r = min
x'S

#dy(x,!)
|gy(x,!)| (26)

ここで S は決定境界付近の正しく分類される学習標本
の集合である．この .rは有界であり，その最大点を探索
することが可能である [10]．また後者は，MCE学習を
通して，次式の正規化されたマージンを増大させる．

µ =
#dy(x,!)

|gy(x,!)| + |maxj,j !=y gj(x,!)| (27)

µをMCE学習に組み入れることで，プロトタイプの発
散が抑えられることが示されている [15]．なお .r，µにお
ける dy(x,!)として，式 (4)を採用する．ここで式 (17)
と比較すれば分かるとおり，.rおよび µはいずれも，一
般的幾何マージン rと分母が異なっている．つまり [10]
および [15]は，判別関数の大きさを拘束することによ
り誤分類測度の勾配ノルムの拘束を図り，近似的に幾何
マージンを制御していると考えることができる．

[11] の大マージン HMM 手法は，学習におけるパラ
メータの発散を抑えるために，HMM平均ベクトルの差
に対する制約を課している．平均ベクトルはプロトタイ
プと等価であり，しかもプロトタイプ型分類器の場合に
おける幾何マージンに基づく誤分類測度は式 (22)とな
る．ここで式 (22)の分母が 2||py #pi||であることから，
幾何マージンを増加させるためにはこの値を減少させる
こと，すなわちプロトタイプ同士の距離を近づけること
が必要であるのがわかる．したがって [11]の手法も幾何
マージンを制御していると考えられる．

7 おわりに
広範な分類課題における頑健性の向上のために，SVM
の利点である幾何マージン最大化の概念をMCE学習に
適用することを目指した．そして，線形判別関数に限定
されない判別関数の一般形に対する幾何マージンを定
式化し，この一般的な幾何マージンを大きくするような
MCE学習を行う新たな学習アプローチを提案した．

MCE 学習にマージン最大化の機構を取り入れよう
とした研究は，これまでにもいくつか報告されている
[10, 11, 12, 13]．しかしそれらの研究で行われている学
習の仕組みは，実際には関数マージンの最大化を目指す
ものであった．また，分類決定の頑健性を高めるために
は関数に何らかの制約を入れる必要があるとの指摘もあ
るが [9, 14, 16]，そこでは幾何マージン最大化という概
念は明確に示されていない．
我々は，頑健性向上のためには関数マージンに替えて
幾何マージンを最大化する必要があることを明確に示し，

それを実現する分類器の学習方法を提案した上で，プロ
トタイプ型分類器への応用を例とした実験でその有効性
を確かめた．今後は，様々な分類器における幾何マージ
ン増大化の効果を実験により検証する予定である．
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点過程を特徴付ける統計量の時間変化を推定する
Estimation of the time-varying parameters characterizing point events

下川 丈明∗

Takeaki Shimokawa

篠本 滋†

Shigeru Shinomoto

Abstract:

We selected a set of inter-event interval(IEI) metrics that may efficiently characterize pat-
terns of event occurrences and determined the function that may extract these characteris-
tics. We found that the set of efficient metrics is the mean IEI and the mean log IEI, which
represent the rate and the irregularity respectively, and the most suitable function is the
gamma distribution function. We constructed Bayes method equipped with the gamma
distribution function for estimating the instantaneous rate and irregularity of occurrence
for a given event sequence. We confirmed that the Bayes method can capture the instanta-
neous rate and irregularity reasonably well even when a event sequence is generated from
the log-normal and inverse-Gaussian distributions.

Keywords: Bayesian estimation, point process, rate, irregularity

1 まえがき
本研究ではイベントの発生を確率過程，つまり点過程

(point process)としてとらえる．そしてその確率過程の
性質をイベントの発生時刻の列 {ti}n

i=1 = {t1, t2, · · · , tn}
のデータからうまく引き出すために，点過程をよりよく

特徴づけするような統計量を考え，さらにそれらの統計

量の時間変化を統計推定により捉えることを目的とする．

イベント時系列の例としては，地震，Web ページへ
のアクセス，経済現象や事件・故障の発生，などが挙げ

られるが，我々はこれまで神経細胞の出力するスパイク

時系列について特に解析を行ってきた．一般に，イベン

ト時系列を特徴付ける量として一番に考えられるのは

発生率である．神経科学でもスパイク時系列の発生率に

情報がのっているという考えは広く受け入れられてきた

(firing-rate code)．しかし，発生率以外の出現パターン
にも情報が埋め込まれているということが言われており

(spike-timing code)，それを読み取ることも重要である
だろう．発生率以外の特徴量としては不規則性，つまり

イベント間間隔 (inter-event interval; IEI)のバラつき，
があげられる．図 1に発生率と不規則性によってイベン
ト時系列を特徴付け，二次元平面で表したものを示す．

∗京都大学大学院理学研究科, 606-8502 京都市左京区北白川追分町,
tel. 075-753-3763, e-mail shimokawa@ton.scphys.kyoto-u.ac.jp,
Department of Physics, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto 606-
8502

†同上, e-mail shinomoto@scphys.kyoto-u.ac.jp,

我々は近年その不規則性に注目して研究を行ってきた．

スパイク時系列の不規則性はそれを発する個々の神経細

胞毎に異なり, それが発生率変動や時間に対してある程
度一定 (図 1, 横方向のみの変化)であることを明らかに
した [1]．さらに，運動野では規則的なスパイク時系列
が出やすいのに対し，視覚野・前頭前野では不規則なス

パイク時系列が出やすいといった，脳の領野毎に傾向の

違いがあることを発見した [2]．しかし，同一の神経細
胞から出力されるスパイク時系列であっても，実験タス

クの内容によって不規則性が大きく変化する (図 1, 縦方
向にも変化)という研究報告もなされている [3, 4]．

rate  λ

re
g

u
la

ri
ty

  
κ

図 1: イベント時系列をラスター図で描き,その特性を発
生率と不規則性の二次元平面で表した．横軸が発生率，

縦軸が不規則性を表している．

しかし，不規則性についてはイベント間間隔 (IEI)の
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バラつきを表す量であるという共通認識はあるものの，

そのまま IEIの分散として定義するのがよいのかどうか，
不規則性を含む IEIの確率分布モデルとしてはどの分布
関数を使うべきか，そもそも不規則性よりもうまく点過

程を特徴づける量はないのかどうか，といった点につい

てはあまり議論されてこなかった．さらに，このような

不規則性の推定においては，その変動を捉えるためのシ

ステマティックな推定手法は考えられておらず，厳密に

不規則性の変動について議論することは難しかった．

そこで本研究では，まず，不規則性が IEI分布を記述
する統計量としてどのような位置づけになるのかについ

て情報理論的に捉え直した．その結果，不規則性は発生

率の次に自然にでてくる統計量であること，発生率と不

規則性を記述する IEI分布のモデルとしてはガンマ分布
を用いるのが一番自然であることを導き出した．また，

ベイズ推定法により発火率と不規則性の時間変化を同時

に推定できる手法を開発し [5]，シミュレーションによ
りその性能を確かめた．

2 発生率と不規則性
本章ではまず発生率と不規則性が，情報幾何的に互い

に直交するというよい条件を持つ統計量の組として導き

出されることを示す．

2.1 本研究の前提

本研究では前提として，イベントの発生が renewal
process，つまりイベント間間隔 Ti = ti+1 − ti が確率

分布から独立に得られることを仮定する．すると，その

確率過程の特徴は IEI分布 p(T )を記述することによっ
て完全に決定される．しかし，IEI分布が時間変化する
とし，それをデータのみから捉えるような場合を考える

と，IEI分布を完全に記述することは不可能であり，少
数のパラメータでうまく記述する必要があるだろう．パ

ラメータは情報幾何的に互いに直交していることが望ま

しい．直交していれば推定の際にパラメータ間の相関が

漸近的になくなるからである [6, 7, 8]．そこで，本研究
では発生率 λ = 1/E(T ) ≡ 1/

∫
Tp(T )dtに加えて，も

う一つの統計量を考えたときに，二つのパラメータが情

報幾何的に直交になるような統計量を探すことにする．

また，もう一つの前提として本研究では，IEI分布が
時間スケール変換について不変であると仮定する，

p(T )dT = g(Λ)dΛ, (1)

ここで，Λ ≡ λT である．つまり任意の IEI分布が発生
率 λで時間をスケールし直すと g という分布になると

する．

また，本研究において IEI分布については最大エント
ロピー原理 [9] を適用することにする．つまり統計量の
条件を満たすものの内，エントロピーが最大の分布を考

えることにする．これは，分布を仮定する際，知ってい

る情報以外にどの情報も用いないことを意味し，（エン

トロピーが最大でない分布を用いることは，何らかの情

報により不確実性を減らしていることになる．）無情報

事前分布として後に用いるベイズ推定とも関係する．

2.2 直交する統計量の組

上記の条件の下では IEI分布 p(T )の不確実性を表す
量である differential entropyは以下の様に書ける，

h = −
∫ ∞

0

p(T ) log p(T )dT (2)

= − log λ−
∫ ∞

0

g(Λ) log g(Λ)dΛ. (3)

この式より，確率分布の規格化条件
∫

p(T )dt = 1，発生
率の条件 E[Λ] = 1の下で，hを最大化させる IEI分布
は，指数分布 g(Λ) = exp(−Λ)であり，対応する確率過
程はポアソン過程であることがわかる．

さて，では発生率λに加えて，ある統計量の値E[A(Λ)] =
ηが得られたものとする．すると，それらの束縛条件の

下でエントロピー最大となる分布は，ラグランジュの未

定乗数法から導き出せて以下の様に書ける [10]，

g(Λ) = exp [−{1 + a + bΛ + cA(Λ)}] . (4)

ここで，λと ηが情報幾何的に直交，つまり Fisher情
報行列が対角化されているという条件を課す，

E

[
∂2

∂λ∂η
log p(T )

]
= 0. (5)

すると，以下の関係式が出てくる，

1
λ

∂b

∂η
+

∂c

∂η
E[TA′(λT )] = 0. (6)

また，確率分布においては一般に次の等式が成り立つ，

E

[
∂

∂λ
log p(T )

]
=

∂

∂λ

∫ ∞

0

dTp(T ) = 0. (7)

この等式を ηで微分することで以下の関係式が出てくる，

1
λ

∂b

∂η
+

∂c

∂η
E[TA′(λT )] + c

∂

∂η
E[TA′(λT )] = 0. (8)

式 (6),(8)により，

∂

∂η
E[TA′(λT )] = 0. (9)

つまり，条件を満たす統計量 A(λT )は

A(λT ) ∝ log λT, (10)
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図 2: (a) 不規則性を表すシェイプパラメータを κ = 0.5, 1.0, 5.0と変えたときのガンマ分布．(b) それら三種類の
イベント間間隔分布から生成したイベント時系列の例をラスター図で表したもの．

に限られることが導き出せた．この統計量は

E[log λT ] =
E[(T − T̄ )2]

2T̄ 2
− E[(T − T̄ )3]

3T̄ 3
+ · · · , (11)

と書き換えるとわかるように，バラつき具合を発生率で

規格化したような，IEI分布の不規則性を表す統計量で
あることが見て取れる．

これらの統計量の組,1/E[T ]とE[log λT ],のもとでエ
ントロピー最大となる分布はガンマ分布である，

p(T |λ, κ) =
λκκκ

Γ(κ)
Tκ−1 exp (−λκT ) . (12)

ここで，簡単のため η = − log κ + ψ(κ)と書き直した．
図 2にガンマ分布と，それにより生成したイベント時系
列の例を示す．

以上により，発生率（平均値）と情報幾何的に直交で

ある統計量は不規則性（対数平均値）のみであること，

それら二つのパラメータのみで表される（エントロピー

最大である）分布はガンマ分布であることが示された．

3 時間変化する統計量の推定
本章では発生率と不規則性の時間変動を捉えるための

ベイズ推定法 [5]について紹介し，シミュレーションに
よりその推定精度を確かめる．

3.1 ベイズ推定

本研究では発生率と不規則性の時間変動を捉えるため

に，イベント時系列は時間変動する 2つのパラメータ，
発生率 {λ(t)}と不規則性 {κ(t)}(図 3(a))，を持つ確率
過程により生じる (図 3(b))と仮定し，それをベイズ法
により推定する (図 3(c))という方法を取る．
生成の確率モデルとしては，発生率と不規則性が与

えられた元での無情報事前分布であるガンマ分布, 式
(12),を用いる．ただし今回，それらのパラメータ {λ(t)},

{κ(t)}は変動するので，イベント時系列 {ti}n
i=1の発生

確率は以下のように与えられるものとする，

p({ti}n
i=1 | {λ(t)}, {κ(t)}) =

n−1∏

i=1

p(Ti |λ(ti), κ(ti)). (13)

λ(t)

λ(t)

κ(t)

κ(t)

time

(a)

(c)

(b)

図 3: (a)発火率 {λ(t)}と不規則性 {κ(t)}をパラメータ
として持つガンマ過程により (b)イベント時系列を生成
した．(c)それをベイズ法により推定した．破線は推定
値の 95％信頼領域を表す．

推定にはベイズ法を用いる．条件付確率 Eq.(13)を逆
転させ，イベント時系列 {ti}n

i=1 が与えられたときの，
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パラメータ {λ(t)},{κ(t)}の確率を求める，

p({λ(t)}, {κ(t)} | {ti}n
i=1)

=
p({ti}n

i=1 | {λ(t)}, {κ(t)}) p({λ(t)}) p({κ(t)})
p({ti}n

i=1)
. (14)

事前分布は Gaussian process prior を導入し，λ(t) と
κ(t)の大きな変動に対してペナルティを課し，オーバー
フィッティングを防ぐ，

p({λ(t)}; γλ) =
1

Z(γλ)
exp

[
− 1

2γ2
λ

∫ T

0

(
dλ(t)

dt

)2

dt

]
, (15)

p({κ(t)}; γκ) =
1

Z(γκ)
exp

[
− 1

2γ2
κ

∫ T

0

(
dκ(t)

dt

)2

dt

]
, (16)

ここで，γλとγκはそれぞれ変動の程度を表すハイパーパ

ラメータである．これらの値は周辺尤度p({ti}n
i=1; γλ, γκ)

最大化により適切な値を求める [11]．周辺尤度最大化の
ための数値計算には EM法を用いる [12]．
ハイパーパラメータ決定後，事後分布,式 (14),を最大

化する λ(t)と κ(t)を推定値 (MAP推定値)とする．具
体的な数値計算の方法に関しては [5]を参照してもらい
たい．

3.2 シミュレーション

推定の際には以上の様に，イベント時系列はガンマ分

布から生成されたものである，と仮定する．これは 2章
で述べたように，ガンマ分布が発生率と不規則性のみを

与えられたときの無情報事前分布だからである [9]．し
かし，実際のイベント時系列はガンマ分布とは異なる

分布によって生じることがほとんどであるだろう．その

ため，イベントがもし異なる分布により発生した場合で

あっても，ガンマ分布を仮定した推定でロバストに発生

率と不規則性を推定できるかどうかを確かめる必要があ

る．（もちろんイベントを生成する確率過程の関数形が

わかっていれば，その関数形を生成モデルとして仮定し

てベイズ推定を行うのが一番よい．しかし現実的には真

の関数形は分からないことがほとんどであり，そのとき

は無情報事前分布を用いるのが妥当となる．）

そこで，対数正規分布や逆ガウス分布といった，ガン

マ分布とは異なる分布においても，以下で定義する発生

率 λと不規則性 κで分布をパラメトライズし，

λ = 1/E[T ], (17)

log κ− ψ(κ) = log E[T ]− E[log T ]. (18)

それらを以下のように時間変動させ，

λ(t) = 1 + 0.5 sin(t/τ1), (19)

κ(t) = 1 + 0.5 sin(t/τ2 + π/2), (20)

イベント時系列を発生させたときに，今回の推定法でど

の程度の誤差で推定ができるのかを調べた．

図 4にその結果を示す．横軸は変動時間 τ1 or τ2 の

逆数を表し（それぞれもう一つの τ2 or τ1 は 100に固
定してある），縦軸は積分二乗誤差 (Integrated squared
error; ISE)を表す．図 4から分かるようにある程度推
定がうまくいくことが確かめられた．

ISEλ(a)

1/τ1

(b) ISEκ

10.10.010.001

1/τ2

0.001

0.01

0.1

1

log-normal

gamma

inverse-Gauss

log-normal

gamma

inverse-Gauss

10.10.010.001

0.001

0.01

0.1

1

図 4: “○”，“△”，“□”はイベント時系列を生成したモ
デルがそれぞれ，ガンマ分布，対数正規分布，逆ガウス

分布であることを表している．(a)発生率の推定値の積
分二乗誤差 1/T

∫ T

0
(λ̂(t)− λ(t))2dt．(b)不規則性の推

定値の積分二乗誤差 1/T
∫ T

0
(κ̂(t)− κ(t))2dt．

4 おわりに
イベント時系列を表す統計量として，まず一番に思い

浮かぶのは発生率である．本研究では，その発火率に続

く二番目の統計量として，互いが情報幾何的に直交する

という良い条件を満たす統計量は不規則性であり，それ

に対応する確率分布はガンマ分布であることを導き出

した．

さらに，それら発火率と不規則性の時間変化をイベン

ト時系列のデータのみから推定する方法を紹介し，シ
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ミュレーションによりその推定精度を確かめた．
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生物学情報への機械学習解析の応用（Toxicogenomics への展開） 
Application of machine learning to Biological data (Toxicogenomics) 
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Abstract: Microarray technology has been widely utilized in the biological fields. To 
analyze the data derived from microarrays, bioinformatics technology is necessary 
because the amount of data is huge and biologically complicated. Toxicogenomics is 
an area of study where clarification and prediction of the mechanisms of toxicity are 
found by applying microarray technology. Here we applied Support Vector Machine 
(SVM) to predict a toxicity of the liver, the proliferation of bile ducts, using 
toxicogenomics database constructed by the Toxicogenomics Project in Japan (TGP). 
Keywords: Microarray, Bioinformatics, Toxicogenomics, Support Vector Machine 

 
1   緒言 
マイクロアレイ技術の発展により、網羅的な遺伝子発

現データを比較的容易に取得することが可能となり、生

物学の多くの分野で活用されている。 マイクロアレイデ

ータ解析では、1サンプルにつき数万の遺伝子発現値が

得られる。これらのデータは単に膨大なだけでなく、生

物学的な複雑さを含むため、統計解析やバイオインフォ

マティクス技術の使用が不可欠である。 
トキシコゲノミクスは、マイクロアレイ技術を毒性学

の領域に応用し、薬物を動物や細胞に暴露して網羅的に

遺伝子発現解析を行うことにより、毒性発現メカニズム

の解明や毒性予測を行う学問領域である。従来の毒性評

価法に比べ、創薬研究の初期段階で医薬品候補化合物の

毒性を効率的に評価・予測する手法として期待され、発

がん、肝毒性等のリスク評価への活用が既に試みられて

いる[1-6]。 
毒性予測には、あらかじめ毒性の発現が確認されてい

る（毒性有り）化合物と毒性の発現が認められていない

（毒性無し）化合物の情報を与えて予測モデルを作成す

る教師付き機械学習の手法が有用である。この予測モデ

ルの構築には多数のデータがリファレンスとして必要と

なるため、毒性予測モデルの構築を目的としたデータベ

ースが構築されている[7-8]。日本においては、独立行政

法人医薬基盤研究所、国立医薬品食品衛生研究所および

製薬企業の共同研究である「トキシコゲノミクスプロジ

ェクト」において、150を超える化合物を用いた暴露実

験が行われ、マイクロアレイのプラットフォームのひと

つであるAffymetrix 社のGeneChipにより取得された遺伝

子発現データおよび付帯する毒性関連情報が格納された

データベースが構築された(TGP2; 
http://wwwtgp.nibio.go.jp/index.html)。 

GeneChip 解析を実施するうえでの必要な前処理として、

遺伝子発現値の数値化手法と、解析に有用な遺伝子の絞

り込み手法の二つの検討を行う必要がある。 
数値化手法に関しては、Affymetrix社 が提唱している

MAS5[9]をはじめとして、いくつかの数学的処理が知ら

れているが、処理法によって算出法が変わるため、解析

結果に与える影響が異なることが報告されている[10]。 
遺伝子の絞込み手法に関しては、学習データに基づい

て機械的に絞り込む方法に加え、生物学情報などにより

事前に絞り込む方法などがある。GeneChipにはプローブ

設計の問題上、実際のターゲットとなる遺伝子発現を捕

らえられていないデータも存在するため、これらを事前

に取り除き、毒性予測に有用な遺伝子を絞り込むことが

重要となる。 
我々は、毒性予測モデルの構築を目的として、前述し

た項目が、機械学習による毒性予測モデルの精度にどの

ような影響を与えるかについて検討を行った。リファレ

ンスデータベースとして「トキシコゲノミクスプロジェ

クト」で構築されたデータベースを用い、機械学習アル

ゴリズムには、近年、未学習データへの汎用性が高いこ

とで注目されている SVM(Support Vector Machine)を用いた。

また毒性予測は、肝臓における胆管増生を対象として実

施した。  

情報論的学習理論テクニカルレポート 2009 
Technical Report on Information-Based Induction 
Sciences 2009 (IBIS2009) 
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2   データおよび解析手法 
2.1. リファレンスデータベース 
リファレンスデータベースとして独立行政法人医薬基

盤研究所、国立医薬品食品衛生研究所および製薬企業の

共同研究である「トキシコゲノミクスプロジェクト」に

おいて構築されたデータベースを使用した (TGP2; 
http://wwwtgp.nibio.go.jp/index.html)。データはAffymetrix 社の

GeneChip Rat Genome 230 2.0 Array (14,562遺伝子、31,099
プローブ)により測定されたものを使用した(Affymetrix 社; 
http://www.affymetrix.com/index.affx)。 

2.2. 学習用データ 
本研究では、評価する毒性として、肝臓における胆管

増生（病理所見名「Proliferation, Bile duct」）をターゲット

とした。毒性有り化合物は、「Proliferation, Bile duct」の病

理所見がいずれかの条件において確認された化合物を選

択した。毒性無し化合物は「Proliferation, Bile duct」以外の

所見の確認された化合物の一部を選択した。この選択指

標に基づいて、リファレンスデータベースから毒性有り

化合物 6 化合物および毒性無し化合物 10 化合物を選択

した (Table 1)。これら計 16化合物を高用量で 28日間反復

投与し、投与後 29 日に取得したデータ(n=3)および、各

化合物の溶媒のみを投与したコントロールデータ(n=3)を
学習用データセット(計 96サンプル)として用いた。  

 
2.3. 評価用データ 
リファレンスデータベースに含まれている、薬物投与

を行った全実験データを評価用データセットに用いた。 

2.4. データ処理および解析手法 
GeneChipデータは MAS5[9]および GCRMA[11]を用いて

数値化し、底を 2 として対数化を行った。溶媒のみを投

与したコントロールデータとの Ratio データを生成する

ため、各化合物に対し溶媒 のみを投与したコントロール

実験データ（n=3）の平均値を計算し、投与実験データ

との差を取った(数式 1)。 

Control

n

j
jControl

itreated n

Exp
Exp

control

∑
=− 1

,2

,2

)(log
)(log   (1) 

予測モデルの構築には SVM(Support vector machine)を用

い、カーネル関数はLinear kernelを用いた。変数の機械的

な絞込みには SVM-RFE(Recursive feature elimination)[12]を用

い、weightパラメータの小さい変数 5%を繰り返しごとに

消去、評価関数の値が下がったところで繰り返しを止め

た。データセットは同一化合物の反復実験を含むため、

クロスバリデーションは化合物単位の LOOCV(Leave one 
out cross validation)を実行した (Fig.1)。評価関数には

MCC(Matthews Correlation Coefficient)を用いた(数式 2) [13]。
また Sensitivity, Specificityは下記に示す数式 3、4を用いて

算出した。 

( ) ( ) ( ) ( )FNTNFPTNFNTPFPTP
FNFPTNTPMCC

+⋅+⋅+⋅+
⋅−⋅

=  (2) 

 
 

FNTP
TPySensitivit
+

=  (3) 

FPTN
TNySpecificit
+

=  (4) 

すべての解析はR version 2.8.1を用いて行った。また解

析パッケージとして e1071, MASS および Bioconductor の
affy, gcrma を 利 用 し た (CRAN; http://cran.r-project.org/), 
(Bioconductor; http://www.bioconductor.org/)。  

 

Compound Toxicity Vehicle Dose [mg/kg]
acetamidofluorene Positive 0.5% MC 300
allyl alcohol Positive corn oil 30
lomustine Positive 0.5% MC 6
methapyrilene Positive 0.5% MC 100
naphthyl isothiocyanate Positive corn oil 15
thioacetamide Positive 0.5% MC 45
amiodarone Negative 0.5% MC 200
amitriptyline Negative 0.5% MC 150
clofibrate Negative corn oil 300
flutamide Negative corn oil 150
furosemide Negative 0.5% MC 300
hydroxyzine Negative 0.5% MC 100
imipramine Negative 0.5% MC 100
metformin Negative 0.5% MC 1000
omeprazole Negative 0.5% MC 1000
ticlopidine Negative 0.5% MC 300

Table 1 List of Training data

veTruePositiTP :
iveFalsePositFP :

tiveFalseNegaiFN :
veTrueNegatiTN :

Data Normalization (MAS5, GCRMA)

Logarithmic processing

Data splitting

Training Sample Test Sample

Feature Selection using SVM-RFE
with Compound-based LOOCV

Model Construction Prediction using constructed Model

Convert to Ratio Control

n

j
jControl

itreated n

Exp
Exp

control

∑
=− 1

,2

,2

)(log
)(log

Parameter tuning
with Compound-based LOOCV

Compound-based LOOCV

Fig. 1 Analysis Flow
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3   結果 
3.1. データ前処理検討 
 GeneChip の数値化手法による影響を調べるため、

MAS5[9]および GCRMA[11]により数値化を行い、両

者の精度の比較を以下の要領で行った。まず、リフ

ァレンスデータベースに含まれる 2 種類の異なる実

験プロトコルを用いて Duplicate で取得したラット初

代培養肝細胞の遺伝子発現データを MAS5, GCRMA
で数値化し散布図を作成することで、数値の再現性

への影響を確認した。また、学習用データを用いて

実際に予測モデルを構築し、精度の評価を行った。 
数値の再現性への影響を比較した結果では、プロ

トコル間およびプロトコル内のいずれにおいても

MAS5 と比較して GCRMA のほうが実験間の再現性

が高い傾向が確認された(Fig. 2)。 

 
また毒性予測モデルの精度を比較した結果では、

GCRMA により構築されたモデルにおいて Sensitivity, 
Specificity がそれぞれ 66.67%、100.00%と、MAS5 の

16.67%、100.00%と比べてより高い予測精度が得られ

た (Fig. 3)。 

 
 次に GeneChip のプローブの絞り込み手法による

影響を調べるため、Affymetrix 社の提供するプロー

ブに関する情報と Ensembl を用いた独自の評価法を

用いてプローブを分類し比較を行った。Affymetrix
社ではプローブのターゲットへのマッチングにより

Annotation Grade を 5 段階に分類している(Affymetrix
社; http://www.affymetrix.com/index.affx)。本研究で使用した

Rat Genome 230 2.0 Array について調べたところ、タ

ーゲットへのマッチングが確認されている Grade A
のプローブは 16,327 あり、その他の 14,772 プローブ

は部分的にマッチングしているものや EST クラスタ

ーにのみマッチングしているプローブであった。次

に、我々は GeneChip のオリゴプローブ配列を

Ensembl Transcript (Release54) 配列上へマッピングし

た(Ensembl; http://www.ensembl.org/index.html)。その

結果、ターゲットにマップされたプローブが 8,259、
クロスハイブリダイズしていたプローブが 3120、タ

ーゲット以外にマップされたプローブが 1,907、逆向

きにマップされたプローブが 1,172、全くマップされ

なかったプローブが 16,579 確認された(Table 2)。
Annotation Grade で Grade A とされているプローブの

うち、単一のターゲットにマップされたプローブは

46.6%(7,609)で、その他 53.4%(8,718)はクロスハイブ

リダイゼーションや逆向きに設計、遺伝子以外の配

列を認識しているプローブを含む可能性が示唆され

た(Table 2)。一方 Ensembl 上で単一ターゲットにマ

ップされたプローブのうち 92.1%は Grade A のプロ

ーブで、その他はわずか 7.9%であった。 

 
これらの結果に基づき、あらかじめ解析に用いる

プローブセットの設定を変えて(GradeA, Mapped (単
一ターゲット)およびそれらの組み合わせ)、毒性予

測モデルの構築を行い、精度の比較を行った(数値化

処理はすべて GCRMA で実行)。構築されたモデルの

予測精度は Mappedおよび Grade A Mappedで最も高く、

いずれも Sensitivity 83.33%, Specificity 100.00%と高い値

を示した(Fig. 4)。 

 

MAS5 GCRMA

Protocol  A

Protocol  A

Protocol  B

Protocol  B

Protocol  A

Protocol  A

Protocol  B

Protocol  B

Fig. 2 Scattered plot of Log2ratio
遺伝子発現プロファイルはラット初代培養肝細胞から取得。
それぞれisoniazidで処理を行った。24時間後の初代培養肝細
胞から、2種類の実験プロトコル(A,B)によりデータを取得。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MAS5 GCRMA

Sensitivity

Specificity

Fig. 3 Accuracy of  MAS5 and GCRMA based models 
MAS5およびGCRMAにより数値化されたデータから
構築したモデルの精度。

Table 2 Probe annotation and mapping results
Ensembl Mapping // Annotation Grade GradeA Grade B,C,E,R Total
Mapped (single target) 7,609 650 8,259
Mapped (multiple targets) 52 10 62
Mapped (cross hybridization)* 2,861 259 3,120
Mapped (target not covered)*+ 1,534 373 1,907
Mapped Reverse 163 1,009 1,172
Unmapped 4,108 12,471 16,579
Total 16,327 14,772 31,099
*include mapped on Unknown
+include partially coverd(mutiple targets)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

All GradeA Mapped GradeA 
Mapped

Sensitivity

Specificity

Fig. 4 Accuracy of  different Probe set based models 
プローブセットを変更して構築したモデルの精度。Mappedは
Ensembl上の単一ターゲットにマップされた8,259プローブ、
Grade A Mapped はMappedのうち Grade Aであった7,609プロー
ブを利用した。
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3.2. 毒性予測 
データ前処理検討の結果、最も予測精度の高かっ

た GCRMA で数値化を行い、Mapped プローブを用

いて構築されたモデルを利用して、評価用データの毒

性予測を行った。その結果、全 151 化合物中、15 化合物

について、少なくともいずれかの条件で毒性有りと予測

された(Table 3)。 

 
評価用データで「Proliferation, Bile duct」の病理所見が確

認された 8化合物中、学習データに用いた 6化合物では

allyl alcohol を除き、いずれも学習に用いた条件以外のサ

ンプルでも毒性有りと予測され、学習データに用いてい

ない nitrosodiethylamine, phalloidin も毒性有りと予測された。

また、thioacetamideについては所見が確認される以前のサ

ンプルでも毒性有りと予測された。一方、所見が確認

されていない 143 化合物では，7 化合物を除いて大

半がいずれの条件でも毒性無しと予測された。 
 

4   考察 
 本研究ではまず GeneChip データの数値化手法に

よる毒性予測モデルの精度への影響を検討した。そ

の結果、MAS5 と比較して GCRMA を用いたときに

高い精度の予測モデルが構築できた。GCRMA によ

る数値化では、MAS5 と比較して、低発現でのばら

つきが抑えられることが確認されていることから

(Data not shown)、コントロールとの Ratio データに

変換すると、発現の小さなプローブのばらつきの影

響が少なく MAS5 と比較して Fig. 2 のように実験間

での再現性が高くなり、その結果、毒性予測精度に

差が出たと考えられる。またトキシコゲノミクスに

よる毒性予測では、化合物により溶媒（化合物を溶

解する溶液）が異なるなど(Table 1)、データ採取の

条件を統一することが難しく、Ratio のようなコント

ロールとの比較値を用いることが重要となるため、

数値化手法として MAS5 よりも GCRMA を用いるこ

とが適切と考えられた。 
 次に、プローブをあらかじめ選別することによる

毒性予測モデルの精度への影響を検討した結果、全

プローブを用いるよりも、Ensembl 上で単一ターゲ

ットにマッピングされたプローブを用いたときに高

い精度の予測モデルが構築できた。一方、Affymetrix
社のAnnotation Grade で Grade A とされているプロー

ブを用いたときは、全プローブを用いたときと予測

精度に差がなかった。Table 2 で示したように、

Grade A のプローブであっても、クロスハイブリダ

イゼーションや逆向き、遺伝子以外の配列にマップ

されたプローブを含んでおり、毒性予測に関連のな

いノイズを含んでいた可能性が考えられた。 
 最後に、構築したモデルを用いて評価用データの

毒性予測を行った結果、所見が確認された化合物に

ついては allyl alcohol を除いて、学習用に用いた条件

以外でも毒性有りと予測された。Allyl alcohol につい

ては、学習用に用いた条件(29 日、 高用量)では所見

が確認されていなかったため、正しく学習できなか

った可能性が考えられた。実験条件ごとに見ると、

29 日、高用量のデータを用いてモデルを構築したに

もかかわらず、それよりも早いタイムポイントや、

低用量の条件でも毒性有りと予測されたものも多く

見られた。また、thioacetamide については所見が現れる

以前のサンプルでも毒性有りと予測されるなど、病理所

見が確認されるより早い段階で毒性を予測できる可能性

が示唆された。一方で、所見が確認されていない化

合物で毒性有りと予測されているサンプルや、所見

が確認されている条件で毒性無しと予測されている

サンプルもあった。前者については、「Proliferation, 
Bile duct」の病理所見に先立つ遺伝子発現の変動を捕

らえている可能性もあるが、前述したような学習デ

ータの特性により、正しく学習できていない可能性

もある。したがって、構築された予測モデルの生物

学的意義については精査していく必要があると考え

られた。 
 本研究では、生物学情報への機械学習解析の応用

として、トキシコゲノミクスデータの解析検討を行

った。肝臓における胆管増生を毒性のターゲットと

して SVM により予測モデルを構築した結果、精度

の高い予測モデルの構築に成功した(Sensitivity 83.3%, 
Specificity 100%)。本研究の結果から、トキシコゲノ

ミクスデータに機械学習を応用することで化合物の

毒性を予測できる可能性が示唆された。また複数の

データ処理の方法を比較し、適当な手法の選択およ

び生物学的背景を考慮した検討を行うことによって、

精度の高い予測モデルが構築できた。このことから、

最適な手法を選択・使用することが精度の向上に重

要な因子であることが確認された。手法の最適化を

行うことで、より高精度な予測モデルが構築できる

と思われることから、今後も検討を進めていく。 
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Abstract: This paper proposes the ellipsoidal SVM (e-SVM) that uses an ellipsoid center,

in the version space, to approximate the Bayes point. Since SVM approximates it by

a sphere center, e-SVM provides an extension to SVM for better approximation of the

Bayes point. Although the idea has been mentioned before [11], no work has been done

for formulating and kernelizing the method. Starting from the maximum volume ellipsoid

problem, we successfully formulate and kernelize it by employing relaxations. The resulting

e-SVM optimization framework has much similarity to SVM; it is naturally extendable to

other loss functions and other problems. A variant of the sequential minimal optimization

is provided for efficient implementation. The empirical results are shown to be consistent

with the Bayes point machines, in terms of classification performance, and difference from

other related methods is highlighted by using high dimensional datasets.

Keywords: Bayes point machines, Support vector machines

1 Introduction

The most common interpretation of the support vec-

tor machines (SVMs) [19, 12] is that it separates posi-

tive and negative examples by maximizing the margin

that is the distance between supporting hyperplanes

of both examples. Another interpretation comes from

a concept called the version space. The version space

is a space of consistent hypotheses, or models with no

error. SVM maximizes the inscribing hypersphere to

find the center that is the SVM weight vector w. Given

the version space, the “sphere center” completely char-

acterizes the SVM model. The Bayes point is a point

through which all hyperplanes bisect the version space

by half, and is shown to have better generalization abil-

ity theoretically and empirically[6, 11].

Attempts to approximately find the Bayes point have

been done since the early studies of the version space

and the Bayes point. SVM can be considered as an

example. The Bayes point machines (BPM) [6] uses

a kernel billiard algorithm to find the center of mass

∗NEC 共通基盤ソフトウェア研究所, 211-8653 川崎市中原区下沼
部 1753, tel. 044-431-7656, e-mail m-momma@cd.jp.nec.com,

NEC Common Platform Software Research Laboratories, 1753

Shimonumabe, Nakahara-Ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8666

in the version space. The analytic center machines

(ACM) [18] approximate the Bayes point by analytic

points of linear constraints.

The idea of using an ellipsoid rather than a sphere

has been mentioned in [11], although it was neither for-

mulated nor implemented because of its projected high

computational cost O(n3.5). Then a billiard algorithm

including BPM has been developed to alleviate the

computational challenge. However, as we have seen in

the history of SVM, seemingly expensive problem can

be made efficient by exploiting special structures in the

problem. Sequential minimal optimization (SMO) or

decomposition methods are notable examples of such

algorithms[9, 3]. Furthermore, recent development of

large scale linear SVMs [13, 8] impressively improves

the scalability of the quadratic optimization into prac-

tially linear order. Learning from the experience, we

are encouraged to develop and study the method of el-

lipsoidal approximation to BPM, which we refer to as

the ellipsoidal SVM (e-SVM).

e-SVM is formulated just like SVMs. Advantages in

formulating in such a way include possible adaptation

of theoretical characterization, optimization methods

developed for SVM. Furthermore, extensions to chang-
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ing loss function or application to other kind of prob-

lems should be possible. These advantages would not

be obtained if we stick to BPM that has to rely on

sampling techniques that scale poorly on a large scale

dataset; In BPM, even the soft boundary formulation

is nontrivial and the kernel regularization is used after

all.

The e-SVM formulation is based on the maximum

volume inscribed ellipsoid (MVIE) problem. The origi-

nal MVIE problem consists of second order cone (SOC)

constraints and a semidefinite constraint. Although

the problem is convex and an interior point type method

can be applied for polynomial time convergence, the

“natural” kernelization, i.e, the inner-product based

mapping, is left as a challenge. For example, the sec-

ond order cone program in [16] resorts to the direct

kernel method where the original data matrix is re-

placed by the kernel matrix. e-SVM uses relaxation of

SOC constraints to make the dual kernelizable. This

technique has not been used before to the best of our

knowledge.

As with the MVIE problem, e-SVM has the log-

determinant term in the objective. Similar problems

can be seen in [14, 5, 4, 16]. e-SVM problem may be in-

terpreted as a combination of the regular SVM and the

minimum volume covering ellipsoid (MVCE) problem.

Thus, when optimized separately, e-SVM becomes very

similar to ellipsoidal kernel machine (EKM) [14]. If ap-

plied to one class problem, e-SVM would become simi-

lar to [5]. In other words, e-SVM can subsume other re-

lated methods and possesses bigger optimization prob-

lem. By changing the loss function to a strict convex

Bregman function, the Bregman’s method would be

applicable to solving e-SVM [4].

One direct interpretation of e-SVM is that it learns

the Mahalanobis metric in margin. That is, e-SVM

maximizes margin by adjusting the metric. In terms of

adjusting margin, the relative margin machines (RMM)

[15] address impact of data scaling on the performance

in SVM. Since SVMs do not take into consideration

of spread of data, a bad scaling can hurt the perfor-

mance. Although e-SVM has more degree of freedom

to adjust the margin, these two methods learn quite

different models as we will see in Section 4.

As the first step to solving the challenging e-SVM

problem efficiently, we adopt the sequential minimal

optimization (SMO). The modified SMO algorithm in-

deed shares many convenient features with that for

SVM, such as the closed-form solution for the min-

imal problem, Karush-Kuhn-Tucker (KKT) condition

violation check, etc. Although there should exist faster

algorithm to solve depending on the type of problems,

we decide to start from the simpler SMO algorithm

and study how e-SVM compares against BPM, SVM

and other related methods.

Section 2 formulates the e-SVM optimization prob-

lem. Section 3 describes the SMO algorithm adapted

for the e-SVM problem. Section 4 compares related

methods by a simple example. Section 5 gives experi-

mental results. Section 6 concludes the paper.

Notation: Throughout the paper, we assume that

m data points xi in n-dimensional space and the cor-

responding (target) label yi ∈ {−1, 1} are given. The

bold small letters represent vectors and the capital let-

ters represent matrices. The vector/matrix transpose

is T . The kernel matrix is given by K with Kij as its

element. trA denotes the trace of a matrix A. “s.t.”

in optimization problems means “subject to”. I is an

index set of m data points: I ∈ {1, . . . , m}. ‖A‖2 de-

notes the matrix 2-norm and ‖x‖2 the L2-norm of a

vector x.

2 Ellipsoidal support vector ma-

chine formulations

In this section, the e-SVM optimization problem is

formulated starting from that of SVM in the version

space, since it is a simpler counterpart of e-SVM.

The version space is a space of error zero models. For

linear models, it is the error-zero subspace of weight

vectors w. The data points are considered as hyper-

planes and the classification constraints are the feasible

region that is a polyhedron. The problem of finding a

maximum hypersphere inside the polyhedron can be

formulated as follows:

max
ρ,w,b

ρ s.t.
yi

(
xT

i w + b
)

‖xi‖2
≥ ρ, ‖w‖2 ≤ 1, i ∈ I

which corresponds to maximization of the minimum

distance between the center and the hyperplanes, in

the absence of the bias b. By allowing errors in the

above problem, we can get a soft-margin version of the
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above problem.

min
ρ,w,b,ζ

−mρ + 1/ν

m∑

i=1

ζi

s.t. yi

(
xT

i w + b
)

+ t2i ζi ≥ t2i ρ, ‖w‖2 ≤ 1, i ∈ I (1)

where ti is defined to be ‖xi‖2 and ν > 0 is a given

constant. Note in the special case with ti = 1, Problem

1 becomes identical to the ν-SVM formulation.

To better approximate the “center of models”, an

ellipsoid, instead of a hypersphere, will be used to in-

scribe the polyhedron. The MVIE problem is a well-

known log-determinant optimization problem, see e.g.

[2]. A representation of an ellipsoid centered at w is

given by E = {Eu + w | ‖u‖2 ≤ 1, E � 0}. Thus the

constraints for SVM (1) are modified as follows:

yi

(
xT

i (Eu + w) + b
)
+ t2i ζi ≥ t2i ρ, ∀u, ‖u‖2 ≤ 1 (2)

Since Equation 2 holds for any u, it suffices to use the

lower bound of lhs in order to remove u:

yi

(
xT

i (Eu + w) + b
)

+ t2i ζi

≥ yi

(
xT

i w + b
)
− ‖Exi‖2 + t2i ζi ≥ t2i ρ (3)

where − yiExi

‖Exi‖2

= arg minu, ‖u‖=1(yix
T
i Eu) is used.

Furthermore, in order to obtain the largest ellipsoid

inscribing a polyhedron, the volume of the ellipsoid

should be maximized, which corresponds to maximiz-

ing the determinant of E (|E|), as the volume of an

ellipsoid is proportional to the determinant. In an op-

timization problem, log det is easier to handle and thus

adopted here as well. The resulting optimization prob-

lem is given as follows:

min
E,ρ,ζ,w,b

−λ (r log |E| + (1 − r)trE) − mρ +
1

ν

∑
ζi

s.t. yi

(
xT

i w + b
)
− ‖Exi‖2 ≥ t2i ρ − t2i ζi

‖w‖2 ≤ 1, ζi ≥ 0, i ∈ I, E � 0, (4)

where λ > 0 is a trade-off parameter and r is a constant

whose value takes 0 < r ≤ 1. The additional term trE

is introduced to gain numerical stability as suggested

in [5].

Note the role of ρ and |E| as maximizing margin

is similar and redundant; the determinant maximiza-

tion term can subsume the linear maximization of ρ
1. Hence, ρ is dropped from the problem hereafter,

1Our preliminary study confirmed that ρ becomes zero in

most cases

allowing us to remove λ:

min
E,ζ,w,b

−r log |E| + (1 − r)trE +
1

ν

∑
ζi

s.t. yi

(
xT

i w + b
)

+ t2i ζi ≥ ‖Exi‖2

‖w‖2 ≤ 1, ζi ≥ 0, i ∈ I, E � 0. (5)

This MVIE problem can be solved by using existing

techniques, including interior point methods or cut-

ting plane based approaches. Here we relax the SOC

constraint in Problem 5 in order to ease the high com-

putational complexity. This change, as we shall see,

plays a significant role in making the kernelized for-

mulation possible. As the first step, assume the ma-

trix E is written as E = E0 + B, where E0 is the

current solution and B is a deviation from it. By

the Taylor expansion, the SOC constraint is written

as ‖Exi‖2 = κi + 1
κi

xT
i E0Bxi + O(‖B‖2

2) where κi is

given by κi = ‖E0xi‖2. Using the convexity of SOC,

we get the following inequality.

‖Exi‖2 ≥ κi + (1/κi)x
T
i E0Bxi. (6)

Now the SOC constraints are replaced by linear con-

straints that are much easier to handle. In the special

case with E0 = cI, c → +0, the problem becomes

simple and may be used as the initial problem.

min
B,ξ,w,b

−r log |B| + (1 − r)trB +
∑

i

Ciξi

s.t. yi

(
xT

i w + b
)

+ ξi ≥ xT
i Bxi

‖w‖2 ≤ 1, ξ ≥ 0, i ∈ I, B � 0 (7)

where we define ξi = κ2
i ζi and Ci = 1

t2i ν
. This for-

mulates the ellipsoidal support vector machines primal

problem. Note the Taylor approximation gets less ac-

curate when ‖B‖2 becomes larger, which is the cost for

making the formulation feasible for kernelization done

in Section 2.2.

Problem 7 has some interesting similarity with other

methods. By putting B = Σ−1, it can be seen as a

variant of MVCE problem in which the radius in the

original problem is modified to a prediction dependent

constraint. Hence it can be viewed as a supervised ver-

sion of [14, 5]; unlike EKM, e-SVM solves the classifi-

cation problem at the same time. Shivaswamy et al.’s

formulation for handling missing and uncertain data

[16] looks similar to Problem 4, where the metric in

margin is given by the uncertainty in the data point.
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In e-SVM, margin is given by the B-norm, which is

optimized simultaneously.

2.1 Dual formulation

It can be readily shown that Problem 7 is a convex

optimization problem with no duality gap. Hence the

complementarity can be used to solve the primal and

the dual problems, just like SVMs. The Lagrangian is

given as follows:

L = −r log |B| + (1 − r) trB +
∑

i

Ciξi

−
∑

i

αi

(
yi

(
xT

i w + b
)
− xT

i Bxi − ξi

)

+γ
(
‖w‖2

2 − 1
)
− πT ξ − tr(BD),

where α, γ, π and D are the Lagrange multipliers

for the classification constraints, norm constraint on

w, nonnegativity on ξ and positive semidefiniteness

on B, respectively. The optimality condition gives the

following relations2:

B−1 =
1

r

(
(1 − r)I +

∑

i

αixix
T
i

)
, D = 0

w =
1

2γ

∑

i

αiyixi,
∑

i

yiαi = 0, Ci − αi − πi = 0.

Thus using the above equations the dual problem is

written as follows:

max
α,γ

r log
∣∣B−1

∣∣− 1

4γ

∑

i,j

αiαjyiyjx
T
i xj − γ

s.t. B−1 =
1

r

(
(1 − r)I +

∑

i

αixix
T
i

)

∑

i

yiαi = 0, 0 ≤ αi ≤ Ci, γ > 0 (8)

A pleasant surprise is that B−1 is always positive

definite since αi ≥ 0, which is a great advantage,

allowing us to remove the constraint B−1 � 0 in (8).

2.2 Kernel formulation

In this subsection, we show how Problem 8 is ker-

nelized. For notational convenience, we use the matrix

notation as well as the vector notation wherever ap-

propriate. Note Problem 8 is very similar to the SVM

problems, with the only difference being the additional

2The log |B| term forces B to be full-rank. Thus D = 0 holds

by complementarity.

r log
∣∣B−1

∣∣ in the objective. By the matrix determi-

nant lemma, the following equality can be shown to

hold;
∣∣B−1

∣∣ =
∣∣∣I + A

1/2
XX

T
A

1/2

(1−r)

∣∣∣
∣∣ 1−r

r I
∣∣ , where X is

the data matrix X = [x1 . . .xm]T and A is a diagonal

matrix whose elements are give by Ai,i = αi. Note

that the last factor is a constant so it can be ignored.

By employing the kernel defined feature mapping

x 7→ φ(x), or XXT 7→ K, we have

∣∣∣I + 1
(1−r)A

1/2XXT A1/2
∣∣∣ 7→

∣∣∣∣I +
1

(1 − r)
A1/2KA1/2

∣∣∣∣

=

∣∣∣∣I +
1

(1 − r)
A1/2ZZT A1/2

∣∣∣∣

=

∣∣∣∣I +
1

(1 − r)
ZT AZ

∣∣∣∣

where K is decomposed as K = ZZT From the 2nd

line to the 3rd line the Sylvester’s determinant theo-

rem, a generalization of the Matrix determinant lemma,

is used. Note also the dimensionality of I changes

before and after the theorem is applied. In general,

Z can be any matrix such that K = ZZT including

Z = K1/2 so that a rank reduction method or sparsi-

fication method such as the incomplete Cholesky fac-

torization may be used. After removing the constant

terms, the kernel e-SVM optimization problem is given

by

max r log

∣∣∣∣∣I +
1

(1 − r)

∑

i

αizizi
T

∣∣∣∣∣

−
1

4γ

∑

i,j

yiyjαiαjKij − γ

s.t.
∑

i

yiαi = 0, 0 ≤ αi ≤ Ci, γ ≥ 0, (9)

with zi being the transpose of the i-th row of the

matrix Z: Z = [z1 . . . zm]T .

3 Sequential minimal optimiza-

tion

Although Problem 9 can be solved by an optimiza-

tion package, a customized solver should be developed

to take advantage of its similarity to the familiar SVM

formulation; ideally an SVM solver can be modified to

handle e-SVM. For this purpose, we develop a variant

of SMO for e-SVM.

The differences from the standard implementation

of SMO include ‖w‖2 being normalized to one, step
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size optimization formula, and KKT conditions. The

weight normalization concerns optimization with re-

spect to γ and can be done via the iterative projection.

Step size optimization and active set selection using the

KKT condition are done very similar to those for SVM.

This section focuses on describing essential differences

as a guide to implementation.

3.1 Optimality conditions

SMO chooses an active set, a pair of data points,

to optimize at any iteration. The selection of a pair

critically affects the convergence speed. We adopt the

selection heuristic described in [9]: choose ones that

violate the KKT condition most. This subsection de-

rives the KKT condition and thus gives the criterion

for choosing the active set.

First, consider the dual of (9). The Lagrangian is

given by

L = −r log

∣∣∣∣∣
1 − r

r
I +

1

r

∑

i

αizizi
T

∣∣∣∣∣

+
1

4γ

∑

ij

yiyjαiαjKij + γ − η
∑

i

yiαi

−
∑

i

δiαi +
∑

µi (αi − Ci) .

Solving the optimality conditions, we have

(Fi − γ) yi − δi + µi − zi
T B̃zi = 0 (10)

γ =

√∑

ij

yiyjαiαjKij/2. (11)

with Fi = 1
2γ

∑
Kijyjαj and B̃ =

(
1−r

r I +
∑

i αizizi
T
)−1

.

Hence, by the complementarity, we have the following

KKT conditions:

• For αi = 0, δi > 0, µi = 0 ⇒ (Hi − β) yi ≥ 0

• For 0 < αi < Ci, δi, µi = 0,⇒ (Hi − β) yi = 0

• For αi = Ci, δi = 0, µi > 0 ⇒ (Hi − β) yi ≤ 0

with Hi = Fi − yizi
T B̃zi. Note the first term Fi cor-

responds to that in [9] and the second term is newly

introduced for the e-SVM problem. This means that

replacing Fi by Hi suffices to establish a version of the

SMO algorithm for e-SVM and can be easily integrated

into an existing SVM solver.

3.2 Step size computation

As explained, the KKT condition for e-SVM is easily

adopted to the existing SMO algorithm. Another im-

portant piece in SMO algorithm is to find the optimal

step size. The incremental step for αi can be expressed

as

αnew = αold + s (ei − yiyjej) , (13)

which satisfies the constraint
∑

i yiα
new
i = 0 given αold

is a feasible solution. ei is a vector of zeros except for

the i-th element being unity. Consider the following

objective function, U(s), after removing any constant

terms with respect to s:

U(s) = r log det B̃
−1

−
∑

i,j

1

4γ
αnew

i αnew
j yiyjKij − γ. (14)

The first term is modified using the update formula:

∣∣∣B̃
−1
∣∣∣ =

∣∣∣B̃
old−1 +

s

r

(
zizi

T − yiyjzjzj
T
)∣∣∣

=

∣∣∣∣∣I +
s

r

[
zi

T

−yizj
T

]
B̃

old
[zi yjzj ]

∣∣∣∣∣
∣∣∣B̃

old−1
∣∣∣

=

∣∣∣∣∣
1 + s

r ωii
s
ryjωij

− s
r yiωij 1 − s

r yiyjωjj

∣∣∣∣∣× const (15)

where ωij is defined to be ωij = zi
T B̃

old
zi and the

matrix determinant lemma is used for deriving the 2nd

line. The resulting matrix is merely a 2 × 2 matrix

determinant and easily expandable.

Likewise, we can rewrite the second term in (14) as

follows:

∑

i,j

αnew
i αnew

j yiyjKij =
∑

i,j

αold
i αold

j yiyjKij

−4βsyi (Fi − Fj)

−s2 (Kii − 2Kij + Kjj) .

Hence by putting all the pieces together, we have the

following optimality condition on s.

∂U(s)

∂s
= r

∂ log det B̃
−1

∂s
−

∂

∂s



 1

4γ

∑

ij

αiαjyiyjKij



 = 0

⇒ ra1 − a3 + (2ra2 − a1a3 − a4)s

−(a2a3 + a1a4)s
2 − a2a4s

3 = 0

with a1 = r(ωii−yiyjωjj), a2 = yiyj(ω
2
ij−ωiiωjj), a3 =

yi (Gi − Gj), a4 =
Kii+Kii−2Kij

2γ . This is merely a cubic

equation and can be solved analytically.

3.3 Computing B̃

At each iteration, access to B̃ is needed to calculate

ω’s. Specifically, the diagonal elements ωii are required
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for the KKT violaiton check and ωij as well as ωii and

ωjj for the step size computation concerning an update

of αi and αj . Since we solve the dual α, as well as γ

in SMO, B̃
−1

is easily obtained, but getting B̃, in a

naive way, would require an inverse matrix operation

that is never done in practice.

A way to efficiently compute B̃ is to employ the

rank-one update of matrix inversion and factorize the

matrix in the following way: B̃ = B0 +
∑

i σiviv
T
i .

By using the Woodbury formula, B̃ is updated at each

SMO step involving update of αi and αj : B̃
new

=

B̃
old

+ σiviv
T
i + σjvjv

T
j , where vi = B̃

old
zi, ωii =

zi
T vi, σi = − s

r+sωii
. vj =

(
B̃

old
+ σiviv

T
i

)
zj , σj =

syiyj

r−syiyjzj
T vj

. Note this decomposition formula on B̃

enables us to do an incremental update of ω:

ωnew
kl = ωold

kl + σizi
T zkzi

T zl + σjzj
T zkzj

T zl

where ωold
kl = zk

T B̃
old

zl. This update formula is par-

ticularly useful when exploiting efficiency; it is evident

that computing ωkl with B̃ close to full-rank or dense is

overkill as SMO requires many updates. ωij ’s that are

cached will be updated via the vector-vector multipli-

cations. For ωij ’s that are not in the cache may require

the full matrix-vector multiplication, if B̃ is computed

and kept in memory. Otherwise, the conjugate gradi-

ent would need to be employed to calculate ωij from

B̃
−1

, see [7], for example. A recommendation is that

the diagonal elememts ωii are kept in memory as all

of them are used in any case for the KKT condition

violation check.

4 Related methods

Recently, several methods are proposed for improv-

ing generalization ability of SVMs. Ellipsoidal kernel

machines (EKM) are ellipsoidal gap-tolerant classifiers

that have lower bound of the VC dimension than that

of SVMs. The EKM algorithm first finds the minimum

volume ellipsoid enclosing data points. Then the nor-

mal SVM is applied to the transformed space where

data points are placed in a hypersphere.

Relative margin machines (RMM) addresses the is-

sue of scale invariance in SVMs. Being motivated by

a simple example where enlarging one feature dimen-

sion can drastically change the solution of an SVM,

RMM regularizes the amplitude of prediction value, or

projection of data point onto the weight vector w so

as to reduce the effect of influence from badly scaled

features.

5 Experimental study

5.1 Comparison against BPM

It is important to examine the quality of e-SVM solu-

tions to understand how the approximation and relax-

ation used in e-SVM affect the performance. In this

paper, we directly compare the classification perfor-

mance using the standard real dataset as a delegate to

an assessment from an optimization perspective, which

is left for a longer version of the paper. Also, BPM and

e-SVM are compared against SVM to understand how

much performance lift can be realized.

In this regard, a wide range of datasets in the UCI

machine learning repository [1] are used. Both SVM

and e-SVM are implemented in pure MATLAB, using

the SMO. Note ν-SVM formulation is adopted in this

study, since e-SVM is based on ν-SVM. BPM’s imple-

mentation follow [6] and is implemented in C with an

R interface. For the experimental setting, 100 random-

izations are done and the average error rates in percent

is reported in Table 1 and 2. In order to evaluate sig-

nificance of statistics, the paired t-tests are conducted

for comparing BPM with SVM, and e-SVM with SVM.

SVM. Bold numbers denote the test results being sig-

nificant.

Both hard and soft margin/boundary cases are ex-

amined. The training and testing splits are identical

to [10] except for sonar, iono, wisconsin-breastcancer

(WISC-BC). The splits for sonar are set identical to

[6] and those for iono are created randomly in advance

and identical splits are applied for all methods. For e-

SVM and SVM, the tolerance of KKT violation is set

to 10−3. For BPM the tolerance parameter for con-

vergence check is set to 10−3. Model parameters are

selected following [10]: using five-fold cross validation

on the first five set and take the median of the best

parameters. The best model parameters are fixed to

conduct the 100 repetitions. Parameters including C

and r for e-SVM, ν for SVM and λ in BPM are selected

by the cross validation, in which 10-20 parameter val-

ues are used to cover a wide range of the search space.

For hard margin e-SVM, r is set to 1 − 10−6. The ra-

dial basis function kernel is used for this experiment.
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Table 1: Error rates for hard boundary/margin classi-

fiers

Data set SVM BPM e-SVM
thyroid 4.96 (.24) 4.24 (.22) 4.42 (.25)
heart 25.86 (.40) 22.58 (.33) 20.87 (.32)
diabetes 33.87 (.21) 31.06 (.22) 29.68 (.24)
wave 13.19 (.12) 12.02 (.08) 11.59 (.07)
banana 16.24 (.14) 13.70 (.10) 12.76 (.08)
wisc-bc 4.22 (.13) 2.56 (.10) 3.28 (.12)
bupa 37.04 (.39) 34.5 (.38) 32.71 (.35)
german 30.07 (.22) 27.16 (.24) 26.34 (.27)
brest 35.17 (.51) 33.04 (.48) 31.96 (.51)
sonar 14.90 (.38) 16.26 (.36) 16.87 (.38)
iono 7.94 (.25) 11.45 (.25) 5.92 (.21)

The kernel width parameters are set to identical to

those reported in [6], except for iono, for the rest of

the datasets, those reported for SVMs in [10] are used.

The overall performance for BPM and e-SVM is very

similar. This suggests that the approximations made

to formulate e-SVM do not affect the classification per-

formance for the datasets examined. In comparison

with SVM, the hard boundary/margin classifiers sig-

nificantly outperform those of SVM. For soft bound-

ary/margin cases, however, the advantage is reduced.

Although performance of BPM and e-SVM is slightly

better than that of SVM, the difference is small, which

is a consistent observation with [6].

Scalability

The computational cost is illustrated to see how e-

SVM scales in comparison with BPM, using the adult

dataset [1]. The entire dataset is split into training,

testing and validation. Model selection is done using

the validation set of size 1000 and fixed for the rest

of the experiments. The size of the training set is in-

creased from 100 up to 4000. Test performance is ob-

served to check if the there is no significant difference

between the methods. Obviously, e-SVM runs much

faster than BPM as the data size grows. Using the

log-log fit, e-SVM scales as m2.1 whereas BPM takes

as much as m2.7. Note SVM takes only 30 secs for the

problem of size 4,000 (not shown); although e-SVM sig-

nificantly beats BPM, there is much room to improve

the efficiency when compared with SVM.

5.2 High dimensional datasets

The datasets used in Subsection 5.1 are in relatively

low dimensions. With the ability to adjust the margin

metric, it is more interesting to see the performance

Table 2: Error rates for soft boundary/margin classi-

fiers

Data set SVM BPM e-SVM
thyroid 5.05 (.22) 4.32 (.20) 4.44 (.22)
heart 15.58 (.30) 16.19 (.29) 16.17 (.32)
diabetes 23.36 (.17) 23.12 (.18) 23.79 (.19)
wave 9.88 (.04) 11.82 (.05) 10.03 (.04)
banana 10.90 (.07) 10.40 (.04) 10.59 (.05)
wisc-bc 2.70 (.10) 2.32 (.10) 2.77 (.09)
bupa 28.80 (.30) 28.37 (.30) 28.38 (.32)
german 23.61 (.20) 23.27 (.22) 23.21 (.22)
breast 29.01 (.43) 26.21 (.46) 26.08 (.48)
sonar 14.93 (.38) 16.49 (.36) 16.12 (.36)
iono 5.94 (.18) 10.16 (.23) 5.16 (.18)
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Figure 1: Scalability for BPM and e-SVM
with a high dimensional dataset. We compare the e-

SVM with other methods mentioned in Section 4. The

20-newsgroup (20NG) and mnist [1] are used for this

purpose. EKM is implemented in MATLAB Optimiza-

tion Toolbox. RMM is implemented in SDPT3 [17].

For 20NG, the number of words is limited to the top

5,000 frequent words and each data point is normal-

ized to length one after the tf-idf weighting. There

are 11,250 data points in the training and 7,486 in the

testing set. mnist contains 60,000 observations in the

training and 10,000 in the testing set in 784 dimen-

sions.

The one-versus-one strategy is applied to solving the

multiclass problem. We set the number of training

data points to 50, 100 and 200 for each pair of classes

in training (100, 200 & 400 in training samples for both

classes). The rest of the training data is reserved as

the validation set that is used for model selection. The

linear kernel is used for all the methods. The results

are shown in Table 3. For 20NG, e-SVM outperforms

other methods. Interestingly, both EKM and RMM

show slightly worse performance than SVM. This in-

dicates the transformation in EKM and regularization

for scaling resistance in RMM seem to have adversary

effect. In turn, for mnist, RMM outperforms other
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Table 3: Error rates for SVM, EKM, RMM and e-SVM

SVM EKM RMM e-SVM
ng100 35.0 36.4 37.7 34.0
ng200 30.2 32.8 31.2 29.1
ng400 27.0 31.5 27.8 26.4
mnist100 10.8 13.0 10.5 10.7
mnist200 9.31 10.9 8.92 9.40
mnist400 8.11 9.44 8.10 8.28

methods, which confirms RMM works well when scale

invariance is desired.

6 Conclusion

In this paper, the ellipsoidal support vector machine

was proposed. The formulation is based on that of the

familiar SVM and the sequential minimal optimization

was successfully adapted to solve the e-SVM optimiza-

tion problem. The framework is flexible for possible

modification of loss functions or application to other

problems. Also, by the minimum volume ellipsoid in-

terpretation, it can be used to learn the metric guided

through the maximum margin framework. None of

these advantages is available in BPM and thus novel in

e-SVM. Furthermore, e-SVM showed comparable per-

formance with BPM, indicating the approximations in

e-SVM do not affect the performance over wide variety

of datasets.

The SMO algorithm was shown to provide accept-

able scalability and was much more efficient than BPM.

e-SVM thus can be applicable to real world applica-

tions up to several thousands of data points. Future

work includes developing a more efficient algorithm

that handles caching better and an algorithm for out-

of-memory computation.
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1 まえがき
確率的画像処理 (Probabilistic Image Processing)は
ベイズ統計 (Bayesian Statistics)にもとづいて確率モデ
ル化が行われ, データの不確定性を確率モデルという形
で系統的に取り扱うことのできる理論的枠組みとして知

られている. 従来, 画像処理に対する確率モデルは大規
模なものとなり, 計算困難の問題がつきまとうことから,
現実の応用という点では, それほど注目されてきたわけ
ではなかった. 最近, 確率伝搬法 (Belief Propagation:
BP)とよばれる近似計算技法が提案されることで, 計算
困難を回避することが比較的容易となり, 急速にその応
用への道が拡がりつつある [1, 2, 3].
このような中で, 確率的画像処理の性能を統計的に評
価する方法に対する要請が高まりつつある. 統計的性能
評価は確率的に定式化されたシステムの性能を多くのサ

ンプルに対する数値実験を通して得られた結果に対する

標本平均を通して評価するのではなく, 解析的にその性
能を計算してしまうものである. 確率的画像処理に対す
る統計的性能評価は事前確率分布をガウシアングラフィ

∗東北大学大学院情報科学研究科, 980-8579 仙台市青葉区荒巻字
青葉 6-3-09, tel. 022-795-5885, e-mail {xkataoka,muneki,kazu}
@smapip.is.tohoku.ac.jp,
Graduate School of Information Sciences, Tohoku University,6-
3-09,Aramaki-Aza-Aoba, Aobaku , Sendai 980-8579

カルモデルなどの可解モデルに仮定した場合に対しては

いくつかの研究成果がすでに報告されている [4, 5]. し
かし, 一般の確率モデル, 特に離散確率場に対してはま
だ具体的な方法は提案されていない.
誤り訂正符号における低密度パリティ検査符号 (Low

Density Parity Check: LDPC) 符号, 移動体通信にお
ける符号分割多重接続 (Code Division Multiple Access:
CDMA)復調方式に対しての統計的性能評価法はレプリ
カ法 (Replica Method)とよばれる統計力学の方法をも
とにして提案されている [6, 7, 8]. しかしレプリカ法が
適用できるのは完全グラフ, 疎結合ランダムグラフなど
のある特殊な構造をもつグラフ上の確率モデルに限定

される. 確率的画像処理に対しては原画像の事前確率分
布を完全グラフ上で定義した場合についてはレプリカ法

による統計的性能評価についての研究が報告されている

[6, 9, 10, 11]. しかし, 実際の画像処理の応用において
取り扱かわれるグラフは正方格子となる場合が多く, レ
プリカ法の適用範囲からは外れてしまう.
本研究では確率伝搬法をもちいた確率的画像処理に対

する統計的性能評価法を提案する. 第 2節では本論文で
取り扱う確率的画像処理の定式化をベイズ統計の枠組み

にもとづいて与える. 第 3節では確率的画像処理におけ
る確率伝搬法の定式化とそれを拡張した統計的性能評価
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法の提案を行う. 第 4節では第 3節で提案した評価法に
ついてのいくつかの数値実験の結果を与える. 第 5節は
まとめである.

2 確率的画像処理
本節では, 確率的画像処理のベイズの公式にもとづく
定式化を与え, 定式化した確率モデルによる画像修復の
統計的性能を測るための枠組みを与える. 取り扱う原画
像は白黒の 2値画像に, ノイズは加法的白色ガウスノイ
ズに限定して説明する.

2.1 画像のモデル化

原画像を白黒の 2値画像とし, 各画素は正方格子上に
配列しているとする. 各画素にラベル iを割り当てるこ

ととし, すべての画素の集合を V = {1, 2, · · ·, |V |}とあ
らわすこととする. また,すべての最近接画素対 {i, j}の
集合をEとあらわす. 画素 iの階調値に対する確率変数

を fiとし, i番目の画素が白の状態をとるとき fi = +1,
黒の状態をとるとき fi = −1とあらわすことにする. 原
画像の確率場は f⃗ = (f1, f2, · · ·, f) により表現される.
原画像に対する事前確率分布は次のように仮定する.

P
(
f⃗ | J

)
=

1
Zf

exp

−J

2

∑
{i,j}∈E

(fi − fj)2

 (1)

ここで J は正値のみをとるハイパパラメータであり, Zf

は規格化定数である.
劣化画像は原画像において各画素 iごとに独立にガウ

スノイズが fi に加えられることで生成されたものであ

るとし, 劣化画像の各画素 iの階調値を giとあらわすこ

とにする. すると原画像 f⃗ が与えられたときの劣化画像

g⃗ = (g1, g2, · · ·, g|V |)Tが生成される条件付き確率分布は

P
(
g⃗ | f⃗ , σ

)
=

(
1√

2πσ2

)|V |

exp

{
− 1

2σ2

∑
i∈V

(gi − fi)2
}

(2)

とあらわされる. ここで σ2 は加法的白色ガウスノイズ

の分散である.
式 (1)および式 (2)をベイズの公式に代入することで
劣化画像 g⃗ が与えられたときの原画像 f⃗ に対する事後

確率分布を導出することができる. このとき原画像と区
別するために原画像の推定画像を h⃗ = (h1, h2, · · ·, h|V |)
であらわし, 推定者にとって未知となるパラメータ J と

σ−2をそれぞれ αと βであらわし, 劣化画像 g⃗から推定

画像 h⃗を推定するためにもちいる事後確率分布は

P
(
h⃗ | g⃗, α, β

)
=

1
Zh

exp

α
∑

{i,j}∈E

hihj + β
∑
i∈V

gihi


(3)

と導かれる.Zhは事後確率分布 P
(
h⃗ | g⃗, α, β

)
の規格化

定数である.

2.2 最大周辺事後確率推定

本論文では式 (3)の条件付確率分布からの推定には各
画素 iごとに周辺事後確率分布を最大化する階調値をそ

の画素の推定値 hiとする最大事後確率推定 (Maximum
Posterior Marginal: MPM)推定を採用する. 画素 iの

原画像の推定値 hi に対する周辺事後確率分布は

Pi (hi | g⃗, α, β) =
∑
h⃗\hi

P
(
h⃗ | g⃗, α, β

)
(4)

である. 本論文では 2値画像を扱っているため, この周
辺事後確率分布を最大化する階調値 h∗

i は hi の期待値

⟨hi | g⃗, α, β⟩ をもちいて

h∗
i = arg max

hi

Pi (hi | g⃗, α, β) = sgn
(
⟨hi | g⃗, α, β⟩

)
(5)

により与えられ，劣化画像 g⃗からの原画像の推定画像は

h∗
i を成分とする h⃗∗ で与えられる．

2.3 最大周辺事後確率推定の統計的評価

MPM推定による画像の修復度をはかる尺度として,
本論文では原画像 f⃗ と推定画像 h⃗∗の間の規格化された

ハミング距離を採用する.これは

Dh(f⃗ , h⃗∗) ≡ 1
|V |

∑
i∈V

(
1 − δfi,h∗

i

)
=

1
2
− 1

2|V |
∑
i∈V

fi sgn(⟨hi |⃗g, α, β⟩) (6)

によりあらわされる.
MPM推定における原画像と推定画像の間の修復度の

統計的性能は以下のようにDh(f⃗ , h⃗∗)の統計平均により
定義される. まずDh(f⃗ , h⃗∗)を原画像 f⃗ と劣化画像 g⃗に

関して平均した量

[Dh]f,g ≡
∑

f⃗

∫
dg⃗ Dh(f⃗ , h⃗∗)P

(
g⃗ | f⃗ , σ

)
P

(
f⃗ | J

)
=

1
2
− 1

2|V |
∑
i∈V

∑
f⃗

∫
dg⃗ fi sgn(⟨hi |⃗g, α, β⟩)

× P
(
g⃗ | f⃗ , σ

)
P

(
f⃗ | J

)
(7)
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は事前分布 (1)に従い生成されるような全ての画像に関
する修復度の期待値をあらわしており, 本論文であつか
う確率的画像修復モデルの性能評価となる. 式 (7)にお
いて原画像はその分布を除いて特定されていないことに

注意. 他方, Dh(f⃗ , h⃗∗)を劣化画像 g⃗に関して平均した量

[Dh]g

≡
∫

dg⃗ Dh(f⃗ , h⃗∗)P
(
g⃗ | f⃗ , σ

)
=

1
2
− 1

2|V |
∑
i∈V

∫
dg⃗ fi sgn(⟨hi |⃗g, α, β⟩)P

(
g⃗ | f⃗ , σ

)
(8)

はある特定の（分布をもたない）画像 f⃗ に対する画像修

復に関して期待される性能をあらわしている.
式 (8)の [Dh]gは式 (7)の [Dh]fgにおいて画像の事前

分布 P
(
f⃗ | J

)
をある特定の画像 f⃗ に関するデルタ関数

とすることにより得られることに注意.

3 確率伝搬法と統計的性能評価
本節では, 式 (7)および式 (8)により定義された原画
像と推定画像の間の修復度の統計的評価を近似的に計算

する方法を確率伝搬法をもとに与える. ここで述べる方
法は, 統計力学において確率伝搬法に対応する方法をス
ピングラスモデルに適用した研究 [12]を確率的画像処
理に拡張することで与えられる.1

3.1 確率伝搬法

確率伝搬法とは与えられた確率分布の周辺確率分布を

計算する近似アルゴリズムである. 式 (3)の確率分布に
対する周辺確率分布 (4)の確率伝搬法における近似表式
はメッセージとよばれる量

{
λij , λji

∣∣{i, j}∈E
}
をもち

いて次のようにあらわされる.

Pi (hi | g⃗, α, β) ≃ 1
Zi

exp


βgi +

∑
j∈∂i

λij

 hi

 (9)

ここで Ziは規格化定数であり, ∂i =
{
j
∣∣{i, j}∈E

}
は画

素 iのすべての隣接画素からなる集合である. メッセー
ジ

{
λij , λji

∣∣{i, j}∈E
}
は以下の固定点方程式の解とし

て与えられる.

λij = tanh−1

tanh(α) tanh

βgj +
∑

k∈∂j\{i}

λjk

 (10)

1確率伝搬法は統計力学においてベーテ近似 (Bethe Approxima-
tion) とよばれているものと等価である．

式 (6)の確率伝搬法による近似表式は式 (9)により

Dh(f⃗ , h⃗∗)

≃ 1
2
− 1

2|V |
∑
i∈V

fi sgn

βgi +
∑
j∈∂i

λij

 (11)

とあらわされる. すなわち固定点方程式 (10)の解を式
(11)に代入することにより, 原画像 f⃗ と観測された劣化

画像 g⃗から確率伝搬法により得られた推定画像 h⃗∗ の間

のハミング距離が計算されることとなる.

3.2 メッセージの分布関数による最大周辺事
後確率推定の統計的評価

ここでは式 (7)および式 (8)により定義された原画像
と推定画像の間のハミング距離の統計的評価の確率伝搬

法による近似表式を与える. 原画像やノイズによりこの
確率モデルはランダムネスをもつ. したがってそれらの
ランダムネスによる分布を考慮した確率伝搬法を考える

のが自然である. そのためには確率伝搬法におけるメッ
セージ λij の分布関数 P 1

ij(λij)というものが導入され,
その分布関数をもちいて上記のハミング距離の統計的評

価があらわされる形となる.
まず原画像が未知の場合, 原画像が未知であるがそれ

を生成した事前確率分布 (1)のハイパパラメータ J と

原画像が与えられた時の劣化画像を生成する事後確率分

布 (2)のハイパパラメータ σ, 未知パラメータ α, βを既

知とすると確率伝搬法におけるメッセージ λij の分布関

数 P 1
ij(λij)は式 (10)より次の積分方程式の解として与

えられる.

P 1
ij(λij) =

∫
dgj Pj(gj)

∏
k∈∂j\{i}

dλjkP 1
jk(λjk)

× δ

[
λij − tanh−1

{
tanh(α) tanh

βgj +
∑

k∈∂j\{i}

λjk

}]
(12)

ここで δ[· · · ]は Diracのデルタ関数であり, Pi(gi)は次
の式で定義される.

Pi(gi) ≡
∫ ∏

j∈V \{i}

dgj

∑
f⃗

P
(
g⃗ | f⃗ , σ

)
P

(
f⃗ | J

)
(13)

ただし Pi(gi)を厳密に求めることはやはり難しいので,
Pi(gi)も確率伝搬法をもちいて計算する必要があるが,
ここではメッセージの分布を考慮する必要がないので通

常の確率伝搬法の範囲内で計算可能である.
積分方程式 (12)の解として得られるメッセージに対

する分布関数をもちいて式 (7)の [Dh]f,g は近似的に次
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のようにあらわされる.

[Dh]f,g ≃ 1
2
− 1

2|V |
∑
i∈V

∑
fi

∫
dgiPi(gi)

∏
j∈∂i

dλij

× P 1
ij(λij)fi sgn

βgi +
∑
j∈∂i

λij

 (14)

原画像 f⃗ が特定されている場合のメッセージの分布関

数 P 2
ij(λij)は次の積分方程式の解として与えられる.

P 2
ij(λij) =

∫
dgj

∏
k∈∂j\{i}

dλjk P 2
jk(λjk)

× 1√
2πσ2

exp
{
− (gj − fj)2

2σ2

}

× δ

[
λij − tanh−1

{
tanh(α) tanh

βgj +
∑

k∈∂j\{i}

λjk

}]
(15)

この積分方程式の解として得られるメッセージに対する

分布関数をもちいて式 (8)の [Dh]g は次のようにあらわ
される.

[Dh]g ≃ 1
2
− 1

2|V |
∑
i∈V

1√
2πσ2

∫
dgi

∏
j∈∂i

dλijP
2
ij(λij)

× fi sgn

βgi +
∑
j∈∂i

λij

 exp
{

(gi − fi)2

2σ2

}
(16)

4 数値実験
本節では第 3 節で与えられた確率伝搬法をもちいた

Dhの統計的性能評価の近似式 (14), (16)に α, βの値を

具体的に与えて数値実験を行う. ここで劣化画像を生成
する条件付確率分布 (2)のハイパパラメータ σの値を 1
とした.なお式 (12)，(15)の積分方程式はモンテカルロ
積分を用いて評価した．

4.1 原画像が未知の場合

原画像が特定されていないが, 原画像の事前確率分布
(1)の J の値が与えられ, その事前確率分布に従って生
成されるすべての原画像に対する統計的性能 [Dh]f,g に

ついての数値実験を与える.統計的性能 [Dh]f,g は前節

の積分方程式 (12)を数値的に解き, 得られたメッセージ
の分布関数 P 1

ij(λij)を式 (14)に代入することで計算さ
れる. さまざまの α, βの値に対して得られる [Dh]f,g の

値を図 1に与える. ここで原画像に対する事前確率分布
(1)のハイパパラメータ J の値を 0.465としている. ま
た図 2は図 1における β = 1の [Dh]f,g のふるまいを

抜き出したものである. 図 1, 図 2において [Dh]f,g は

(α, β) = (0.465, 1)において最小値 0.0466をとっている.
これは α = J , β = σ−2で最小値となることを意味して

おり, 文献 [6, 9]における 2値画像の確率的画像処理に
おいて不等式により与えられている最適修復条件と一致

する.
図 1の結果は画像の事前確率分布のハイパパラメータ

{J, σ}と一致するモデルのパラメータ {α, β}をもちい
たときが最適であることを示しており, これは一見自明
な結果のように考えられる. しかしながらここでの統計
評価は確率伝搬法による “近似的”評価であるため一般
にはこの最適性は自明ではない (最適点のシフトが起こ
る可能性がある). したがってここでの結果は上記の最
適性に関して本論文で扱う画像処理モデルに対して確率

伝搬法が統計的に良好な結果を与えることがわかる.
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図 1: J = 0.465の事前確率分布 (1)に対して分散σ2 = 1
の加法的白色ガウスノイズのもとでの統計的性能 [Dh]fg

の (α, β)依存性.
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図 2: J = 0.465の事前確率分布 (1)に対して分散σ2 = 1
の加法的白色ガウスノイズのもとで β = 1と固定して
場合の統計的性能 [Dh]fg の α-依存性.
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4.2 原画像が既知の場合

原画像を図 3(画像サイズ 128 × 128)として 1つ具体
的に固定した場合の, 加法的白色ガウスノイズに対する
統計的性能 [Dh]g についての数値実験を与える. 統計的
性能 [Dh]gは前節の積分方程式 (15)を数値的に解き, 得
られたメッセージの分布関数 P 2

ij(λij)を式 (16)に代入
することで計算される. さまざまのα, βの値に対して得

られる [Dh]g の値を図 4に与える. 図 4から β = 1の部
分を抜き出したものを図 5に与える. [Dh]g は α = 0.56
付近で最小値をとり α = 0.56での [Dh]g の値は 0.0311
である. この結果から図 3の画像を修復する際の最適パ
ラメータは (α, β) = (0.56, 1)付近であることがわかる.
第 2節で述べたように [Dh]g は [Dh]f,g において原画

像 f⃗ をある画像に固定することにより得られる. 実際
の画像処理の性能評価を行う場合には原画像 f⃗ は具体

的に与えた上で行われるので, [Dh]f,g よりむしろ [Dh]g
の方が実際には重要となる場合が多いと考えられる. 図
4はハミング距離の意味で統計的に最適な点が存在する
ことを示しており, これは確率的画像処理においてパラ
メータ推定の重要性を主張するための動機となる. 本提
案手法は各画像について最適点が存在するか否かの判定

ツールとしての発展が期待される.

図 3: 第 4.2節の数値実験でもちいる原画像
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図 4: 図 3に対して分散 σ2 = 1の加法的白色ガウスノ
イズのもとでの統計的性能 [Dh]g の (α, β)依存性.
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図 5: 図 3に対して分散 σ2 = 1の加法的白色ガウスノ
イズのもとでの統計的性能 [Dh]g の β = 1の場合の α

依存性.

5 まとめ
本論文では原画像が既知である場合と未知である場合

に対して確率伝搬法のメッセージの分布関数を考えるこ

とで確率的画像処理における統計的性能評価を行った.
その結果, ループのないグラフ構造で定式化された確率
伝搬法による統計評価法をループのある正方格子に適用

した近似的統計評価法においても確率的画像処理の統計

的性能評価が可能であることを示した. 今回は簡単のた
めに 2階調の場合を考えたが, 本論文の評価法は階調値
が多値の場合にも拡張が可能であり, これは今後の課題
である．また期待値最大化 (Expectation Maximization:
EM)アルゴリズムによるハイパパラメータ推定法に対
する統計的評価 [5, 10, 11]への本論文の提案法の拡張も
今後に残された課題である.
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Chow-Liuアルゴリズムの一般化と、木の複雑さを考慮した修正版
について

A generalized version of Chow-Liu algorithm for data-mining.

石田　悠∗

Yuu Ishida

鈴木　譲†

Joe Suzuki

1 まえがき
確率空間 (Ω,F , µ)を決めれば、F上で可測な写像X :

Ω → Rは確率変数とよばれる。しかしながら、工学的
な応用では、X の値域が離散の値をとるとか、その分

布関数 FX が絶対連続 (確率密度関数 fX が存在)といっ

た特殊な場合を扱うことが多いようである。たとえば、

確率変数X,Y の相互情報量は、離散の場合

I(X,Y ) :=
∑

x∈X(Ω)

∑
y∈Y (Ω)

PXY (x, y) log
PXY (x, y)

PX(x)PY (y)

連続の場合

I(X,Y ) :=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
fXY (x, y) log

fXY (x, y)

fX(x)fY (y)
dxdy

と定義される。しかし、一般の確率変数X,Y について

は、ほとんど議論されていないようである。また、分布

間の隔たりを示す Kullback-Leibler情報量に関しても、

連続とか離散とか特殊な場合についてだけ定義されて

いる。

本論文では、データマイニングで計算量の低減を目的

に使われる、Chow-Liuアルゴリズムの一般化、および

木の複雑さを考慮したアルゴリズムの修正版 (正規分布

版)を提示する。N 個の確率変数 X(1), · · · , X(N) の間

のMarkovネットワークを木 (巡回経路をもたないネッ

トワーク)で近似する問題を考える。

巡回経路を生成しない限り相互情報量を最大にする

I(X(i), X(j))を辺として結合していくと、両者の分布の
∗大阪大学大学院理学研究科, 〒 560-0043 大阪府豊中市待兼山町
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間のKullback-Leibler情報量を最小にする木が得られる

(Chow-Liu, 1968)。分布の近似ではなく、学習のようにn

個の例 {(xi,1, · · · , xi,N )}ni=1, xi,j ∈ X(j), j = 1, · · · , N
からはじまっても、相対頻度を用いて empiricalに相互

情報量が定義され、Chow-Liuアルゴリズムが同様に適

用される。

しかし、Chow-Liuのオリジナル論文をはじめ、従来

は N 個の確率変数が有限個の値をとる場合のみを扱っ

ていた。本論文では、確率空間 (Ω,F , µ)における勝手な
N 個の確率変数の場合にどのようになるかを検討する。

その際に、一般的な相互情報量の定義が必要となる。

学習の場合、Kullback-Leibler情報量最小という基準

では、尤度 (適合度)最大という基準で木を選択するこ

とになる。MDL原理を適用して、木の複雑さを考慮し

た場合でも、やはり相互情報量を修正 (2個の確率変数

の取りうる値の数を考慮) することによって最適解が与

えられる (Suzuki, 1993)。しかし、これもやはり、N 個

の確率変数が有限個の値をとることを仮定している。本

論文では、N 個の確率変数が正規分布にしたがう場合

にどのように修正できるかを示す。

2 準備

2.1 無向グラフ

Uを有限集合、EをE := {{X,Y }∥X,Y ∈ U,X ̸= Y }
の部分集合とする。U,E の対 (U,E)を無向グラフと呼

ぶ。無向グラフ G = (U,E)について、U を Gの頂点

集合、その要素をGの頂点と呼ぶ。またEをGの辺集

合、その要素を Gの辺と呼ぶ。

無向グラフ Gに巡回経路が存在しないとき、Gは森

であるという。また Gが森であって連結されていると

き、Gは木であるという。
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2.2 Kullback-Leibler情報量

Bを実数全体RのBorel集合体として、写像X : Ω→
Rが

D ∈ B =⇒ {ω ∈ Ω|X(ω) ∈ D} ∈ F

(F 上可測)を満足するとき、X は確率空間 (Ω,F , µ)の
確率変数という。

2個の F 上の測度について、ν(A) = 0 =⇒ µ(A) = 0

のとき、µは νについて絶対連続であるといい、µ << ν

とかく。そして、任意の A ∈ F について、µ << ν の

とき、

µ(A) =

∫
A

fdν

となる dµ
dν := f が存在する (Radon-Nikodymの定理)。

このとき、

D(µ||ν) :=
∫

log(
dµ

dν
)dµ

を測度 µの測度 νに対するKullback-Leibler(K-L)情報

量とよぶ。

D(µ||ν) ≥ 0

D(µ||ν) = 0⇐⇒ µ = ν

などが容易に導かれる。この性質より K-L情報量が小

さいほど µは ν に近いと考えられる。X が有限の値を

とる (X(Ω) < ∞)とき、P (x) := µX({x}), x ∈ X(Ω),

Q(x) := νX({x}), x ∈ X(Ω)とおくと、Q(x) = 0 =⇒
P (x) = 0であれば、

D(P ||Q) =
∑

x∈X(Ω)

P (x) log
P (x)

Q(x)

それぞれの確率密度関数 f, gが存在する場合、g(x)dx =

0 =⇒ f(x)dx = 0 であれば、

D(f ||g) =
∫ ∞

−∞
f(x) log

f(x)

g(x)
dx

となる。

確率空間 (Ω,F , µ)における 2個の確率変数 X,Y に

ついて、X,Y および X,Y の直積が生成する σ-集合体

FX ,FY ,FXY に対する測度をµX , µY , µXY とかくとき、

積 µXµY も FXY に対する測度になる。

そこで、I(X,Y ) := D(µXY ||µXµY )を X,Y の相互情

報量とよぶ。X,Y が有限の値をとる (X(Ω), Y (Ω) <

∞) とき、PX(x) := µX({x}), x ∈ X(Ω), PY (y) :=

µY ({y}), y ∈ Y (Ω) PXY (x, y) := µXY ({x}, {y}), x ∈
X(Ω), y ∈ Y (Ω) とおくと、

I(X,Y ) =
∑

x∈X(Ω)

∑
y∈Y (Ω)

PXY (x, y) log
PXY (x, y)

PX(x)PY (y)

確率密度関数 fX , fY , fXY が存在する場合、

I(X,Y ) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
fXY (x, y) log

fXY (x, y)

fX(x)fY (y)
dxdy

となる。

2.3 Chow-Liuアルゴリズム

n 個の例から推定される確率変数間の条件付独立性

を表現する無向グラフを、特に木の範囲で推定する (推

定したものを木で近似するとみなしてもよい) ことを

考える。そのために、分布 PX(1),...X(n)(x(1), ..., x(N)),

x(1) ∈ X(1)(Ω),...,x(N) ∈ X(N)(Ω) を

P̂X(1),...,X(N)(x(1), ..., x(N))

:=
∏
j∈N

P
X(aj)|X

(aλ[j]
)(x(aj), x

(aλ[j]
)
)

(Dendoroid分布)で近似する問題を考える。ここで、1 ≤
λ[j] ≤ j − 1,j ̸= 1,λ[1] = 0, PX(j)|X(0)(·|x(0)) = Px(j)(·)
とし、(a1, ..., aN )は (1, ..., N)の順列であるとする。

補題 1 U := {X(i)|i = 1, ..., N},
E ⊆ E := {{X(i), X(j)}|i ̸= j}をそれぞれ頂点集合、辺
集合とする無向グラフ G = (U,E)について、Gが木で

あるならば

E = {{X(aj), X(aλ[j])}|j = 1, ..., N}、
1 ≤ λ[j] ≤ j − 1,j ̸= 1,λ[1] = 0, となる (1, ..., N)の順

列 (a1, ..., aN )が存在する。

命題 1 (Chow-Liu) [1]

D (PX(1),...,X(N) |P̂X(1),...,X(N))

:=
∑

x(1)∈X(1)(Ω),...,x(N)∈X(N)(Ω)

Px(1)...X(N)(x(1), ..., x(N))

· log
Px(1)...X(N)(x(1), ..., x(N))∏

j∈N P
X(aj)|X

(aλ[j]
)(x(aj), x

(aλ[j]
)
)

を最小にする (a1, ..., aN )および λ[k]、2 ≤ k ≤ N は

I(i, j) :=
∑

x(i)∈X(i)(Ω),...,x(j)∈X(j)(Ω)

PX(i)X(j)((x(i), x(j))

· log
PX(i)X(j)(x(i), x(j))

PX(i)PX(j)

として、重み最大極大木アルゴリズムに

U := {X(i)|i = 1, ..., N}, w(X(i), X(j)) := I(Xi, Xj)

を入力として与えることによって得られる。
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証明:

D (PX(1),··· ,X(N) |P̂X(1),...,X(N))

=
∑

x(1)∈X(1)(Ω),...,x(N)∈X(N)(Ω)

PX(1)...X(N)(x(1), ..., x(N))

· log
PX(1)...X(N)(x(1), ..., x(N))∏

j∈N P
X(aj)|X

(aλ[j]
)(x(aj), x

(aλ[j]
)
)

= −
∑

aλ[j]
→aj

I(X(aj), X
(aλ[j]

)
) +H(X(1), · · · , X(N))

−
N∑
i=1

H(X(i))

H(X(1), · · · ,X(N)) :=
∑

X(1),··· ,X(N)

−PX(1),··· ,X(N)(x
(1), · · · , x(N))

· logPX(1),··· ,X(N)(x
(1), · · · , x(N))

H(X(i)) :=
∑
x(i)

−PX(i)(x
(i)) logPX(i)(x

(i))

よりD(P ||P̂ )の最小化は
∑

aλ[j]
→aj

I(X(aλj
), X

(aλ[j]
)
)

の最大化に等しい。

補題 1より、これは辺 {X(aj), X(aλ[j])}に割り当てら
れた重みの合計を最小にする木を見出す問題となる。

n個の例 xn = {x1, x2, ...xn},
xi ∈ X(Ω) =

∏N
j=1 X

(j)(Ω),i = 1, ..., n からその条件付

独立性を表現する無向グラフを木の範囲で推定をするこ

とを考える。そして、命題１の I(i, j)を

In(i, j) :=
∑

x∈X(i),y∈X(j)

ci,j [x, y] log
ci,j [x, y]

ci[x]cj [y]
≥ 0

に置き換えればよい。ただし ci[x],ci,j [x, y]を、それぞれ

x1, ..., xn におけるX(i) = x ∈ X(i)(Ω)の頻度、X(i) =

x ∈ X(i)(Ω)、X(j) = y ∈ X(j)(Ω) の同時頻度とした。

したがってD(PX(1),...,X(n) |P̂X(1),...,X(n))の最小化は

H[π](xn) :=
∑

x(i)∈X(i)(Ω)

c1,...,N (x(1), ..., x(N))

· log
∏ caλ[j]

(x(aλ[j]))

caj ,aλ[j]
(x,(aj) x(aλ[j]))

の最小化に相当する。ただし c1,...,N (x(1), ..., x(N)) を

X(1) = x(1) ∈ X(1)(Ω), ..., X(N) = x(N) ∈ X(N)(Ω)

が同時に成立する頻度であるとした。

アルゴリズム 1 (相対頻度を用いたChow-Liuアルゴリズム)

　

入力 n個の例 xn

出力 H[π](xn)を最小とする木 T

1. E ← {}

2. E ̸= {} であるかぎり以下を繰り返す。

(a) In(i, j)が最大の {X(i), X(j)} ∈ E について、
E ← E − {X(i), X(j)}

(b) (U,E ∪ {X(i), X(j)})が巡回経路を持たない
とき、E ← E ∪ {X(i), X(j)}

(c) T ← (U,E)

例 1 In(i, j)の各値が表１で与えられているとき

1. In(1, 2)が最大なので、最初にX(1), X(2)を結ぶ。

2. それ以外では、In(1, 3)が最大なので、X(1), X(3)

を結ぶ。

3. それ以外では、In(2, 3)が最大だが、X(2), X(3)　

を結ぶと巡回経路が出来るので、X(2), X(3) 　は

結ばない。

4. それ以外では、In(1, 4)が最大なので、X(1), X(4)

　を結ぶ。

5. 候補となる辺はあるが、これ以上辺を結ぶと巡回

経路が出来るのでアルゴリズムを停止する。

表 1: 各 (i,j)に対する相互情報量
i j In(i, j)

1 2 12

1 3 10

2 3 8

1 4 6

2 4 4

3 4 2

����������������

X(2) X(4)

X(1) X(3)

����������������

X(2) X(4)

X(1) X(3)

����������������

X(2) X(4)

X(1) X(3)

����������������

X(2) X(4)

X(1) X(3)

@
@@
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2.4 木の複雑さを考慮した Chow-Liuアル
ゴリズムの一般化

前節では n個の例 xi ∈ X(Ω)、i=1,2,・・・,nから、そ

の条件付独立性を表現する無向グラフを木の範囲で推定

することを考えた。

だが上記のアルゴリズムを用いてサンプルからの学習

を行う場合、真のグラフが連結でない場合でも出力され

る木は連結されたものとなる。つまり、興味のある事象

とは本来無関係の事象までも、一つの木の要素に組み込

んでしまうということが起こりうる。それを解決するた

め、以下では木 πの構造の簡潔さまでを考慮してモデリ

ングを行う方法を考える。具体的にはH[π](xn)の最小

化ではなくパラメータ数K[π]を加えた

L[π](xn) := H[π](xn) +
K[π]

2
log n

と定義した L[π](xn)を最小化する方法を考える。ここ

でH[π](xn)は木 πの例 xnへの適合性、K[π]
2 log nは木

πの複雑さを表している。[3, pp.106-117]

以下

Jn(i, j) := In(i, j)−
(α(i) − 1)(α(j) − 1)

2
log n

とおく。(α(i) := |X(i)(Ω)|)これはエントロピーH[π](xn)

の減少分だけではなく、辺を加えることによる木の複雑

さの増加分を評価している。

補題 2 U := {X(i)|i = 1, ..., N}
E ⊆ ε := {{X(i), X(j)}|i ̸= j}をそれぞれ頂点集合、
辺集合とする無向グラフ G = (U,E)について、Gが森

であるならば、

E = {{X(aj), X(aλ[j])}|j = 1, ..., N}、0 ≤ λ[j] ≤ j− 1、

j = 1, ..., N、λ[1] = 0となる (1, ..., N)の順列 (a1, ..., aN )

が存在する。

木では 1 ≤ λ[j] ≤ j − 1となるが、森では 0 ≤ λ[j] ≤
j − 1となる。

アルゴリズム 2 (パラメータ数を考慮した修正版) 　

(suzuki,1993)[2]

入力: n個の例 xn

出力: L[π](xn)を最小とする森 F

1. E ← {}

2. E ̸= {} であるかぎり以下を繰り返す。

3. (a) Jn(i, j)が最大の {X(i), X(j)} ∈ E について、
E ←ε− {X(i), X(j)}

(b) (U,E∪{X(i), X(j)})が巡回経路を持たず、か
つJn(i, j) ≥ 0のとき、E ← E∪{X(i), X(j)}

(c) F ← (U,E)

例 2 In(i, j)の各値が表１で与えられているものとし、

α(1) = 5,α(2) = 2,α(3) = 3, α(4) = 4であるとする。

1. 最初に　 Jn(1, 2) = 8が最大なので、X(1), X(2)

　を結ぶ。

2. それ以外では、Jn(2, 3) = 6が最大なので、X(2), X(3)

　を結ぶ。

3. それ以外では、Jn(1, 3) = 2が最大だが、X(1), X(3)

　を結ぶと巡回経路が出来るので、　は結ばない。

4. それ以外では、In(2, 4) = 1が最大なので、X(2), X(4)

　を結ぶ。

5. Jn < 0となる辺は連結しない。また連結すること

によって巡回経路が出来る辺は連結しない。

表 2: 例２
i j In(i, j) α(i) α(j) Jn(i, j)

1 2 12 5 2 8

1 3 10 5 3 2

2 3 8 2 3 6

1 4 6 5 4 -6

2 4 4 2 4 1

3 4 2 3 4 -4

　

����������������

X(2) X(4)

X(1) X(3)

����������������

X(2) X(4)

X(1) X(3)

��������

��������

X(2)

X(1)

X(4)

X(3)

�
��

������������

����
X(2) X(4)

X(1) X(3)

�
��

上記のアルゴリズムは n個の例 xn から L[π](xn)を

最小とする森 Fを正しく出力する。
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証明: 実際X(aj) がX
aλ［j］に依存するので、

K［π］=
N∑
j=0

(aj − 1)(aλ［j］
− 1)

とできる。したがって、L[π](xn)の最小化は、

N∑
j=0

−In(aj , aλ［j］
) +

1

2

N∑
j=0

(aj − 1)(aλ［j］
− 1) log n

= −
N∑
j=0

{In(aj , aλ［j］
)− 1

2
(aj − 1)(aλ［j］

− 1) log n}

の最小化と同値である。したがって補題 2より

辺 (X(aj), X
aλ［j］)に割り当てられた重みの合計を最小に

する森を見出す問題となる。実際、Jn(i, j) < 0なる i,j

に関しては、X(i), X(j)が連結されず、(X(i), X(j))を辺

として加えると
∑n

j=1 Jn(aj , aλ［j］
)が増えないので、辺

として加える操作は行わないことによって最大化がはか

れる。

このアルゴリズムによって最終的に森が木になった場合

でも、|X(j)(Ω)| ≥ 2なるX(j)が含まれる場合、In(i, j)

の順序と Jn(i, j) の順序は一致しないため、アルゴリズ

ム 1とアルゴリズム 2では異なる木を出力する場合があ

る。（例 1、例 2）Jn(i, j)は、辺 {X(aj), X(aλ[j])}を結
ぶことによる木表現の例への適合性の増加と、パラメー

タ数の増加を比べる指標となっている。

3 離散分布を仮定しない、Chow-Liu

アルゴリズム

3.1 任意の確率変数の場合への一般化

X(1), · · · , X(N)が一般の確率変数の場合においても、

Chow-LiuアルゴリズムでKullback-Leibler情報量が最

小になる。

• 一般的な相互情報量の定義

µj|i: X
(i)を前提とした、X(j)の生成する事象の条件

付測度

µi,j : X
(i), X(j) の生成する事象の測度

I(X(i), X(j)) :=

∫
dµi,j log

d2µi,j

dµidµj

D(µ||ν) :=
∫

dµ log(
dµ

dν
)

証明: 無向木の１頂点を任意に選び根とする。そして、

そこから遠い頂点に向かって、辺に向きをつける。以下

では頂点 jの親が頂点 iであることを i→ jと書く。（た

だし、iが根の場合 0→ iと書く）

Radon-Nikodymの定理から、

dµ1,··· ,N

d
∏

i→j µj|i
=

dNµ1,··· ,N∏
i→j dµj|i

=
dNµ1,··· ,N∏N

k=1 dµk

·
∏N

k=1 dµk∏
i→j dµj|i

=
dNµ1,··· ,N∏N

k=1 dµk

· [
∏

i→j,i̸=0

d2µi,j

dµidµj
]−1

であるから、Kullback-Leibler情報量は

D(µ1,··· ,N ||
∏
i→j

µj|i) = −
∑

i→j,i ̸=0

I(X(i), X(j))

+

∫
dµ1,··· ,N log{d

Nµ1,··· ,N∏N
k=1 dµk

}

と書けて、I(X(i), X(j)) の大きな順に辺を結ぶことに

よってKullback-Leibler情報量が最小の木を得ることが

出来る。

3.2 確率変数が正規分布にしたがう場合の修
正版

ここまで確率変数が離散型の場合に限って考えていた

が、以下では前述のアルゴリズム１を正規分布に従う確

率変数の条件付独立性の表現に対して実際に適用した場

合を考える。

X(i) ∼ N(0, σ2)の確率密度関数を

fX(i)(x(i)) :=
1√
2πσii

e
− x(i)2

2σii

とおく。またX(i), X(j) の同時確率密度を

fX(i)X(j)(x(i), x(j)) :=
1

2π|Σ|
1
2

e

− 1
2 (x

(i) x(j))Σ−1

x(i)

x(j)



とおく。ここで Σ =

(
σii σij

σji σjj

)
である。このとき相

関関数を ρij =
σij√
σiiσjj

とすると

I(i, j) =

∫ ∫
pX(i)X(j)(x(i), x(j))

· log
pX(i)X(j)(x(i), x(j))

pX(i)(x(i))pX(j)(x(j))
dx(i)dx(j)

= log

√
σiiσjj

|Σ|
1
2

= − log (1− ρij
2)

1
2
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となり I(i, j)の値は相関関数 ρij から求めることができ

る。したがって各 X(i) が正規分布に従うときは、|ρij |
の大きい順に辺を繋いでいきChow-Liuアルゴリズムを

進めることができる。

Jn(i, j) = In(i, j)− 1
2 log n = − log (1− ρij

2)
1
2 − 1

2 log n

とおく

アルゴリズム 3 (正規分布に従うときの修正版) 　

入力: n個の例 xn

出力: L[π](xn)を最小とする森 F

1. E ← {}

2. E ̸= {} であるかぎり以下を繰り返す。

3. (a) Jn(i, j)が最大の {X(i), X(j)} ∈ E について、
E ←ε− {X(i), X(j)}

(b) (U,E∪{X(i), X(j)})が巡回経路を持たず、か
つJn(i, j) ≥ 0のとき、E ← E∪{X(i), X(j)}

(c) F ← (U,E)

以上のように確率変数が正規分布にしたがっている場

合、例に適合する木は相関関数 ρから求められる。

3.3 正規分布で、木の複雑さを考慮したChow-

Liuアルゴリズム

• 正規分布で木の複雑さを考慮するとき

f(x|Σ): µ = 0, 共分散行列 Σ ∈ RN×N の正規分布の確

率密度関数

Σ̂(xn): xn = (x1, · · · , xn)から得られた Σの最尤推

定量

尤度 H := − log f(x|Σ̂(xn))dx

k: Σにおける独立なパラメータ数

と置き、

MDL原理記述長 L := H +
k

2
log n→ 最小

となるように

Jn(i, j) := In(i, j)−
1

2
log n

とすればよい。

X(i), i = 1, ..., N が離散確率変数であったときと異なり

パラメータ数がどの確率変数についても一定であるた

めに、木の複雑さを考慮しても選択の順序（In(i, j)と

Jn(i, j)の大小関係の順序）は変化しない。したがって

最終的に森が木になった場合にアルゴリズム１とアルゴ

リズム２の正規分布に対する修正版は全く同じ木を出力

する。

• Xi の分布が、βi 次元の正規分布に従うとき

共分散行列の次数は
∑N

i=1 βiであり、独立なパラメータ

数
∑

i→j βiβj と書ける。

木の範囲で学習するとき Jn(i, j) := In(i, j)−
βiβj

2
log n

とすればよい。この場合、木の複雑さを考慮しても選択

する順序は異なる。

3.4 正規分布、離散分布が混在している際の
Chow-Liuアルゴリズム

【Conjecture】

X(i) は正規分布に従い、X(j) は離散分布に従う確率変

数とする。

Jn(i, j) := In(i, j)−
(α(j) − 1)

2
log n

と置く。(α(j) := |X(j)(Ω)|) このときアルゴリズム２
は正規分布、離散分布が混在している場合においても

L[π](xn)を最小とする森を出力する。

4 まとめ
確率変数間の条件付独立性を木で表現する手法とし

て、確率変数が有限離散の場合と連続の場合の Chow-

Liuアルゴリズムについて考えてきた。どちらの場合で

あっても与えられた例に適合する木が出力されることが

分かったが、Kullback-Leibler(K-L)情報量D(P ||Q)と

相互情報量 I(i, j)の関係から、考慮する確率変数の集

合が離散、連続の入り混じったものであっても同様のア

ルゴリズムが適用できるであろうことが予想される。正

規分布での例から分かるように結びつける確率変数のパ

ラメータ数が一定である場合は、Chow-Liuアルゴリズ

ムとその修正版とで確率変数を結び付けていく順序に違

いはないが、パラメータ数の異なる確率変数の集合にア

ルゴリズムを適用した場合、結びつける順序によって出

力される木構造の簡潔さに大きな差が生まれるためパラ

メータ数を考慮した修正版のアルゴリズムは大きな意味

を持つ。
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Kullback-Leibler Importance Estimation Procedureを用いた
Restricted Boltzmann Machineの学習アルゴリズム

Learning Algorithm in Restricted Boltzmann Machines using

Kullback-Leibler Importance Estimation Procedure
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Abstract: Deep Belief Networks (DBN) are generative neural network models with many
layers of hidden units which were recently introduced along with a greedy layer-wise learn-
ing algorithm by Hinton et al. The main building block of a DBN is a bipartite undirected
graphical model called “restricted Boltzmann machine ”. In the present paper, we pro-
pose a new and less greedy learning algorithm for restricted Boltzmann machines within
DBNs using Kullback-Leibler Importance Estimation Procedure. We also show its validity
by comparing our proposed algorithm with the exactly calculated KL(PD||PD

V ) learning
algorithm using numerical experiments based on artificial data.

Keywords: deep belief network, variational bound, restricted Boltzmann machine, learn-
ing algorithm, Kullback-Leibler Importance Estimation Procedure

1 はじめに
Deep Belief Network (DBN) は Hinton らによって，
その学習アルゴリズムとともに提案された階層構造をも

つベイジアンネットワークモデルである [1]．Greedyな
学習アルゴリズムの存在やそこでの推論が容易であるこ

とを背景に次元圧縮器やパータン認識問題などへの応用

が期待されている [2]．
DBNの学習は各層間の結合確率を Restricted Boltz-

mann Machine (RBM)[3] とよばれる特別な構造をもつ
ボルツマンマシンと考え，RBMの学習アルゴリズムを
用いて各層間のパラメータを学習する．RBMは可視素
子層と隠れ素子層の 2層からなる 2部グラフの構造を
もっており，各層内での結合はない．DBNの学習はそ
の構成要素であるRBMの学習を逐次的に進めていくこ
とによりおこなわれる [1, 4]．したがって DBNのより
よい学習を得るためには各層をなしているRBMのより
よい学習アルゴリズムを設計する必要がある．

しかしながらRBMの厳密な学習アルゴリズムは素子
数に対して指数的に増加する計算量をもっているため一

∗東北大学大学院情報科学研究科, 〒 980-8573 仙台市
青葉区荒巻字青葉 6-3-09, E-mail { tsakurai,muneki,kazu
}@smapip.is.tohoku.ac.jp,
Graduate School of Information Sciences, Tohoku University.

般にはNP-hardのクラスに属し，計算が困難である．そ
こで実装においては何らかの近似的手段に頼らざるを得

ないこととなる．Contrastive divergence法 [5, 6]とよ
ばれるギブスサンプリング法を基礎とした確率近似アル

ゴリズムがRBMの近似学習アルゴリズムとして近年よ
く知られた方法の一つである．

Roux and BengioはDBNの学習に対して有効な方法
（Variational Boundの最適化法）として従来とは異なる
RBMの学習基準を提案した [7]．彼等の基準による学習
アルゴリズムを用いると 3層のDBNの場合，システム
が観測データ点の経験分布を十分に表現し得るものであ

るならば，Greedy学習の際にこの基準による RBM学
習を用いることで最適なDBNを学習できることが示さ
れている [7]．しかしながら彼らの学習基準によるRBM
の学習アルゴリズムもやはり計算コストの問題を抱えて

おり，それを解決する近似アルゴリズムの開発が必要と

されている．

本論文ではSugiyama等 [8]によって提案されたKullback-
Leibler Importance Estimation Procedure (KLIEP)と
呼ばれる近似手法を Roux and Bengio[7]の学習基準に
よる学習アルゴリズムに適用することにより，実装に耐

え得る性能のよい新しいRBMの近似学習アルゴリズム
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を提案する．

第 2節では Deep Belief Networkに対するGreedy学
習アルゴリズムの概要について要約して説明する．第 3
節ではKLIEPにもとづく RBMの新しい近似学習アル
ゴリズムを提案する．第 4節では提案した手法における
人工データに対する数値実験を行い，第 5節ではまとめ
をあたえる．

2 Deep Belief Network

本節では DBNに対する Greedy学習アルゴリズムと
その基本単位となる RBMについて概説する．

2.1 Restricted Boltzmann Machine

図 1: RBMの例．上段が隠れ素子の層であり，下段が
可視素子の層である（|V | = 4, |H| = 3）．

RBMは可視素子の層と隠れ素子の層からなる無向 2
部グラフで表現されるボルツマンマシンであり，各層内

での結合はない．可視素子はデータの入出力をおこなう

素子であり，隠れ素子はモデルの内部自由度を増加させ

る．各素子は {0, 1}の値を確率的にとる．
可視素子 v = {0, 1}|V |，隠れ素子 h = {0, 1}|H| から

なる RBMを考える．ここで V = {1, · · · , |V |}を可視
素子のラベルの集合，H = {1, · · · , |H|}を隠れ素子の
ラベルの集合としている．このとき，RBMの状態は次
のボルツマン分布であらわされる．

PRBM(v,h | Θ) =
1

ZRBM(Θ)
exp

(
− E(v,h | Θ)

)
(1)

ここで ZRBM(Θ)は規格化定数であり，

E(v,h|Θ) = −
∑
i∈V

aivi −
∑
j∈H

bjhj −
∑
i∈V

∑
j∈H

wijvihj

(2)

と定義されている．a = {ai | i ∈ V }，b = {bj | j ∈ H}
はそれぞれ可視素子，隠れ素子のバイアスパラメータで

あり，w = {wij | i ∈ V, j ∈ H}は可視素子と隠れ素子
との間の結合パラメータである．表記の簡単のためパラ

メータの集合をΘ = {a,b,w}であらわす．
可視素子 v，隠れ素子 hに関する周辺分布はそれぞれ

以下のようになる．

PV (v | Θ) ≡
∑
h

PRBM(v,h | Θ)

=
GV (v,b,w)
ZRBM(Θ)

exp

(∑
i∈V

aivi

)
(3)

PH(h | Θ) ≡
∑
v

PRBM(v,h | Θ)

=
GH(h,a,w)
ZRBM(Θ)

exp

∑
j∈H

bjhj

 (4)

ただし

GV (v,b,w) ≡
∏
j∈H

{
1 + exp

(
bj +

∑
i∈V

wijvi

)}
(5)

GH(h,a,w) ≡
∏
i∈V

1 + exp

ai +
∑
j∈H

wijhj


(6)

としている．可視素子で条件付けられた隠れ素子の条件

付き確率 PH|V (h | v,b,w)はベイズの定理より

PH|V (h | v,b,w) =
∏
j∈H

exp
{(

bj +
∑

i∈V wijvi

)
hj

}
1 + exp

(
bj +

∑
i∈V wijvi

)
(7)

となる．同様にして隠れ素子で条件付けられた可視素子

の条件付き確率 PV |H(v | h,a,w)は

PV |H(v | h,a,w) =
∏
i∈V

exp
{(

ai +
∑

j∈H wijhj

)
vi

}
1 + exp

(
ai +

∑
j∈H wijhj

)
(8)

となる．したがってvとhは互いに条件付き独立である．

M個の観測データ点 {dµ ∈ {0, 1}|V | | µ = 1, · · · ,M}
を得たとすると，観測データの経験分布 PD(v)は

PD(v) ≡ 1
M

M∑
µ=1

∏
i∈V

δ(vi, d
µ
i ) (9)

で定められる．ここで δ(x, y)はクロネッガーのデルタ関
数である．この経験分布に対してRBMの学習はKullback-
Leibler (KL)情報量

KL(PD||PV ) =
∑
v

PD(v) ln
PD(v)

PV (v | Θ)
(10)

を用いて次のように表現される．

Θ̂ = arg min
Θ

KL(PD||PV ) (11)

式 (11)の厳密な遂行には一般にO(e|V |+|H|)の計算量が
必要となるので現実的ではない．したがって実装の際に

は平均場近似や CD法などの近似的手段が必要となる．
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2.2 Deep Belief Networkに対するGreedy

学習アルゴリズム

図 2: L層のDBN．図において最下層がデータの入出力
をおこなう可視素子の層であり，最深の 2層間は RBM
を構成している．最深の 2層間以外の結合には方向性が
ある．

DBNは確率的素子からなる階層構造をもつ確率推論
モデルである（図 2）．最深の 2層間はRBMを構成して
いるが，それ以外では有効非巡回グラフになっている．

以下で Hintonらにより提案された DBNの Greedyな
学習アルゴリズムを概説する．

L層のDBNを考える．層 lは確率変数h(l) ∈ {0, 1}ν(l)

をもつとする．ここで ν(l)を層 lに含まれている素子数

とした．層 l = 0は可視素子（データの入出力の素子）
の層となるため，特別に h(0) = vとする．素子 h(l) の

状態確率は遷移確率

Ptr(h(l) | h(l+1),W(l+1))

=
∏
i∈Ωl

exp
{(

θ
(l)
i +

∑
j∈Ωl+1

w
(l+1)
ij h

(l+1)
j

)
h

(l)
i

}
1 + exp

(
θ
(l)
i +

∑
j∈Ωl+1

w
(l+1)
ij h

(l+1)
j

)
(12)

によって決定される．つまり θ(l)は素子 h(l)のバイアス

パラメータであり，w(l+1) は素子 h(l) と素子 h(l+1) の

間の結合パラメータである．ここで Ωl は層 lに含まれ

る素子の集合である．またW(l) = {θ(l−1),w(l)}とし
ている．このとき，DBNに対する Greedy学習アルゴ
リズムは

STEP 1. l ← 0

STEP 2. h(l)とh(l+1)の結合確率をPRBM(h(l),h(l+1) |
θ(l), θ(l+1),w(l+1))と考え，RBMの学習アルゴリ
ズムを用いてパラメータ {θ(l),θ(l+1),w(l+1)}を学
習する（h(l) を可視素子の層，h(l+1) を隠れ素子

の層であると考える）．

STEP 3. W(l+1) を固定する．このW(l+1) を用いて

h(l)から h(l+1)を式 (7)の確率に従って発生させ，
これを新しい “データ”とみなす．

STEP 4. l ← l + 1
if(l ≤ L − 2) → STEP 2.に戻る．

if(l = L − 1) →終了．

となる．Greedy学習アルゴリズムが終了した段階のパ
ラメータの値を有効な初期値と考え，Wake-Sleepアル
ゴリズム [9]などの少々コストの高い学習アルゴリズム
を実行してパラメータを再度調整することも可能である．

Hinton等は上記のGreedy学習アルゴリズムは“Vari-
ational Bound”と呼ばれるDBNにおけるデータの尤度
の下限を上昇させるアルゴリズムになっていると指摘し

ている [1]．Roux and BengioはこのVariational Bound
最適化の観点から式 (11)の基準とは異なる RBMに対
する新しい学習の基準を提案した [7]．

Roux and Bengio は 2.1 節で議論した観測データの
経験分布 PD(v)と RBMの周辺分布 PV (v | Θ) との間
のKL情報量最小化の基準の変わりにデータの経験分布
PD(v)と分布

PD
V (v | Θ)

≡
∑
h,v0

PV |H(v | h,a,w)PH|V (h | v0,b,w)PD(v0)

(13)

との間のKL情報量最小化をRBMの学習の基準とした：

Θ̂ = arg min
Θ

KL(PD||PD
V ) (14)

分布 PD
V (v | Θ) は観測データ点の経験分布から分布

PH|V (h | v,b,w) にしたがい隠れ素子の状態をつくり，
それを用いて分布 PV |H(v | h,a,w)にしたがい可視素
子の状態分布を再構成した分布であると解釈できる．式

(14)の学習基準はDBNのVariational Boundの最適化
を達成する基準であり，とくに L = 3で DBNが観測
データ点の経験分布を十分に表現し得るものであるなら

ば，Greedy学習の際にこの基準による RBM学習を用
いることで最適なDBNを学習できることが示されてい
る [7]．

3 Restricted Boltzmann Machine

の近似学習アルゴリズム
本節では KLIEPを用いて Roux and Bengio[7]によ
り提案された新しい基準によるRBMの学習アルゴリズ
ムの近似アルゴリズムを提案する．
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3.1 Roux and Bengioの基準による学習ア
ルゴリズム

Roux and Bengioの基準 (14)にしたがい再構成され
た分布 PD

V (v | Θ) とデータの経験分布との間の KL情
報量

KL(PD||PD
V ) =

∑
v

PD(v) ln
PD(v)

PD
V (v | Θ)

(15)

をパラメータΘに関して最小化する．ただし PD(v)は
観測データ点の経験分布であり式 (9)で定義されている．
パラメータΘ = {a,b,w}に関する勾配はそれぞれ

∂KL(PD||PD
V )

∂ai
= − 1

M

M∑
µ=1

dµ
i

+
1
M

M∑
µ=1

∑
h

fi(h, ai,w)W (h,Θ)PH|V (h | dµ,b,w)

(16)

∂KL(PD||PD
V )

∂bj
= − 1

M

M∑
µ=1

∑
h

(
hj − gj(dµ, bj ,w)

)
× W (h,Θ)PH|V (h | dµ,b,w)

(17)

∂KL(PD||PD
V )

∂wij
= − 1

M

M∑
µ=1

∑
h

{
hjWi(h,Θ)

+
(
dµ

i hj − hjfi(h, ai,w) − dµ
i gj(dµ, bj ,w)

)
W (h,Θ)

}
× PH|V (h | dµ,b,w) (18)

となる．ここで fi(h, ai,w)と gj(v, bj ,w)はそれぞれ

fi(h, ai,w) ≡
exp

(
ai +

∑
j∈H wijhj

)
1 + exp

(
ai +

∑
j∈H wijhj

) (19)

gj(v, bj ,w) ≡
exp

(
bj +

∑
i∈V wijvi

)
1 + exp

(
bj +

∑
i∈V wijvi

) (20)

と定義しており，W (h,Θ)，Wi(h,Θ)はそれぞれ

W (h,Θ) ≡
∑
v

PD(v)PV |H(v | h,a,w)
PD

V (v | Θ)

=
1
M

M∑
µ=1

PV |H(dµ | h,a,w)
PD

V (dµ | Θ)
(21)

Wi(h,Θ) ≡
∑
v

vi

PD(v)PV |H(v | h,a,w)
PD

V (v | Θ)

=
1
M

M∑
µ=1

dµ
i

PV |H(dµ | h,a,w)
PD

V (dµ | Θ)
(22)

としている．

勾配 (16)～(18)は素子数の指数オーダーの計算量を必
要とするため，大きいシステムでは現実的な時間内で厳

密に計算することはできない．そこで平均場近似やモン

テカルロ積分等のなんらかの近似法が必要となるのであ

るが，これら勾配の計算にはもう一つ問題点が存在する．

式 (21)，(22)からわかるようにW (h,Θ)，Wi(h,Θ)の
計算には観測データ点の個数の和を実行する必要があ

る．よってそれぞれの勾配は観測データ点の個数に関す

る 2重和をもつこととなる．
観測データ点の個数が大きい場合はこの計算にかなり

のコストがかかってしまうため，まず何らかの近似を施

す前にこの 2重和を回避する方法を考える必要がある．

3.2 Kullback-Leibler Importance Esti-

mation Procedureによる近似

式 (21)，(22) の W (h,Θ)，Wi(h,Θ) における密度
比 PD(v)/PD

V (v|Θ) を Sugiyama 等によって提案され
た KLIEP[8]の近似法を用い近似的に評価することで，
勾配 (16)～(18)における観測データ点の個数に関する
2重和を回避する．以下では，密度比 PD(v)/PD

V (v|Θ)
に対してKLIEPを適用し，W (h,Θ)，Wi(h,Θ)を近似
的に評価する方法について述べる．

密度比 PD(v)/PD
V (v|Θ)に対して

PD(v)/PD
V (v | Θ) ∝ exp

(∑
i∈V

civi

)
(23)

なる近似的モデル化を試みる．これは規格化定数を考慮

すると

PD(v) ≈ 1
Z(c,Θ)

exp

(∑
i∈V

civi

)
PD

V (v|Θ)

≡ QV (v | c,Θ) (24)

と近似することに対応する．ただし

Z(c,Θ) ≡
∑
v

exp

(∑
i∈V

civi

)
PD

V (v|Θ) (25)

は規格化定数である．KLIEPの文脈によると KL情報
量 KL(PD||QV ) を最小にする c を最適な c と考える．

したがって KLIEPの文脈で最適な cは方程式
M∑

µ=1

dµ
i =

M∑
µ=1

∑
h

fi(h, ai + ci,w)PH|V (h | dµ,b,w)

(26)

の解であることが導ける．密度比推定式 (24)を式 (21)，
(22)に代入することにより

W (h,Θ) ≈ 1
Z(c,Θ)

GH(h,a + c,w)
GH(h,a,w)

(27)
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Wi(h,Θ) ≈ fi(h, ai + ci,w)
Z(c,Θ)

GH(h,a + c,w)
GH(h,a,w)

(28)

なる近似を得る．

式 (27)，(28)を勾配 (16)～(18)に代入することによ
りそれぞれ

∂KL(PD||PD
V )

∂ai

≈ − 1
M

M∑
µ=1

dµ
i +

1
MZ(c,Θ)

M∑
µ=1

∑
h

fi(h, ai,w)

× GH(h,a + c,w)
GH(h,a,w)

PH|V (h | dµ,b,w) (29)

∂KL(PD||PD
V )

∂bj
≈ − 1

MZ(c,Θ)

M∑
µ=1

∑
h

(
hj

− gj(dµ, bj ,w)
)GH(h,a + c,w)

GH(h,a,w)
PH|V (h | dµ,b,w)

(30)

∂KL(PD||PD
V )

∂wij

≈ − 1
MZ(c,Θ)

M∑
µ=1

∑
h

(
dµ

i hj + hjfi(h, ai + ci,w)

− hjfi(h, ai,w) − dµ
i gj(dµ, bj ,w)

)GH(h,a + c,w)
GH(h,a,w)

× PH|V (h | dµ,b,w) (31)

なる近似を得ることができる．さらに式 (26)は

1
M

M∑
µ=1

dµ
i =

1
MZ(c,Θ)

M∑
µ=1

∑
h

fi(h, ai + ci,w)

× GH(h,a + c,w)
GH(h,a,w)

PH|V (h | dµ,b,w)

(32)

と変形可能であるので式 (29)は式 (26)の解である最適
な cを用いて

∂KL(PD||PD
V )

∂ai

≈ − 1
MZ(c,Θ)

M∑
µ=1

∑
h

(
fi(h, ai + ci,w)

− fi(h, ai,w)
)GH(h,a + c,w)

GH(h,a,w)
PH|V (h | dµ,b,w)

(33)

と表現することができる．

KLIEPの適用により近似された勾配 (29)～(31)は観
測データ点の個数に関する和は一つしかもたない．した

がって 3.1節で議論した観測データ点の個数に関する 2

重和の問題は回避されていることがわかる．勾配 (30)，
(31)，(33)に共通する係数 Z(c,Θ)−1 は有限の cに対

して常に正なので，この係数を無視しても勾配の方向は

変わらない．したがってこの係数の寄与を無視するとい

う近似をさらに施す．

以上の議論よりKL(PD||PD
V )のパラメータai，bj，wij

に対する勾配∆ai，∆bj，∆wij はKLIEPによりそれぞ
れ以下のように近似される．

∆ai ∝ −
M∑

µ=1

∑
h

(
fi(h, ai + ci,w) − fi(h, ai,w)

)
× GH(h,a + c,w)

GH(h,a,w)
PH|V (h | dµ,b,w) (34)

∆bj ∝ −
M∑

µ=1

∑
h

(
hj − gj(dµ, bj ,w)

)GH(h,a + c,w)
GH(h,a,w)

× PH|V (h | dµ,b,w) (35)

∆wij ∝ −
M∑

µ=1

∑
h

(
dµ

i hj + hjfi(h, ai + ci,w)

− hjfi(h, ai,w) − dµ
i gj(dµ, bj ,w)

)
× GH(h,a + c,w)

GH(h,a,w)
PH|V (h | dµ,b,w) (36)

cを求める方程式 (26)と式 (34)～(36)における hに関

する和はO(e|H|)個の項の和なので大規模なシステムで
は厳密にこれらの勾配を計算することが難しい．した

がって実装の際にはここから更に何らかの近似をする必

要がある．

そこで本論文ではhに関する和，すなわち分布PH|V (h |
dµ,b,w) に関する平均を PH|V (h | dµ,b,w) からのサ
ンプリングによるモンテカルロ積分で近似的に評価す

る．2.1節で議論したように分布 PH|V (h | dµ,b,w)は
条件付き独立であるので，ここからサンプルを得ること

は容易である．モンテカルロ積分のためのサンプリング

として K 点のサンプリングをおこなうとすると，cの

計算，あるいは勾配 (34)～(36)を一回計算するのに必
要な計算量は O(KM |V ||H|)程度である．
提案近似アルゴリズムは以下のようにまとめられる．

STEP 1. パラメータΘを初期化する．

STEP 2. 方程式 (26)を解き cを求める．

STEP 3. STEP 2.で求めた cを用いて勾配 (34)～(36)
を計算する．

STEP 4. 勾配降下法によりパラメータΘを更新する．

STEP 5. 収束条件を満たさなければ STEP 2.に戻る．
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4 数値実験
本節では提案学習アルゴリズムを用いて数値実験を行

う．まず，Roux and Bengio (RB)の基準 (14)にしたが
い勾配 (16)～(18)を用いてRBMを学習するアルゴリズ
ムを RBアルゴリズムとする．これに対してKLIEPの
近似法を適用したアルゴリズムをRB-Kアルゴリズムと
する．RB-Kの中で式 (26)を解いて cを求め，式 (29)
～(31)によりパラメータの勾配を計算するアルゴリズム
をRB-KZ，式 (26)を解いて cを求め，式 (34)～(36)を
用いるアルゴリズムをRB-KE，そして，RB-KEの cを

求める計算と勾配計算における分布 PH|V (h | dµ,b,w)
に関する平均を PH|V (h | dµ,b,w) からのサンプリン
グによるモンテカルロ積分で近似的に評価し計算するア

ルゴリズムを RB-KSと呼ぶこととする．RBアルゴリ
ズムの近似アルゴリズムである RB-Kの近似性能を同
一のデータを RBアルゴリズムで学習した分布 PRB(v)
とRB-Kアルゴリズムで学習した分布 PRB−K(v)のKL
情報量

KL(PRB||PRB−K) ≡ 1
|V |

∑
v

PRB(v) ln
PRB(v)

PRB−K(v)

(37)

により評価する．

学習には可視素子数 |V | = 4，隠れ素子数 |H| = 4で
各可視素子 (隠れ素子)がすべての隠れ素子 (可視素子)
と結合をもつRBMを用いる．データは学習に用いるも
のと同じ構造をもつRBMにより生成する．データ生成
モデルにおけるパラメータ Θ = {a,b,w}はそれぞれ
平均 0，分散 (0.2)2 のガウス分布N (0, 0.2)から独立に
サンプルした値を用いる．このデータ生成モデルから

{0, 1}|V |の 2値の人工データをM = 100個生成し，こ
れを観測データとする．まず，サンプリングにより得ら

れた観測データ点 {dµ ∈ {0, 1}|V | | µ = 1, · · · ,M}に
対してRBアルゴリズムを用いてパラメータが収束する
までRBMの学習を行う．次に，パラメータ更新回数を
500に固定して同一のデータでRB-Kアルゴリズムによ
りRBMの学習を行い，パラメータ更新ごとにKL情報
量 37を計算する．これを，異なるデータに関して 100
回試行しその平均値を図 3に示す．ただし，RB-Kによ
る学習におけるステップサイズはすべて 0.05で一定と
し，RB-KSにおけるサンプル点数はK = 5としている．
図 3より，RB-KZ，RB-KE，RB-KSはそれぞれRB
アルゴリズムのよい近似を与えているといえる．RB-KZ
の収束が速いのは，ステップサイズ一定の下では RB-
KE，RB-KS と比較すると勾配の値が大きくなるため
である．これは，パラメータ更新回数が少ないうちは
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図 3: KL(PRB||PRB−K)の収束性．異なるデータに関し
て 100回試行し，その平均値を与えている．式 (29)～
(31)によりパラメータの勾配を計算するアルゴリズム
をRB-KZ，式 (34)～(36)を用いるアルゴリズムをRB-
KE，RB-KE の勾配計算における一部の統計量をモン
テカルロ積分で近似的に評価し計算するアルゴリズムを

RB-KSとそれぞれ表している．

Z(c,Θ) ≤ 1であることが多いため起こる．3.2節で示
したようにRB-KアルゴリズムはRBアルゴリズムにお
けるデータに関する 2重和を回避できている．したがっ
て，提案手法はRBアルゴリズムの性能を低下させるこ
となくより大規模なネットワークに適用できるアルゴリ

ズムであるといえる．

5 まとめ
本論文では，RBMの学習アルゴリズムを Roux and

Bengioの基準 (14)による RBMの学習法に KLIEPを
組み合わせることによって提案した．また，人口データ

に対する数値実験において，提案アルゴリズムは Roux
and Bengioの基準 (14)による学習法に対するよい近似
となっていることを確認した．

本論文では厳密計算との比較を行うためにノード数の

少ない場合の数値実験のみを与えているが，より多くの

ノード数をもつ大規模な体系に対する数値実験を行う準

備を進めている．また，提案法の近似精度だけでなく，

提案法を採用することによりどの程度計算時間が短縮さ

れるか評価することも必要である．観測データ点数M，

サンプル点数K をそれぞれ変化させたときの計算時間

と近似精度の関係を調べる実験の準備も進めている．さ

らに，手書き文字認識などの具体的な情報処理の応用に

おける問題に適用することも検討している.
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非定常２値時系列データから隠れた構造を読み取る
- 神経科学データへの応用 -

Hidden Structures Detection in Nonstationary Binary Time Series Data

- Application to Neuroscientific Data -

瀧山健∗

Ken Takiyama

岡田真人†

Masato Okada

Abstract: We propose the algorithm which can estimate event rate, timimngs of change
point and the number of states in a binary time series data. Event rate can be estimated
with high accuracy even if the rate has nonstationary temporal correlation and mean value.
Our algorithm consists of nongaussian switching state space model, variational bayes, and
local variational. We demonstrate the algorithm applying to neuroscientific data. Our
algorithm can estimate nonstationary event rate, change point and the number of neural
states using only one observation data, which is a neuroscientific requirement in some
cases. Synthetic data analysis reveals our algorithm can discriminate neural states based
on both mean event rates and temporal correlations though many previous algorithm can
detect change points based only on mean event rate. Our algotrithm can detect change
points in area MT neural data and estimate the number of neural states based on temporal
correlation. These results indicate our algotihm is applicable to wide range of nonstationary
binary time series data, to neural data specifically.

Keywords: nongaussian switching state space model, variational bayes, local variational,
pruning, binary time series data, firing rate estimation

1 まえがき
時系列データから変化点を検出することは機械学習,
データマイニングや統計学における重要な課題の１つで

ある [1, 2]. 変化点とはその前後で時系列データの時間
相関や平均値が急激に変化する点を意味し, 非定常性の
原因となる.
時系列データ解析にはしばしば状態空間モデル (State

Space Model(SSM))が用いられる. SSMは観測された
時系列データの生成過程, 観測過程をモデル化し, デー
タの予測や観測データのノイズ除去を行うことができ

る. しかし, SSMは 1つの確率モデルを用いるため, 変

∗東京大学大学院新領域創成科学, 277-8561 千葉県柏市柏の葉 5-
1-5 tel.04-7136-4128, e-mail takiyama@mns.k.u-tokyo.ac.jp
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo
Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa-shi,Chiba, 277–8561 Japan

†東京大学大学院新領域創成科学, 理化学研究所脳科学総合研究所
e-mail okada@mns.u-tokyo.ac.jp,
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo,
Brain Science Institute, RIKEN

化点前後での時系列データの急激な性質の変化を捉える

ことはできない. SSMの拡張であり, 変化点を含む時系
列データを記述する確率モデルとして, スイッチング状
態空間モデル (Switching State Space Model (SSSM) )
[3] が提唱されており, 臨床データ解析, 経済時系列デー
タ解析, 画像処理など幅広く応用されている [3, 4, 5].
SSSMでは複数の生成過程を定義し, ある時刻の観測は
1つの生成過程から行われるとモデル化する. 用いる生
成過程がスイッチする時刻を変化点として検出し, 非定
常なデータを定常なデータに分割する. そして各定常区
間毎に異なる生成過程のフィッティングを行い, 時系列
データの非定常性を記述する.
観測する時系列データが 0, 1の 2値のみをとる場面

は数多く存在する. 単一分子間の癒着の発生 [6], 地震の
発生 [7], ニューロンのスパイクの発生 [8]などが 2値時
系列データの例であり, 各々において発生確率の推定手
法が提唱されている. Brownらは地震データの解析に用

296



10本 20本27本

1000 20000
時間(msec)

1試行目
2試行目

N試行目

発
火
率
の
推
定
値

010 … 110

0...スパイクなし
1...スパイクあり

入力

スパイクを出力

ニ
ュ
ー
ロ
ン

x
1

1
x

2

1
x

3

1
x

M

1

x
1

N
x2

N
x

3

N
x

M

N

1 2 3 M
z z z z

η
1

η
2

η
3

η
M

発火率

ラベル
番号

スパイク
データ

(a) (b) (c)

図 1: (a): 入力が加えられた時, ニューロンはスパイクと呼ばれる 0, 1の系列を出力として掃きだす. (b): 従来の発
火率の推定手法. トライアル間で発火率は一定であると仮定し, 複数トライアルで得られたスパイク列をトライアル
平均することで発火率を推定する. (c): スイッチング状態空間モデルのグラフィカルモデル.

いられていた Kolmogorov-Smilnovテスト [7]をニュー
ロンデータの解析へ応用できることを示した [9]. つま
り, 2値時系列データの解析手法は様々な分野に共通し
て適用可能であると考えられる.
本研究は時間変動し, 変化点を含む非定常なイベント
発生確率, そして変化点の時刻を 2値時系列データから
推定する手法を構築する. 本手法は非ガウス SSSMから
構成され, 推定, 学習法として変分ベイズ法 [10, 11], 局
所変分法 [12, 13]を用いる. 変分ベイズ法による関連度
自動決定 [14]により, 同時に最適な生成過程の数を推定
を行う. そして 2値時系列データの 1例であるニューロ
ンのスパイクデータ解析へ適用する.

Abelesらは遅延反応課題時のサルの前頭葉ニューロ
ンデータを解析した結果, ニューロンは異なる複数の神
経状態間を遷移していることを示した [15]. 異なる神経
状態は異なる入力を反映し, 変化点前後で起こる神経状
態遷移は, 入力の切り替わりやオンオフと対応している
[15, 16, 18, 19]. つまり, 変化点の検出, 神経状態数の推
定は未だ明らかでないニューロンの情報表現の解明に重

要な役割を果たす.
ニューロンはスパイクと呼ばれる０，１の２値系列を

出力として掃きだす (図 1(a)). また, 同じ実験を行って
も出力するスパイク列は毎回異なり, 非常に不規則な振
る舞いを示す. 神経活動は不規則だが, スパイクの頻度
である発火率によりニューロンは情報を表現していると

考えられている [24]. 通常,発火率は数多くのスパイク列
を平均して計算される (図 1(b)). しかし, 意志決定や運
動計画などの内的な過程では, 実験毎にニューロンの神
経状態遷移時刻が異なり, １本のスパイク列 (ワンショッ
ト)から発火率と変化点を推定する必要がある [20, 21].
また, 神経活動を基に義手などのデバイスを操作するブ
レインマシンインターフェース [22, 23]では, 1回の試
行毎に実験環境が変わりやすく, ワンショットでの推定

が望ましい [24]. しかしながら, 変化点を含む非定常な
発火率をワンショットから推定し, 更に神経状態数も同
時に推定する手法は未だ存在しない. 本手法をスパイク
データへ適用し, これらの問題点を同時に解決可能であ
ることを示す.
本稿は以下の内容から構成されている. ２節では確率

モデルの定義, ３，４節では各々変分ベイズ法, EMアル
ゴリズム [25]の構築を行う. ５節で本アルゴリズムを人
工データへ適用し, 従来の手法との性能を比較する. そ
して実データへ適用する. ６節でまとめと議論を行う.

2 確率モデル

2.1 スイッチング状態空間モデル (SSSM)

SSSMを構成する生成過程の数をN とし, 各々の生成
過程に事前分布を定義する. 以下では事前分布の数 N

をラベル数と呼ぶ. 時刻mの観測が n番目の事前分布

から出力されるなら zn
m = 1, そうでないなら zn

m = 0を
とるラベル番号 z = {z1

1 , ..., zN
1 , ..., z1

M , ..., zN
M}を定

義する. M は観測の全時刻である. n番目のラベルの発

火率を xn = {xn
1 , ..., xn

M} (n = 1, ..., N) , 観測された
スパイクの時刻を sとおき, 同時確率分布を以下の式で
定義する.

p(s, x, z) = p(s|x, z)p(z)p(x1)...p(xN ) (1)

SSSMのグラフィカルモデルを図 1(c)に示す.

2.2 事前分布

ラベル番号, 各ラベルの発火率の事前分布を各々

p(z1|π) =
∏N

n=1(π
n)zn

1 (2)

p(zm+1|zm, a) =
∏N

n=1

∏N
k=1(a

nk)zn
mzk

m+1 (3)

297



p(xn|βn, µn) =

√
|βnΛ|
(2π)N

exp(−βn

2 (xn−µn)T Λ(xn−µn))

(4)

と定義する. πn, ank は各々, 初期時刻でラベル nを選

択する確率, ラベルが n から k へ切り替わる確率であ

る (
∑N

n πn = 1,
∑N

k ank = 1). βn, µn は各々n 番目

のラベルの発火率がもつ時間変動の滑らかさ, 平均であ
る. Λ の構造は発火率の時間相関を表わし, ここでは
p(xn) ∝

∏
m exp(−βn

2 (xm − xm−1 − µm)2)を満たす Λ
を用いる. 更に π, aの事前分布を, (2), (3)式に共役な
ディリクレ分布

p(π|γn) = C(γn)
∏N

n=1(π
n)γn−1 (5)

p(a|γnk) =
∏N

n=1[C(γnk)
∏N

k=1(a
nk)γnk−1] (6)

で定義する. ただし C(γn) =
Γ(

∑N

n=1
γn)

Γ(γ1)...Γ(γN )
, C(γnk) =

Γ(
∑N

k=1
γnk)

Γ(γn1)...Γ(γnN )
であり, C(γn), C(γnk) は各々p(π|γn),

p(a|γnk) の規格化定数である. γn, γnk は各々初期時

刻でラベル nの選ばれやすさ, 時刻間におけるラベル n

からラベル kへの遷移のしやすさを制御するハイパーパ

ラメータである.

2.3 尤度関数

観測時間TはK個の長さ∆のビンから構成され (∆ ¿
1), 各々のビンには高々1本のスパイクが含まれるとす
る. k 番目のビンにスパイクが観測されたなら +1, そ
うでないなら −1となる変数 ηk を定義する (k = 1, ...,
K). k番目のビンでの発火率を λk とし,

p(s|λ) =
∏K

k (λk∆)
1+ηk

2 (1 − λk∆)
1−ηk

2 (7)

として尤度関数を定義する [26, 27]. 発火率とは時間ビン
の長さをかけたものがニューロンのスパイクイベントの

発生確率に相当し,点過程においては条件付き集中度,生
存解析においてはハザード関数と呼ばれている. ∆ ¿ 1
より λk∆ ∈ [0, 1)である. 発火率が非負であることを厳
密に扱うため, exp(2xk) = λk∆

1−λk∆ (xk ∈ (−∞, ∞))と
してロジット変換を行う. 以下では xk を発火率と呼ぶ.
本稿ではワンショット推定の定式化を行うが, 複数試行
への拡張は容易である.

∆ ¿ 1より, K は大きい値をもち, 計算量やメモリー
の蓄積に困難が伴う. そのため, 観測時間の粗視化を行
う. 観測時間 T はM 個の離散化された幅 C のビンか

ら構成され, r∆ = C とする. この粗視化されたビン内
で発火率は一定の値を持つとし, 多数のスパイクを含む.
最終的にラベル番号を含めた観測モデルは

p(s|x, z) =
∏N,M

n,m [exp(η̂mxn
m−C log 2 cosh xn

m)]z
n
m (8)

となる. ただし, η̂m = 2
∑r

u=1 η(m−1)r+u − C である.

3 非ガウスSSSMの推定と学習
隠れ変数 x, z の推定とパラメータ a, π の学習を行

う. SSSMにおける周辺事後分布 p(・|s) の計算は困難
であり [3], この計算困難を回避するため変分ベイズ法を
用いる. 変分ベイズ法とは, 隠れ変数を w, パラメータ
を θとすると

F [q] =
∫ ∫

dwdθq(w)q(θ) log
q(w)q(θ)
p(s, w, θ)

= U [q] − S[q] (9)

と定義される変分自由エネルギーを最小にする近似事後

分布 q(・)を求める手法である. ただし,
U [q] = −

∫ ∫
dwdθq(w)q(θ) log p(s, w, θ),

H[q] = −
∫ ∫

dwdθq(w)q(θ) log q(w)q(θ)であり, 各々
統計力学における内部エネルギー, エントロピーと対応
する量である. この手法では尤度関数と事前分布が互
いに共役分布でなくてはならない. しかし, (4), (8)式
は発火率に関し共役性がない. そこで我々は局所変分法
[12, 13]を用い, 非ガウス SSSMに対する変分ベイズ法
の実行を可能とした.
局所変分法は変分パラメータ ξn

m を用いて (8)式を

pξ(s|x, z) ∝
∏M,N

m,n [exp(−Ln
m

2 (xn
m − η̃n

m)2)]z
n
m (10)

として (4)式の共役分布に変形する手法である. ただし,
η̃n

m = η̂m/Ln
m, Ln

m = C
ξn

m
tanh(ξn

m). (10)式を用いた変
分自由エネルギーFξ[q]はFξ[q] ≥ F [q]を満たすが, EM
アルゴリズム [25]により ξ を推定することで q[・]に最
も近い分布を計算できる [28].
変分ベイズ法は多数の局所解が存在するため, 変分ベ

イズ法におけるアニーリング法 [29]により最適解を探索
する. 温度パラメータ T を用いた変分自由エネルギーは

F [q; T ] = U [q] − T S[q] (11)

で定義され, 温度 T を高い値から徐々に 1に近づけてい
くことで, 大域解を得ることができる. 隠れ変数 xn, z

の推定値は近似分布

q(xn) =

√
|W n|
(2π)N

exp(− 1
2T

(xn−µ̂n)T W n(xn−µ̂n))

(12)

q(z) ∝
N∏

n=1

exp(
π̂n

T
)zn

1

N∏
n=1

M∏
m=1

exp(
b̂n
m

T
)zn

m

M−1∏
m=1

N∏
n=1

N∏
k=1

exp(
ânk

m

T
)zn

mzk
m+1 (13)
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に従う. ただし,

W n = CLn + 〈βn〉Λ (14)

µ̂n = (W n)−1(wn + 〈βn〉Λµn) (15)

π̂n = 〈log πn〉 (16)

b̂n
m = η̂m〈xn

m〉−C

2
l(ξn

m)(〈(xn
m)2〉−(ξn

m)2)−C log 2 cosh ξn
m

(17)

ânk = 〈log ank〉 (18)

であり, Ln は 〈zn
m〉 tanh ξn

m

ξn
m
を (m,m)成分にもつ対角行

列, wnは (1,m)成分に 〈zn
m〉η̂mをもつベクトルである.

〈·〉は近似分布による平均を意味する.
パラメータ π, aは近似分布

q(π) ∝
N∏

n=1

(πn)
〈zn

1 〉+γ1−1+T
T −1 (19)

q(a) ∝
N∏

n=1

N∏
k=1

(ank)

∑M−1

m=1
〈zn

mzk
m+1〉+γnk−1+T

T −1 (20)

に従う. zの１次統計量,２次統計量はForward-Backward
アルゴリズム [30]から計算される.
温度の更新側は Ti+1 = 1

2Ti + 1
2 (T1 = 100)を用いる

[3]. iとは更新回数である.

4 EMアルゴリズム
変分パラメータ ξ, 発火率の事前分布に含まれる µ, β

を EMアルゴリズムにより更新する. ただし, Q関数

Q(θ‖θt) = 〈log p(η, x, z|θ)〉 (21)

における平均操作 〈·〉は, パラメータ θ(t) を用いた近似

分布により行う. ただし, θ = {ξ, µ, β}であり, tは更新

回数を意味する. 本来の EMアルゴリズムでは平均操作
は事後分布により行われるが, SSSMでは事後分布によ
る平均が計算困難であるため [3]近似分布により平均操
作を行う. (21)式で与えられる Q関数は (9)式に含ま
れる U [q; θ, θt]の符号反転したものに等しく, (21)式の
最大化は変分自由エネルギー (9)式の最小化に等しい.
∂Q(θ|θ(t))

∂θ = 0を解くことによりパラメータの更新側

ξn
m = 〈(xn

m)2〉 (22)

µn = 〈xn〉 (23)

βn =
M

Tr[Λ((Wn)−1 + (〈xn〉 − µn)(〈xn〉 − µn)T )]
(24)

を導出することができる. EM アルゴリズムと変分ベ
イズ法の反復計算により, 変分自由エネルギーを最小化
する.

5 結果

5.1 人工データ

任意に設定した発火率から人工的に非斉次ガンマ過程

[8] (κ = 2.4)からスパイクを生成し, 生成したスパイク
データを用いて本アルゴリズムにより発火率を推定した

(図 2(a)). スパイク発生時刻の時間間隔はガンマ分布に
従うことが数多く報告されており [31], 実データ解析を
想定しガンマ過程からスパイクを生成した. 入力が加わ
ると発火率に不連続な変化が生じると考えられている

[32, 33]. 過渡的な入力, 持続的な入力がニューロンに加
えられる状況を想定し, 発火率を推定した (図 2(a)). 入
力の時刻が未知であるとき, 本手法はワンショットデー
タから発火率の推定, 変化点の検出, ラベル数の推定が
可能であるか否かを検証する.
以下では各パラメータとしてT = 4.0, ∆ = 0.001, C =

0.04, γn = 1(n = 1, ..., 5), γnk = 100(n = k), γnk =
2.5(n 6= k)を用いた. 推定結果を図 2に示す. 図 2(a)上
図より, ワンショットから高精度で非定常な発火率を推
定していることがわかる. 図 2(a)下図は, 各時刻 mに

おけるラベル番号 nの近似事後分布による平均 〈zn
m〉を

表しており, 白色が濃いほど 〈zn
m〉は 1に近い値を持つ.

図 2(d)は削除されたラベルを除き, 各ラベルが推定した
発火率の推定値を示している. ラベル 1, 2, 3は各々想
定された自発活動, 過渡的な入力, 持続的な入力が加わ
る状態の発火率を推定し, これらを組み合わせ非定常な
発火率を推定している. 変分ベイズにおける関連度自動
決定により不要なラベルであるラベル 4, 5は削除され,
この人工データにおいてラベル数は 3と推定された.
関連度自動決定によるニューロンのラベル数推定の精

度を確認するため, 変分自由エネルギーを用いたモデル
選択 [11]を行った. 図 2(e)は各ラベル数に対する変分
自由エネルギーの値を示している. ラベル数 3 が最も
低い値を示し, モデル選択されていることがわかる. 図
2(b)はラベル数 7とラベル数 3の場合の発火率の推定
値, 〈zn

m〉の比較である. ラベル数が多いほど 〈zn
m〉の曖

昧さは減っているものの, 推定発火率, 変化点, 削除され
ず有効的に用いられるラベルの数は, ほぼ一致している
ことがわかる.

5.2 他の手法との比較

従来の発火率推定との比較を行う. 比較する手法は
カーネル平滑化 (Kernel Smoothing(KS))[34], カーネル
幅最適化 (Kernel Band Optimization(KBO))[33], 適応
カーネル平滑化 (Adaptive Kernel Smoothing(KSA))[35],
ベイジアン適応的回帰スプライン (Bayesian Adaptive
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図 2: 本アルゴリズムを人工データ, 実データに適用した結果. (a): 上図は人工データから推定した発火率と真の発
火率. 横軸は時間 (msec), 縦軸は発火率 (Hz)である. 下図は各時刻, 各ラベル毎に計算した 〈zn

m〉の値. ただし, 〈·〉
は近似分布による平均を表す. (b): ラベル数 3, ラベル数 7での発火率の推定値. (c): MT野のデータから推定した
発火率. 枠内は Kolmogorov-Smilnovテスト (K-Sテスト)の結果であり, 灰色の潜が信頼区間, 黒色の線が推定結果
を表す. (d): (a)の結果における各ラベルの推定値. 刈り取られたラベルの推定値は表示していない. (e): (a)に示し
たスパイク列を用いた推定における, 各ラベル数に対する変分自由エネルギーの値. (f): (c)の結果における各ラベ
ルの推定値. 刈り取られたラベルの推定値は表示していない.

Regression Spilne(BARS))[36], ベイジアンビンニング
(Bayesian Binning)[37]である. KSにはガウシアンカー
ネル

f(x, y, σ) =
1√
2πσ

exp(− 1
2σ2

(x − y)2) (25)

を用い,カーネルの幅を決めるσにはσ = 30(msec)(KS30),
σ = 50(msec)(KS50), σ = 100(msec)(KS100)を用いた.
カーネル幅はヒューリスティックに決めなくてはならない

ため,このように３種類のカーネル幅を用いて発火率を推
定した. また, KSAにおいてもヒューリスティックにカー
ネル幅を決める必要があるが,ここではKBOにより推定
されたカーネル幅を KSAに用いた. BARS, BBは各々
ウェブ上http://lib.stat.cmu.edu/ kass/bars/bars.html,
http://mloss.org/software/view/67/から入手可能なコー
ドを利用した. 図中では,本手法を変分ベイズスイッチン
グ状態空間モデル (Variational Bayes Switching State

Space Model(VB-SSSM))と表記する. 各比較手法の利
点, 欠点は Cunningham et al.[24]に述べられている.
平均絶対誤差 (Mean Absolute Error (MAE) )を

MAE =
1
T

T∑
t=1

|λt − λ̂t| (26)

として定義する. ただし, λt とは真の発火率, λ̂t とは推

定発火率を表す. 図 2(a)に示した真の発火率から 7本
のスパイク列を生成し, 各々のスパイク列毎に発火率推
定を行った. 7本のスパイク列に対する各手法の MAE
の平均値, 標準偏差を図 3(a)に示す. 図 3(a)より, 非定
常な発火率のワンショット推定において本研究が高精度

であることがわかる.
図 3(b), (c)は従来スパイクデータから神経状態遷移

時刻を検出するために用いていた, 多変数ポワソン分布
を出力分布としてもつ隠れマルコフモデル [15, 16, 17,
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図 3: (a): 本手法と他の手法を図 2(a)で示されている発火率の推定に適用したときの推定誤差. 縦軸は推定発火率
と真の発火率の平均絶対誤差を表わす. グラフは 7本のスパイク列ごとの推定誤差の平均値 ±標準偏差. 平均絶対
誤差の定義は文中を参照. (b): 平均発火率が異なる複数の状態を含む発火率を, 本手法と多変数ポワソン分布を用い
た隠れマルコフモデル (multivariate Poisson - Hidden Markov Model (mPHMM))で区分した結果. (c): 時間変動
の滑らかさが異なる複数の状態を含む発火率を, 本手法とmPHMMで区分した結果.

18, 19](以下, mPHMMと表記)による変化点検出性能
と, 本手法との変化点検出性能を比較した結果である.
本手法はワンショット, mPHMMは同一発火率から生成
した 10本のスパイク列を用いて変化点検出を行った. 図
3(b) より, 平均発火率の異なるラベルの変化点は両手法
で検出可能である. 時間変動の滑らかさが異なるラベル
の変化点検出を両手法で行った結果が図 3(c)である. 本
手法では変化点検出, ラベル数の推定が可能であること
がわかる.

5.3 実データ

内側側頭葉 (Medial Temporal Area(MT野))ニュー
ロンは,視覚刺激の運動方向に優先的に反応する [39]. 本
節ではランダムドット刺激を提示時のアカゲザルMT野
ニューロンデータの解析を行う. このデータはウェブ上
のNeural Signal Archiveから入手可能であり [40], 詳細
な実験環境は Brittenら (1992)に記述されている [41].
図 2(c) はランダムドット (コヒーレンス 6.4%) 提示
時の MT 野データ (nsa2004.1 j001 T2) の解析結果で
ある. 図 2(c)上図は推定発火率とコルモゴロフ-スミル
ノフプロット (Kolmogorov-Smirnov plot (K-S plot))[9]
を表しており, このデータでは振動発火率が推定されて
いる. K-S プロット中の灰色の線が 95%の信頼区間を
示しており, プロットした直線がほぼ信頼区間に収まっ
ていることから, 推定発火率は信頼できると言える. 図
2(c)下図, 図 2(f)より, ラベル 2, 4が各々入力直後の状
態, 時間が経った後の状態を推定しており, その他の不
要なラベルは削除されていることがわかる. 以下では入
力直後のラベル, 時間が経った後のラベルを各々神経状
態 1, 神経状態 2と呼ぶ. このとき T = 2.0,∆ = 0.001
であり, C = 0.02, γn = 1(n = 1, ..., 5), γnk = 100(n =

ラベル数 1 2 3 計

データ数 5 20 3 28

表 1: 28本のスパイクデータを解析し, 本手法により推
定されたラベル数.

k), γnk = 2.5(n 6= k) を用いた.
Neural Signal Archiveから入手できるMT野データ

の内, nsa2004.1, j001に含まれるコヒーレンス 6.4%の
ランダムドット提示時のニューロンデータ 28本の解析
を行った. 28本のスパイクデータを解析し, 推定された
ニューロンのラベル数を表１に示す.
解析した 28本のデータのうち, 2ラベルと推定された

20データにおける, 発火率の時間相関 βnおよび発火率

の平均 µn を推定した. 神経状態 1から神経状態 2への
変化点時刻, そして神経状態 1, 神経状態 2の推定発火
率に含まれる β, µを図 4に示す. (c), (d)は各々µt の

時間平均, 標準偏差を表しており, 〈µn
t 〉 = 1

Tn

∑Tn

t=1 µn
t ,

〈dµn〉 = 1
Tn

∑Tn

t=1(µ
n
t − 〈µn

t 〉)2 と定義される. ただし,
Tn とはラベル nから他のラベルへの変化点時刻, もし
くは全観測時間を意味し, 時刻 tは変化点を 0と見なす.

6 議論
本研究は 2値時系列データから, 平均, 時間相関が非

定常であるイベント発生確率, 変化点, ラベル数を推定
するアルゴリズムを提唱した. 非定常なイベント発生
確率, 変化点は SSSMにより推定され, ラベル数は変分
ベイズにおける関連度自動決定により推定可能であった

(図 2(a), 2(c)).
MT野の解析で抽出された神経状態 1, 神経状態 2は
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図 4: 2ラベルと推定された 20本のデータの推定量. 横軸はトライアル番号を番号が小さい順に並べたものである.
(a): 神経状態 1から神経状態 2への変化点の時刻. (b): 神経状態 1(青), 神経状態 2(赤)の β の値. (c): 神経状態
1(青), 神経状態 2(赤)の µt の値を時間平均したもの. (d): 神経状態 1(青), 神経状態 2(赤)の µt の標準偏差.

各々過渡状態, 持続状態と呼ばれている状態 [42, 43, 44]
に相当しているものと考えられる. 両状態での発火率の
強さは物体の速度に依存し [43], 過渡状態での発火率の
強さは物体の加速度に依存している [44]. 図 2に示した
解析結果においては, 図 2(f) よりラベル 2 が過渡状態
を, ラベル 4が持続状態の発火率を推定している. 以下
では神経状態 1を過渡状態, 神経状態 2を持続状態と呼
ぶ. また, 各ラベルが各神経状態と対応していることか
ら, 以下ではラベルを神経状態と呼ぶ.
図 2(c)に示したMT野の推定発火率は, 過渡状態, 持
続状態の両神経状態において振動している. その理由
は, バースト発火を示すニューロンを解析したためであ
る [42]. バースト発火が起きている時刻で高発火率, そ
うでない時刻で低発火率と推定されている. 従来は刺激
を加えた後, 一定時間以内は過渡状態と見なす [42]. も
しくはトライアル平均により求めた平均発火率からの差

により, 過渡状態から持続状態へ切り替わる変化点を検
出していた [43]. これらはヒューリスティックな手法で
あり, 本手法はワンショットから統計的に 2つの神経状
態を区別することができる点がMT野データの解析に用
いた場合の特長の一つである. 統計的な手法である本手
法は他の領野のニューロンデータの解析にも用いること

ができる. 注意の神経機構を解明するため, 近年MT野
と頭頂間溝外側部との同時記録が盛んに行われている.
本手法を各々の領野のスパイクデータに適用し, 変化点
時刻, 神経状態数の推定結果から 2つの領野間の相互作
用をワンショットデータから検証できる可能性がある.

20本のスパイクデータで推定された 2状態が必ずし
も全て過渡状態, 持続状態と対応しているとは限らない.
しかし, Jonesら (2007)[17]が味覚野で示した結果に基
づくならば, トライアル間で神経状態間の遷移時刻は異
なるが, 神経状態の系列はトライアル間で一致する. つ
まり, 状態 1が過渡状態, 過渡状態から遷移する状態 2
は持続状態であるとみなすことができる. 図 4(a)で示
した通り, 過渡状態から持続状態への変化点の時刻はト

ライアル間でばらつきが大きい. そのため, 解析に用い
たデータはトライアル平均を行うことで変化点時刻の情

報をあいまいにしてしまう. 解析に用いたMT野データ
はワンショットデータから発火率, 変化点の時刻を検出
することが望ましいことを示唆する結果となった.
図 3(b), (c)に示されるように, 本手法は従来の手法と

同様に平均発火率に基づいた変化点検出に加え, 時間変
動の滑らかさに基づいた変化点検出を行えることを示し

た. 図 4(c), (d)より平均発火率はトライアル間で変動
が大きいものの, 図 4(b)より時間変動の滑らかさはト
ライアル間で共通し, 更に過渡状態と持続状態とで大き
な差がみられる. つまりランダムドット提示時のMT野
データに含まれる状態を推定するには, 時間変動の滑ら
かさに基づき変化点を検出できる本手法が適していると

考えられる. 実際, 多変量ポワソン分布に基づく隠れマ
ルコフモデルでは MT野データの変化点は検出できな
いことも確認している (非公開データ).
ニューロンは入力を加えられたときのみではなく, 自

発活動時も神経状態遷移を示す [45, 46]. 決められたコー
スの上を移動するトラッキング課題後の睡眠 (自発活動)
中, 徐波睡眠状態でニューロンは低発火率の DOWN状
態, 高発火率のUP状態の 2つの神経状態間を遷移する.
UP 状態は記憶の形成に深く関わると示唆されており,
自発活動中のスパイクデータからUP状態とDOWN状
態を区別することは記憶形成メカニズムの解明に重要

な役割を果たす. 近年 Chen et al(2009)は一般化線形
モデル, 隠れセミマルコフモデルを用いて UP 状態と
DOWN 状態を区別するアルゴリズムを提唱した [46].
しかしChenらのアルゴリズムはサンプリング手法の一
つであるリバーシブルジャンプマルコフ連鎖モンテカル

ロ法 [47]を用い, 計算時間がかかってしまう. さらに, 解
析する全てのニューロンの変化点時刻が同じであり, 神
経状態の違いは平均発火率の違いのみであるという仮定

を置いている. 従来のアルゴリズムも同様の仮定を用い
ており [15, 16, 19, 17, 18], 本稿で用いたMT野データ
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のように発火率の時間変動の滑らかさの違いにより変化

点を検出することは難しいであろう. 図 3(a), 図 3(b),
図 3(c)より本手法は高い発火率推定精度, 変化点検出能
力を示し, 更に図 2(b), 図 2(e)より神経状態数の推定も
同時に行えることが, 先行研究と比較した際の本手法の
特長である.

Abelesら [15], Gatら [16]は遅延到達運動時における
前頭葉内の articulate sulcusに含まれるニューロンデー
タから, mPHMMを用いて神経状態遷移時刻の検出を
行った. 結果としてデータは 6 個の神経状態に区分さ
れ, 各々の神経状態内でクロスコレログラムを計算し,
ニューロン間の相互作用が異なることを発見した. こ
の解析ではまず平均発火率に基づきデータを区分して

いる. つまり本手法のように時間変動の滑らかさ, 時間
相関に基づきデータを区分することで彼らの結果とは

異なる変化点時刻, 神経状態数が推定される可能性があ
る. よって,本手法の多ニューロン解析への拡張が今後の
課題の一つとして挙げられる. また, 近年の計測技術の
向上により, 数１００オーダーのニューロン活動を同時
に計測可能となった. ネットワーク全体においてニュー
ロンの状態遷移が担う役割を解明するためにも, 本手法
を多ニューロン解析へ拡張する必要がある. 解析する
全てのニューロンの変化点時刻が同じであるという仮

定 [15, 16, 19, 17, 18, 46] を用いるならば, 本手法の多
ニューロン解析への拡張は容易い. より詳細な多ニュー
ロン解析を行うため, 発火率の事前分布にニューロン間
相互作用を取り入れる, または観測モデルにニューロン
間の相関を取り入れることが必要であると考えられる.
更に今後の展望の 1つとして離散化したビン幅の最適
化が挙げられる. Shimazakiら (2007)[48]は刺激前後時
間ヒストグラムを用いた推定時に, 平均積分二乗誤差が
最小になる離散化したビン幅を計算する手法を提案てい

している. その計算されたビン幅を用いて本手法を適用
するということが考えられる. これは計算時間もかから
ず高い性能を示す可能性はある. ベイズ最適化の枠組み
で離散化したビン幅を推定する枠組みとして, Watanabe
ら [38]は周辺尤度最大化による最適なビン幅の推定方
法を提案している. 本研究も同様に最適なビン幅を推定
できる可能性がある.
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部分空間SVMのための交差部分空間学習
Cross Subspace Learning for Subspace Support Vector Machine
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Abstract:

The support vector machine (SVM) classifies an input pattern by using a hyperplane. The SVM

demonstrated high generalization ability, and is being widely researched now. We propose a new

SVM-based classifier called the subspace SVM (SSVM). The SSVM has a restriction that the

normal vector of its hyperplane is included in a subspace. In order to provide the subspace, we

split a set of samples into two sets. One set is used to compose the normal vector, and the other set

is used to train parameters in the normal vector and the threshold, similarly to the cross validation

method. We call this method the cross subspace learning for the SSVM. We conducted experiments

with 13 datasets in order to show the advantage of the SSVM.

Keywords: Pattern recognition, Support vector machine, Cross subspace learning, Cross-

validation

1 まえがき
1990年代前半，Vapnikらがパーセプトロンをカー

ネル法により非線形へ拡張した Support Vector Machine

(SVM) [1] を提案した．それは 1960年代に Vapnik氏

が提案した，マージン最大化という基準での最適な識別

境界を与える線形識別機 Optimal Hyperplane Classifier

(OHC)にカーネル法を用いたものである．OHC自体は，

その解を求めるために凸 2次計画問題を解かなくてはい

けないため，提案された時代には実用的ではなかった．

その上Minskyらによって線形識別の限界が指摘され [7]，

広く認知されることはなかった．しかし，計算機の飛躍

的な進化とカーネル法によりその高い汎化能力が示さ

れ [2]，SVMは注目を浴びるようになり，現在も広く研

究されている．

本研究では，部分空間 SVM (SSVM)と呼ぶ SVMを

拡張した新しい識別器を提案する．SSVMは，SVMに

その超平面の法線ベクトルが部分空間に含まれるとい

う制限を導入したものである．SVMでは法線ベクトル

は標本点によって張られ，そのパラメータの学習もまた

同じ標本点を使って行われる．SVMのこの特性はパラ

メータ選択という観点からは，汎化性を損なう可能性が

ある．そこで SSVMに交差検定と同様の手法を用いて

∗東京工業大学, 152-8553東京都目黒区大岡山 2-12-1, tel. 03-5734-
3497, e-mail{n708i,yamasita}@ide.titech.ac.jp,
Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo

みることにする．

交差検定は汎化性能を検定する方法であり，パラメー

タ選択にもよく用いられる [4, 5]．機械学習において学

習標本点に対して最適なパラメータを検定すると未知

のデータに対する識別精度が悪化することがある．これ

が過学習と呼ばれる現象である．複雑な識別器では学習

データに対する学習が誤差 0で実現できるため過学習が

起こりやすい．SVMの場合，一般にカーネル関数のパ

ラメータやスラック変数の重みを調節することで過学習

を避けている [6]．交差検定では学習標本点の集合を学

習データとテストデータに分割し，テストデータでパラ

メータを評価する．それにより学習データに特化した学

習結果になることがなくなり，過学習を抑えることがで

きる．

SSVMを使えば識別境界の法線ベクトルを張る標本点

とそのベクトルのパラメータを決める標本点を異なるも

のにすることができる．そこで標本点の集合を 2つに分

けて，片方を SSVMの制限部分空間を張るために用い

る．識別境界の法線ベクトルは，このセットのベクトル

の一次結合となる．そしてもう片方を，SSVMの学習と

同じように，法線ベクトルとしきい値のパラメータを学

習するために用いる．この解も凸 2次計画問題で解くこ

とができる．また交差検定法と同じように標本点の分け

方は変えることが可能で最終的な結果は分割それぞれで

の結果を平均したものとする．この手法を SSVMのた
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図 1: SVMとマージン

めの交差部分空間学習と名付ける．

交差部分空間学習法は，学習標本点を分割して利用す

るという面では，バギングなどのアンサンブル学習と類

似しているようにも見える．しかしながら，アンサンブ

ル学習では，一部分の学習標本点を使って学習した弱学

習器の識別結果を，多数決などによって組み合わせるの

に対して，交差部分空間学習法は，最終的な識別規則は

元のサポートベクトルマシンと全く同じであり，法線ベ

クトルの重みやしきい値などのパラメータを決定すると

きに，交差検定の考え方を取り入れるために学習標本点

を分割するもので，アンサンブル学習とは異なるもので

ある．

本稿では，提案手法の有用性を示すために 2クラス識

別用の 13のデータセットを用いて実験を行った．

2 Support Vector Machine
SVMは 2クラス識別器である．クラスラベルを +1
と −1で表し Y = {+1,−1}とすることとし，ラベルが
+1，−1の母集団をそれぞれ Ω+1 ， Ω−1 で表す. ある

ベクトルwとスカラー θに対して，OHC，もしくは線

形 SVMの識別関数は

d(x) = 〈w,x〉+ θ. (1)

で与えられる．

未知パターンxを識別するときは，d(x)が正の時x ∈
Ω+1，d(x)が負の時 x ∈ Ω−1 として識別する．

図 1が示すように識別境界となる {x | d(x) = 0} は
RN 上の超平面となる．標本点を分離する超平面の中で
未知の入力を最もよく分離できると考えられる超平面は

マージンM を最大にするような超平面であるとする．

マージンを最大化するためには yi(〈w,xi〉+θ) ≥ 1 ∀i

の条件のもと，ノルム ‖w‖2を最小化すればよい．しか
しながら，現実問題として標本点の線形分離が不可能な

場合も多いため，また SVMの汎化性能を向上させるた

めに，スラック変数 ξl ≥ 0 (l = 1, 2, . . . , L)を導入し，
制約条件を

yl(〈w,xl〉+ θ) ≥ 1− ξl. (2)

とする．

ξl = 0ならば，元の制約条件と同じになる．ξl > 0な
らば，制約条件を緩めたことになり，ξl > 1で特に式 (2)

の等号が成立する場合には，その標本点は誤認識するこ

とになる．このような標本点ばかりでは認識できなくな

るため，ξlを小さくするような項を最小化する評価基準

に加える．このような手法をソフトマージンと呼び，C

を ξlを小さくするための項の定数とする．以上をまとめ

ると SVMの評価基準は次のようになる．l = 1, 2, . . . , L
に対する

yl(〈w,xl〉+ θ)− 1 + ξl ≥ 0, (3)

ξl ≥ 0, (4)

の条件のもとに，

1
2
‖w‖2 + C

L∑

l=1

ξl (5)

を最小とする．この制約付きの最適化問題を Lagrange

の未定乗数法を使って変形すると

0 ≤ αl ≤ C,
L∑

l=1

αlyl = 0. (6)

の条件のもとに αl(l = 1, 2, . . . , L)について，

LD =
L∑

l

αl − 1
2

L∑

l=1

L∑

k=1

αlαkylyk〈xl,xk〉 (7)

を最大化すればよいことになる．

上の手法はカーネル法によって非線形へと拡張される．

つまり非線形写像 Φによって高次元の特徴空間に写像

してから識別を行うことになる．2つのベクトル xと z

に対して

k(x, z) = 〈Φ(x),Φ(z)〉. (8)

が成立するため，上で現れる内積をカーネル関数に置き

換えればよい．サポートベクトルの集合 SV を

SV = {xl | 0 < αL ≤ C}. (9)

によって与える．このとき識別関数は

d(x) =
∑

xl∈SV
αlylk(xl,x) + θ. (10)

となる．
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3 部分空間SVMのための交差部分空

間学習

3.1 部分空間 SVM（SSVM）

この節では識別超平面の法線ベクトル w が部分空間

に属するという制限を加え，SVMを拡張した SSVMに

ついて説明する．

{zn}Nn=1 をその制約部分空間を張るためのベクトル

とする．すると実数の組 {βn}Nn=1 に対して,

w =
N∑
n=1

βnzn. (11)

と置くことができ，

‖w‖2 =
N∑
m=1

N∑
n=1

βmβn〈zm, zn〉. (12)

となる．

{(xl, yl)}Ll=1 を学習標本点とする．SSVMの学習は

l = 1, 2, · · · , Lに対して

yl

(
N∑
n=1

βn〈zn,xl〉+ θ

)
− 1 + ξl ≥ 0, ξl ≥ 0 (13)

の条件のもとに，

1
2

N∑
m=1

N∑
n=1

βmβn〈zm, zn〉+ C

L∑

l=1

ξl (14)

を最小化すればよい．

ラグランジュの未定係数 αl, µl (l = 1, 2, . . . , L)を導
入して，ラグランジュ関数は

LSP =
1
2

N∑
m=1

N∑
n=1

βmβn〈zm, zn〉

+C
L∑

l=1

ξl −
L∑

l=1

µlξl

−
L∑

l=1

αl

[
yl(

N∑
n=1

βn〈zn,xl〉+ θ)− 1

]
(15)

となる．

KKT 条件より，l = 1, 2, . . . , L， n = 1, 2, . . . , N に
対して，

∂LSP
∂βn

=
N∑
m=1

βm〈zn, zm〉 −
L∑

l=1

αlyl〈zn,xl〉 = 0, (16)

∂LSP
∂θ

= −
L∑

k=1

αkyk = 0, (17)

∂LSP
ξl

= C − αl − µl = 0, (18)

yl

(
N∑

k=1

βk〈zk,xl〉+ θ

)
− 1 + ξl ≥ 0, (19)

ξl ≥ 0, αl ≥ 0, µl ≥ 0. (20)

αl

[
yl

(
N∑
n=1

βn〈zn,xl〉+ θ

)
− 1 + ξl

]
= 0, (21)

µlξl = 0. (22)

が成立する．

ベクトルまたは行列 Aの転置を AT で表すことにし，

次のベクトルを定義する．

α = (α1, α2, . . . , αL)T , (23)

β = (β1, β2, . . . , βL)T , (24)

y = (y1, y2, . . . , yL)T , (25)

1 = (1, 1, . . . , 1)T . (26)

また，(N,N)-行列 Z を，

(Z)mn = 〈zm, zn〉. (27)

で定義する．Z は可逆とする．少なくとも非負であるの

で，可逆でない場合は Z の代わりに，Z + εI によって

正則化する．ここで，ε > 0は正則化パラメータであり，
I は単位行列である．さらに (N,L)-matrixDを，

(D)nl = yl〈zn,xl〉. (28)

で定義する．式 (16)， (17)はそれぞれ

Zβ −Dα = 0, (29)

yTα = 〈y,α〉 = 0, (30)

となる．

SSVMの学習は SVMと同様に αに関する凸 2次計

画問題となり，計算機によって解くことができる．

l = 1, 2, . . . , Lに対して，

0 ≤ αl ≤ C, (31)

yTα = 0, (32)

の制約条件のもと，αに関する二次形式

LSD = 1Tα− 1
2
αTDTZ−1Dα (33)

を最大化する．
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この 2次計画問題を解いて，αを求めれば，

β = Z−1Dα. (34)

からwが計算できる．

SV S = {xl|0 < αl < C, 1 ≤ l ≤ L}とおけば.

θ =
1

|SV S |
∑

xl∈SV S

[
yl −

N∑
n=1

βn〈zn,xl〉
]

(35)

によって，θを求めることができる.

これにカーネル法を用いた場合，識別関数は

d(x) =
N∑
n=1

βnk(zn,x) + θ. (36)

となる．

3.2 交差部分空間学習

式 (7)を見ると判るように，SVMの法線ベクトルは

学習標本点によって張られる．そして同じ標本点によっ

て法線ベクトル内のパラメータ αk が学習される．

SVMのこの特性は汎化性能を悪くする可能性がある．

そこで SSVMに交差検定法と同様の手法を用いること

を提案する．

交差検定は本来，任意の統計量の推定法として考案さ

れたものであり，次のような手順で行われる．まず標本

点の集合をK 個の標本群に分割する．そのうちの 1つ

をテスト事例とし，残るK−1個を訓練事例とする．そ
の後，K 個に分割した標本群それぞれをテスト事例と

してK 回検定を行う．K 回の実験を繰り返すことです

べてのデータをテスト事例として用いることとなる．こ

のようにして得られた K 回の結果を平均して 1つの推

定を得る．この方法をK-fold交差検定と呼ぶ [4, 5]．

SVMを部分空間制約で拡張したことにより法線ベク

トルを構成するデータと学習を行うデータを分離するこ

とが可能となった．そこでその SSVMに交差検定のア

ルゴリズムを組み込む．学習標本点をいくつかの標本群

に分割し，そのうちの一部を部分空間を張るために，そ

の他を識別関数のパラメータの学習のために利用する．

この手法を交差部分空間学習法と呼ぶことにする．

交差部分空間学習について詳細に説明する．

まず，L個の標本点 T = {xi}Li=1を S1,S2, . . . , SK の

K 個の標本群に分割する．

T = S1 ∪ S2 ∪ S3 ∪ . . . ∪ SK . (37)

U と V をそれぞれ部分空間を張るための標本点と学

習標本点とする．SSVMであるため，U，V の元は式

Experiment 1

Experiment 2

Experiment 3

Experiment 4

For subspace

Total number of Training Data

For parameter

Total number of Training Data

For parameter

図 2:交差部分空間学習のデータ分割例 (K = 4 (1,3))

(27)，(28)の zn と xl となる．そして凸 2次問題を解

き，識別関数 dU,V (x)を得る.

U と V の決め方は複数存在する．U を S1,S2, . . ., Sk
とし，そして残った T − S1,T − S2, . . ., T − Sk を V と

する．するとそれぞれの識別関数を K 個得ることにな

る．最終的な識別関数 d(x)はそれらを加えて

d(x) = dS1,T−S1(x)+dS2,T−S2(x)+· · ·+dSK ,T−SK (x).
(38)

となる．図 2でこの場合のK = 4での標本点の分け方
を示す．

また，逆の方法も考えることができる．つまり T −S1

,T −S2, . . ., T −Sk を U とし，S1 ,S2, . . ., Sk を V とす

る．この場合も最終的な識別関数 d(x)は

d(x) = dT−S1,S1(x)+dT−S2,S2(x)+· · ·+dT−SK ,SK (x).
(39)

となる．図 3でこの場合のK = 4での標本点の分け方
を示す.

交差検定では学習用とテスト用に標本点を分けていた．

実験のすべての段階でテストデータの情報が学習系に入

り込まないようにしておかないと実験結果が信頼できる

ものとならないため，1つのデータを学習にもテストに

も利用することはなかった．しかし提案手法は，SVM

では元々同じデータを使っていたものを部分空間で制限

し分けたものであるため，1つの標本群を U か V に決

めることなく,両方に使うことも可能である．またパラ

メータを訓練する標本点の数が不十分であると良い結果

が出ない．そこで標本点全てを法線ベクトルのパラメー

タを訓練するための V に使い，部分空間はいくつかの

標本群で張ることにする．図 4でこの場合のK = 4で
の標本点の分け方を示す.

4 実験
2クラス識別用の 13のデータセットで実験を行った．

データセットの特性は表 1で示す．
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図 3:交差部分空間学習のデータ分割例 (K = 4 (3,1))

Experiment 1

Experiment 2

Experiment 3

Experiment 4
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Total number of Training Data

For parameter

図 4:交差部分空間学習のデータ分割例 (K = 4 (1,4))

制限部分空間を張る標本点 U とパラメータ学習標本

点 V のそれぞれの標本群の数を (k, l)で表すことにす
る．すなわち l = K のときは，パラメータの学習に全

ての標本点を使っていることになる．通常の交差検定で

はテストデータは分割した標本群 1つであるが交差部分

空間学習では l = 1, 2, . . . K と変えて実験を行った．
スラック変数のパラメータCは 5-fold交差検定で決定

した．カーネル関数のパラメータは [10]の通常の SVM

と同じものを用いた．

部分空間用とパラメータ学習用に違う標本点を用い

た SSVMの実験結果を表 1に示す．この表の中の SVM

の結果は [8, 9]を参照した．太字は各データセットで

の最良の結果である．表 2から, 13データセットのうち

9つのデータセットで従来手法の SVMの識別率を上回

り，’banana’， ’ringnorm’， ’thyroid’，’twonorm’では t-

検定においても有意水準 5%の有用性が明確に示された．

制限部分空間用の標本群数を変えた場合，最良の結果

はほとんど全てのデータセットにおいてK = 3，K = 4
に対してそれぞれ (1, 2)， (1, 3)となっている．これは
パラメータ学習のための標本点数が多い方が良いためで

あると考えられる．

分割数Kを変えた場合は，ほとんど全てのデータセッ

トでK = 3もしくはK = 4の場合で最も認識率が高く
なった．K = 2とK = 3の場合を比べてみても 13種類

中 11のデータセットで K = 3の場合の認識率が高い．
しかしK = 4の結果はK = 3の場合と比べてもその違
いは大きくなく，一概に分割数を増やしていけば認識率

が高くなるとは言えない．しかしながら交差部分空間学

習する上で 2分割では足りず，3，もしくはそれ以上に

分割したほうが良いと思われる．

パラメータ学習用に全ての標本点を使用した SSVM

の実験結果を表 3に示す. この結果を見ると 13データ

セット中 11種類で SSVMの有用性が示された．制限部

分空間を張る標本点の割合の変化で見てみると表 2のと

きとは違い，あまり変化がない．これはパラメータ学習

の標本点数が十分であるからと考えられる．K に関し

ては表 2と同様にK = 2では不十分と見える．
表 3と表 2を比較すると’germen’，’image’，’titanic’

の SVMよりも SSVMの方が誤認識率が高いデータセッ

トに対して，パラメータの学習に標本点をすべて用いた

方が良い結果が得られる．SSVMの結果が SVMより優

れているとき，表 2での結果は表 3での結果よりも誤認

識率が低い．従って，交差部分空間学習を用いた SSVM

を使う場合 U と V で同じ標本点を使うことを避けた方

が良いと思われる．

’splice’に対しては，全ての場合で SSVMが SVMに

優位性が示せなかった．この理由に関して調査する必要

がある．

5 おわりに
SVMを元にした新たな識別器，SSVMを提案した．こ

の識別器は識別境界の法線ベクトルを予め与えた部分空

間に制限している．この SSVMで法線ベクトルを構成

する標本点と法線ベクトルのパラメータを学習する標本

点に，それぞれ違うものを使用する交差部分空間学習を

提案し，計算機実験によって SSVMの有用性を示した．

今後の課題として可変カーネル SVM [3] の過学習の

問題を解消するために交差部分空間学習を適用する．可

変カーネル SVMは非対称カーネルを使用することで自

由にそのカーネルパラメータが選択できる．しかし，自

由度が高すぎるために，簡単な問題では性能を向上させ

ることができるが，現実的な問題では過学習のため，満

足な結果は得られなかった．そこで交差部分空間学習を

使用することで過学習の問題を軽減することが必要で

ある．
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Dataset # of training # of test # of dimension

DN name patterns patterns realizations

1 banana 400 4900 100 2

2 breast cancer 200 77 100 9

3 diabetis 468 300 100 8

4 flare solar 666 400 100 9

5 german 700 300 100 20

6 heart 170 100 100 13

7 image 1300 1010 20 18

8 ringnorm 400 7000 100 20

9 splice 1000 2175 20 60

10 thyroid 140 75 100 5

11 titanic 150 2051 100 3

12 twonorm 400 7000 100 20

13 waveform 400 4600 100 21

表 1:データセット特性

参考文献
[1] C. Cortes and V. Vapnik “Support-vector networks”,

Machine Learning, vol.20, no.3, pp.273-297, Sep.

1995.

[2] V. Vapnik, “Statistical Learning Theory”, Wiley Inter-

science, NewYork, 1998.

[3] 柳森,山下幸彦, “カーネル理論の拡張と非対称カー

ネルサポートベクタマシン”, 2004 Workshop on

Information-Based Induction Sciences (IBIS2004),

Tokyo, Nov. 2004.

[4] M. Stone, “Cross-Validatory Choice and Assessment

of Statistical Predictions”, Journal of the Royal Statis-

tical Society. Series B (Methodological), vol.36, no.2,

pp.111-147, 1974.

[5] S. Geisser, “The predictive sample reuse method with

applications”, Journal of the American Statistical As-

sociation vol.70, pp.320-328, Jun. 1975.

[6] D. C. Manning and P. Raghavan and H. Schuetze, “In-

troduction to Information Retrieval”, Journal of the

American Statistical Association chapter 15.2, Cam-

bridge University Press, 2008.

[7] M. Minsky and S. Papert, “Perceptrons”, MIT Press,

Cambridge, 1969.
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DN SVM SSVM, K=2 (1,1) SSVMK = 3 (1,2) SSVMK = 3 (2,1)

1 11.53± 0.66 10.51± 0.43 10.38± 0.43 10.62± 0.46
2 26.04± 4.74 25.56± 4.53 25.61± 4.55 26.12± 4.89
4 23.53± 1.73 23.03± 1.72 23.17± 1.69 23.53± 1.70
3 32.43± 1.82 32.43± 1.77 32.40± 1.78 32.57± 1.77
5 23.61± 2.07 23.92± 2.15 23.86± 2.33 23.97± 2.35
6 15.95± 3.26 15.70± 3.34 15.32± 3.26 15.60± 3.33
7 2.96± 0.60 3.63± 0.55 3.37± 0.43 4.03± 0.72
8 1.66± 0.12 1.50± 0.10 1.47± 0.08 1.56± 0.10
9 10.88± 0.66 12.75± 0.59 12.52± 0.82 13.10± 0.73
10 4.80± 2.19 4.41± 2.10 4.16± 2.04 4.39± 2.18
11 22.42± 1.02 22.62± 1.27 22.62± 1.13 23.15± 1.05
12 2.96± 0.23 2.41± 0.16 2.39± 0.15 2.39± 0.13
13 9.88± 0.43 9.91± 0.49 9.82± 0.37 9.85± 0.47

(a) SVMと SSVM (K = 2, 3)

DN SSVMK = 4 (1,3) SSVMK = 4 (2,2) SSVMK = 4 (3,1)

1 10.39± 0.43 10.45± 0.45 10.75± 0.54
2 25.31± 4.39 25.65± 4.59 25.97± 4.37
4 23.16± 1.70 23.13± 1.70 23.25± 1.70
3 32.40± 1.78 32.41± 1.76 32.84± 1.64
5 23.80± 2.28 23.75± 2.22 23.97± 2.21
6 15.40± 3.17 15.67± 3.23 15.65± 3.18
7 3.13± 0.52 3.32± 0.57 4.38± 0.68
8 1.46± 0.08 1.72± 0.17 1.58± 0.12
9 12.23± 0.70 12.29± 0.76 13.02± 0.76
10 4.25± 2.11 4.28± 2.06 4.29± 1.98
11 22.46± 1.12 22.62± 1.13 22.83± 1.15
12 2.38± 0.14 2.39± 0.13 2.41± 0.13
13 9.81± 0.44 9.83± 0.42 9.85± 0.45

(b) SSVM(K = 4)

表 2:実験結果 (部分空間用とパラメータ学習用の標本点が違う場合)
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DN SVM SSVM, K=2 (1,2) SSVMK = 3 (1,3) SSVMK = 3 (2,3)

1 11.53± 0.66 10.44± 0.45 10.44± 0.45 10.44± 0.46
2 26.04± 4.74 25.42± 4.65 25.53± 4.53 25.39± 4.64

3 23.53± 1.73 23.21± 1.84 23.20± 1.86 23.22± 1.82
4 32.43± 1.82 32.40± 1.78 32.40± 1.79 32.41± 1.79
5 23.61± 2.07 24.13± 2.15 23.69± 2.28 23.57± 2.15

6 15.95± 3.26 15.48± 3.24 15.40± 3.27 15.44± 3.24
7 2.96± 0.60 2.95± 0.47 2.97± 0.53 2.96± 0.60
8 1.66± 0.12 1.82± 0.21 1.86± 0.24 1.72± 0.16
9 10.88± 0.66 11.58± 0.72 11.73± 0.65 11.29± 0.77
10 4.80± 2.19 4.75± 2.18 4.45± 2.21 4.53± 2.18
11 22.42± 1.02 22.45± 1.05 22.37± 1.05 22.40± 0.99
12 2.96± 0.23 2.40± 0.14 2.40± 0.14 2.40± 0.14
13 9.88± 0.43 9.80± 0.42 9.79± 0.43 9.81± 0.41

(a) SVMと SSVM (K = 2, 3)

DN SSVMK = 4 (1,4) SSVMK = 4 (2,4) SSVMK = 4 (3,4)

1 10.43± 0.44 10.44± 0.46 10.44± 0.46
2 25.53± 4.47 25.44± 4.60 25.39± 4.66

3 23.22± 1.85 23.20± 1.83 23.22± 1.82
4 32.40± 1.78 32.41± 1.78 32.42± 1.79
5 23.66± 2.32 23.64± 2.17 23.58± 2.13
6 15.43± 3.23 15.43± 3.26 15.45± 3.28
7 2.98± 0.59 2.99± 0.51 2.98± 0.61
8 1.91± 0.26 1.79± 0.18 1.68± 0.14
9 11.72± 0.76 11.32± 0.78 11.17± 0.72
10 4.45± 2.15 4.52± 2.19 4.53± 2.17
11 22.46± 1.12 22.35± 1.14 22.39± 0.99
12 2.39± 0.14 2.39± 0.14 2.40± 0.14
13 9.77± 0.40 9.80± 0.42 9.83± 0.39

(b) SSVM(K = 4)

表 3:実験結果 (部分空間用とパラメータ学習用の標本点が同じ場合)
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on the combinatorial scalability issue pertaining to the model selection for mixture models
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1 はじめに
複雑多様なデータ分析へのニーズの高まりと共に，異

種多様な分布を混合したモデルクラス (我々は、このモ
デルを異種混合モデルと呼ぶ)の重要性が高まっている．
異種混合モデルのクラスには，正規分布と指数分布の混

合分布のような比較的単純なモデルから，異なる内部次

元を持つ混合因子分析モデル [6]，異なる次数を持つ混
合多項曲線モデル，異なる属性を利用する混合判別モデ

ルといった複雑なモデルまで含まれ，このような複雑な

分布は実応用の様々な場面で遭遇する．

異種混合モデル (の一部)を推定するための素朴な方
法としては、混合正規分布によって近似をする事が挙げ

られる。これは、混合正規分布がコンポーネント数の増

加と共に任意の精度で分布を近似可能であるという点で

根拠を持つ [14]。一方で、異種混合モデルを精度よく近
似するために多数のコンポーネントを利用した場合には

モデルの解釈が困難となり、解釈性を高めるためにコン

∗NEC 共通基盤ソフトウェア研究所, 211-8666 神奈川県川崎
市中原区下沼部 1753, e-mail r-fujimaki@bx.jp.nec.com, URL
http://www.nec.co.jp/rd/datamining/
NEC Common Platform Software Research Laboratoies, 1753,
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa

ポーネント数を少なくすると近似が粗くなるという問題

がある。

本稿では，異種のコンポーネントを混合させて，異種

混合モデルを「真っ向から」学習するための，一般的な

枠組みを確立する事を目的とする．異種のコンポーネン

トを混合させるためには，事前に適切なコンポーネント

数と各コンポーネントの種類を決める必要がある．しか

しながら，実応用においてこれらを事前に知る事は不可

能であり，データを人手で分析してコンポーネントを一

つずつ設定する事も非現実的である．したがって，異種

混合モデルに関する学習問題では，データからコンポー

ネントの数，種類およびそのパラメータを推定する事

が重要となる．我々は，この問題を “異種混合モデル選
択”，可能なコンポーネントの種類を “コンポーネント
候補”と呼ぶ事にする．
異種混合モデル選択問題の重要な課題として，

(A) 任意のモデルをコンポーネント候補として扱う，

(B) コンポーネント数およびコンポーネント候補数に

対して線形の計算量を保証する，

という 2点が挙げられる．(A)は，このクラスの問題を
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一般に広く解決するために必要な課題である．また，モ

デルの候補数はコンポーネント候補の組み合わせ数に

よって決まり膨大となるため，(B)は異種混合モデル選
択をコンポーネント候補の組み合わせ数に依存せずに，

現実的な時間で解決するために必要となる課題である．

(A)を解決するための一般的な方法として，情報量基
準 (最小記述長 (MDL) [10]，赤池情報量基準 (AIC) [1]，
ベイズ情報量基準 (BIC) [13]など)を目的関数としてモ
デル空間を探索する方法が挙げられる．しかし，モデル

の候補数は，コンポーネント候補の組み合わせの数に依

存し、全探索はもちろんパタン探索 [9]などの探索アル
ゴリズムを利用したとしても (B)の問題を解決する困難
である．より洗練された方法として，変分ベイズ法に基

づく手法 [6]や階層的クラスタリングタイプの手法 [8]
が提案されているが，双方ともコンポーネントの分布ク

ラスに制限があり，線形の計算量を保証する事はできて

いない．

本稿は，異種混合モデル選択に対して，期待情報量基

準最小化法 (Expectation Minimization of Information
Criterion; EMIC)を提案する．EMICは，隠れ変数を
含むモデルのパラメータ推定として一般的な EMアル
ゴリズム [5]をモデル選択へ拡張した方法で，隠れ変数
の事後分布に関する完全データ1の情報量基準の期待値

を繰り返し最小化する．通常のEMアルゴリズムとの最
大の相違点は，Mステップにおいて，各コンポーネント
のパラメータだけでなく，各コンポーネントの種類その

ものを更新可能な事である．これによって，コンポーネ

ント数とコンポーネント候補数に対して線形時間の異種

混合モデル選択が実現される (すなわち課題 (B)が解決
される)．また，第 3.4節で，MDL/BIC, AICに対して，
期待情報量基準の繰り返し最小化が，元の情報量基準の

値が単調に減少させることを示す．これは，EMICによ
る期待情報量基準の探索が，元の情報量基準に対する最

適解を探索可能である事を意味している．MDL/BIC，
AICなどの情報量基準は，任意の分布をコンポーネン
ト候補として扱う事が可能なため，これによって EMIC
が課題 (A)を解決可能である事を示す．
本稿は次節以降，以下のように構成される．まず，第

2節で異種混合モデルの定義を与え，提案手法の土台と
なる情報量基準に関する説明を行なう．第 3 節で，提
案手法の定式化，最適化，理論的正当性などを説明し，

第 4節で人工データおよび UCIデータ [2]を利用して，
提案手法が (A)および (B)を解決可能である事を実証
する．

1観測データとそれに対応する隠れ変数．

2 数学的準備
| ◦ |は，集合 ◦の要素数，P (•; ⋆)は ⋆によってパラ

メトライズされた •の確率密度 (質量)関数，⋆̂は ⋆ の

最尤推定量を表すとする．．

2.1 異種混合モデル

パラメトリックな確率分布族 Vj = {P (X;ϕVj )|ϕVj ∈
Φj} を考える．ただし，ϕVj = (ϕVj

1 , . . . , ϕ
Vj

JVj
) は Vj

に対応するパラメータ集合 Φj の要素とする．ここで，

P (X; ϕVj )は j に対して異なるパラメータ次元 JVj を持

つだけでなく分布系が異なってもよい．また，コンポー

ネント候補を，S = {Vj |j = 1, . . . , |S|}と定義する．
本稿では，異種混合モデルを S に対する混合分布，

{
P (X; θ) =

C∑
c=1

πcP (X; ϕSc
c )

}
, (1)

と定義し2，H = {Hi|i = 1, . . . , |H|}と表記する3．ま

た，Hをモデル候補と呼ぶ．(1)では，C はコンポーネ

ント数，Sc ∈ S (c = 1, . . . , C)はコンポーネント c の種

類を表し，H の要素ごとに異なる．またパラメータを，
π = (π1, . . . , πC)，ϕ = (ϕS1

1 , . . . , ϕSC

C )，θ = {π,ϕ}と
表記する．

2.2 情報量基準

一般に，情報量基準は観測データ xN = x1, . . . , xN

および H ∈ H に対して，(負の)対数尤度4とモデルの

複雑性のトレードオフとして，

IC(xN ; H) = −
N∑

n=1

− log P (xn; θ̂
H

) + ℓ(θ̂
H

), (2)

と表現される5．ただし，ℓ(θ̂
H

) はモデルの複雑性を表
す．例えば，MDL/BIC6，AICは，

MDL/BIC(xN ; H) =
N∑

n=1

− log P (xn; θ̂
H

)+
JH

2
log N,

2階層隠れ変数モデル [3]や階層混合エキスパートモデル [7]など，
より複雑な混合分布に関しては今後の課題とする．

3混同の恐れがない場合には，表記の簡単化のため „H の上付き文
字 H は省略する．

4拡張型確率的コンプレキシティ [15]のように対数損失 (尤度)以
外の適合度を利用する基準，予測的確率的コンプレキシティ [11] や
交差検定のように，データとモデルの複雑性が加算的な形の分解され
ていな基準など，より広いクラスのモデル適合度を利用する基準に対
する議論は今後の課題とする．

5交差検定法によるモデル選択は，一般には異なる形式となるため
本稿の議論は必ずしも当てはまらない．

6このタイプの MDL は crude MDL と呼ばれ，近似精度が
O(log N) となりうる事が知られている．最尤符号化を利用して近
似精度が O(1) である refined MDL が Rissanen [12] によって提案
されている．本稿の議論は，直接 refined MDL へも適用可能である
が，簡単のため crude MDL に対して議論を行なう．
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AIC(xN ; H) = 2
N∑

n=1

− log P (xn; θ̂
H

) + 2JH ,

と表現される．一般的に，これらの情報量基準を利用し

てモデル選択を行なう場合，各モデル候補に対して EM
アルゴリズム [5]によって最尤推定量 θ̂

H
を計算し，次

に情報量基準を最小化するモデルを選択する．しかし，

異種混合モデル選択では，コンポーネント数とコンポー

ネント候補数と共に，モデル候補の数 |H| が膨大となる
点に問題がある．

3 期待情報量基準最小化

3.1 完全データの期待情報量基準

まず，X に対する隠れ変数を Z = (Z1, . . . , ZC)を考
える．Zc は X が c 番目のコンポーネントから生成さ

れた場合に 1 ，それ以外で 0をとる．また，xn に対応

する隠れ変数の値を zN = z1, . . . , zN とする．一般に，

(X,Z)の組は完全変数，(xN , zN ) は完全データと呼ば
れる．

完全変数に関する同時分布 P (X,Z|ϕ)は，P (X|Z,ϕ)
および P (Z|π) に分解する事が可能である．ここで，
P (X|Z,ϕ)は隠れ変数 Z が条件として与えられている

ため，P (X|Zc = 1, ϕ) = P (X; ϕSc
c )である．したがっ

て，完全データの情報量基準 IC(xN ,zN ; H)は，

IC(xN , zN ;H) = −
N∑

n=1

C∑
c=1

znc log P (xn; ϕ̂
Sc

c )

−
N∑

n=1

C∑
c=1

znc log π̂c +
C∑

c=1

ℓ(ϕ̂
Sc

c ) + ℓ(π̂) (3)

と表す事が可能である．右辺の
∑C

c=1 ℓ(ϕ̂
Sc

c ) + ℓ(π̂) は，
完全変数に対する同時分布のモデル複雑性であり，MDL/BIC
および AICに対しては，

∑C
c=1

JSc

2 log
(∑N

n=1 znc

)
+ C−1

2 log N for MDL/BIC∑C
c=1 JSc + (C − 1) for AIC

(4)
と計算される．

(2)に対する (3)の重要な利点は，目的関数が各コン
ポーネントに対して分離されているため，各コンポーネ

ントの種類やパラメータを独立に最適化可能な点にある．

これによって，コンポーネント候補数およびコンポーネ

ント数に対して線形の計算オーダーで，異種混合モデル

選択を実行する事が可能である．

実際には，隠れ変数の値は観測する事ができないため，

IC(xN , zN ; H) を計算する事ができない．そこで，EM

アルゴリズムと同様に，隠れ変数の事後分布，

P (Z|x, θ,H) ∝
N∏

n=1

C∏
c=1

(
πcP (x;ϕSc

c )
)Zc

. (5)

に対する，IC(xN , zN ; H)の期待値EZ [IC(xN ,zN ; H)]
を最適化することにする．完全変数の期待情報量基準を

目的関数とする事の正当性は，第 3.4節で説明する．
EZ [•]は，•の P (Z|x,θ,H)に関する期待値を表すと
すると，EZ [IC(xN , zN ; H)]は，

EZ [IC(xN , zN ;H)] = −
N∑

n=1

C∑
c=1

EZ [znc] log P (xn; ϕ̂
Sc

c )

−
N∑

n=1

C∑
c=1

EZ [znc] log π̂c + EZ

[ C∑
c=1

ℓ(ϕ̂
Sc

c ) + ℓ(π̂)
]

(6)

と計算される．(6)と通常の EMアルゴリズムの期待対
数尤度との違いは，モデルの複雑性の隠れ変数の事後分

布に対する期待値を含んでいる点で，これによって最適

化の各ステップでコンポーネントの種類を最適化する事

が可能となる．

3.2 最適化アルゴリズム

EMICは，各コンポーネント数 C に対して，以下で

説明する EMステップを繰り返す事でコンポーネント
の種類 Scおよびパラメータ ϕSc

c を最適化し，最適なコ

ンポーネント数 C∗ を情報量基準によって選択する．以

下では，(t)は EMステップの t回目の繰り返しである

事を表すとし，混乱の恐れがない場合には省略する場合

がある．

3.2.1 Eステップ

Eステップでは，隠れ変数の事後分布 P (Z|x,θ,H)を
計算する．具体的には，Mステップで必要となるEZ [znc]
およびEZ [

∑C
c=1 ℓ(ϕ̂

Sc

c ) + ℓ(π̂)]の期待値計算を行なう．
まず，EZ [znc]に関してはEMアルゴリズムと同様に，

E
(t)
Z [znc] =

π
(t−1)
c P (xn; ϕS(t−1)

c
c )∑C

c=1 π
(t−1)
c P (xn; ϕS

(t−1)
c

c )
. (7)

と計算される．zn はお互いに独立であるため，この処

理にかかる計算量は O(N) である．
次に，EZ [

∑C
c=1 ℓ(ϕ̂

Sc

c )+ℓ(π̂)]に関しては，基準によっ
て具体的な計算方法が異なるため，ここではMDL/BIC
およびAICの場合を説明する．MDL/BICに関しては，
E

(t)
Z [log(

∑N
n=1 znc)]を直接計算するためには，z1c, . . . , zNc

に関する 2N の組み合わせを考える必要があるため，指

数時間の計算量が必要となる．これでは第 1節で述べた
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(B)の課題を解決できたとしても，高速な異種混合モデ
ル選択が実現できない事となる．そこで，第 3.3節でN

に対する線形オーダーかつ任意精度で近似が可能なアル

ゴリズムを説明する．AICに関しては，モデルの複雑
性 (4)が隠れ変数に依存しないため，特別な期待値の計
算は必要ない．

3.2.2 Mステップ

Mステップでは，EZ [IC(xN , zN ; H)]を最小化するコ
ンポーネントの種類およびパラメータを推定する．EMIC
では，完全変数に対する情報量基準を考える事で，目的

関数がコンポーネント毎に分解されているため，

argmin
Sc,ϕSc

c

{
−

N∑
n=1

E
(t)
Z [znc] log P (xn; ϕSc

c ) + ℓ(ϕ̂Sc
c )

}
,

(8)

なる最適化問題を解くことによって，各コンポーネント

ごとに Sc および ϕSc
c を最適化することが可能である．

また，混合比に関しては，

π̂(t)
c =

∑N
n=1 E

(t)
Z [znc]

N
, (9)

と推定される．

EMICのモデル選択の鍵は，各 EMステップにおい
て，コンポーネントごとに Sc および ϕSc

c の推定が可能

な点である．これによって，コンポーネントの種類に関

する全ての組み合わせに関して情報量基準を計算する事

を回避し，コンポーネント候補数の線形オーダーでの異

種混合モデル選択が可能となっている．

EMステップの収束は，元の情報量基準IC(xN ;H(t−1))−
IC(xN ; H(t))に対して判定を行う．通常の EMアルゴ
リズムでは，しばしばパラメータの値 θ̂

(t)
に対して収束

判定が行われるが，EMICでは各ステップで θ̂
(t)
の次元

が変動するため θ̂
(t)
に対して収束判定は難しい点で注

意が必要である．

Algorithm 1 に EMIC の疑似コードを示す．各コン
ポーネント数 C に対して，コンポーネント種類とパラ

メータを EMステップによって最適化する．最適なコ
ンポーネント数 IC は IC(xN ;H) の最小化によって選
択される．Algorithm 1 では，コンポーネント数を無
限大まで探索する事ができないため，入力として最大

のコンポーネント数 Cmax が必要となる．この問題は，

Ghahramaniら [6]の手法のようにコンポーネントの分
割併合といった経験則を利用することで解決する事が可

能と考えられる．

Algorithm 1 Expectation Minimization of Informa-
tion Criterion
1: Input: xN , S and Cmax

2: Initialization : H̄ ← NULL and IC ← ∞
3: for C = 1, . . . , Cmax do

4: t ← 1 and initialize H(t) and θ̂
(t)

.
5: repeat

6: t ← t + 1.
7: Evaluate EZ [znc] and EZ [

∑C
c=1 ℓ(ϕ̂

Sc

c )+ℓ(π̂)].
8: for c = 1, . . . , C do

9: Calculate S
(t)
c , ϕ̂

(t)

Sc
, π̂

(t)
c by (8) and (9).

10: end for

11: Update: H(t) ← {C,S
(t)
1 , . . . , S

(t)
C } and

θ̂
(t)

← {π̂(t), ϕ̂
(t)
}.

12: Evaluate IC(xN ; H(t)) and convergence.
13: until IC(xN ; H(t)) converges
14: if IC(xN ;H(t)) < IC then

15: IC ← IC(xN ; H(t)), H̄ ← H(t) and θ̄ ← θ̂
(t)

.
16: end if

17: end for

18: Output: the optimal model H̄ and parameter θ̄

3.3 MDL/BICに関する高速近似アルゴリ
ズム

第 3.2.1節で説明したように，MDL/BICのEステップ
において，素朴にE

(t)
Z [log(

∑N
n=1 znc)]を計算しようとす

るとO(2N )の計算量が必要となる．これは，場合によっ
てはコンポーネント候補の組み合わせを考慮する以上の

計算量が必要となる．そこで，本節では，任意の近似精度

かつN の線形オーダーの計算量で E
(t)
Z [log(

∑N
n=1 znc)]

を近似する方法を説明する．

まず，µnc = EZ [znc]および µc =
∑N

n=1 µnc とする．

E
(t)
Z [log(

∑N
n=1 znc)]を

∑N
n=1 znc に関して µc の周りで

テイラー展開し，M 次より大きい項を無視すると，

EZ [log
( N∑
n=1

znc

)
] ≈

M∑
m=0

bmEZ

[( N∑
n=1

znc

)m
]
, (10)

を得る．ここで，bm は適当な係数とする．M は近似の

精度を制御する定数である．

(10)を高速に計算する鍵は，zncに関するzk
ic = zic (k ≥

1) および EZ [zn1czn2c] = µn1cµn2c (n1 ̸= n2) なる性
質を利用する事である．この性質を利用すると，任意の

mに対して，EZ [(
∑N

n=1 znc)m]がO(N)で計算できる．
例として，m = 2 に関しては，

EZ [(
N∑

n=1

znc)2] = µ2
c + µc −

N∑
i=1

µ2
ic (11)

と計算される．

315



3.4 EMICの正当性

本節では，MDLおよびAICに対して，完全データに
対する期待情報量基準の最小化処理によって計算される

最適解が，元の情報量基準に関する局所最適解となる事

を証明する．BICに関しては，漸近的にはMDLと同じ
形式となるため，MDLに関する証明によって正当性を
示す．なお，各証明は紙面の都合上、骨子のみ記述する。

まず，MDLに関して以下の定理を与える．

定理 1 EMICにおいてMDLを情報量基準として利用
した場合，データ数 N が大きい場合，第 3.2節の EM
ステップによって，MDL(xN ;H) が単調に減少する．

証明 1 MDLのモデル複雑性 JH/2 log N は，パラメー

タ θH を記述するために必要な符号長という意味を持つ

が，これはクラフトの不等式 [4]を満たし，パラメータ
θHに関する確率分布7 (の対数尤度)と解釈する事が可能
である．よって，θ を確率変数とみなしMDL(xN ; H) =
− log P (xN , θ̂)，MDL(xN ,zN ; H) = − log P (xN , zN , θ̂)
と解釈する事が可能である．

したがって，

MDL(xN ; H(t)) = E
(t)
Z

[
− log

P (xN , zN , θ̂
(t)

)

P (zN |xN , θ̂
(t)

)

]
.

(12)
が成立し，E

(t)
Z [MDL(xN , zN ;H(t))] の最適性および

Jensenの不等式 [4]を考慮すると，

MDL(xN ;H(t+1)) ≤ MDL(xN ; H(t)) (13)

となる事がわかる．2

定理 1では，MDLのモデル複雑性が漸近的にパラメー
タに関する確率値の対数と等価となる事を利用している

ため，小さいN に対しては必ずしも成立しない．しかし，

本稿での実験では単調性が常に成立していたため，実用

上はある程度小さな N までは定理 1が成立し，EMIC
によって正しくMDL/BICの最小化が実施できる．
次に，AICに関して以下の定理を与える．

定理 2 EMIC において ℓ(θ̂
H

) = EZ [
∑C

c=1 ℓ(ϕ̂
Sc

c ) +
ℓ(π̂)]を満たす情報量基準は，第 3.2節の EMステップ
によって，IC(xN ; H) が単調に減少する．

証明 2 まず、EMICの最適化の性質より、

E
(t+1)
Z [IC(xN ,zN ; θ(t+1)] ≤ E

(t+1)
Z [IC(xN , zN ; θ(t)],

(14)

7正確には劣確率分布であるが，確率分布とみなしても議論に差は
ないため，簡単のため確率分布として議論をする．

が成立する。Jensenの不等式より、

E
(t+1)
Z [log P (zN |xN ; θ(t+1)] ≤ E

(t+1)
Z [log P (zN |xN ; θ(t)]

(15)
が成立するため8、両辺を (14)の両辺に加えて、ℓ(θ̂

H
) =

EZ [
∑C

c=1 ℓ(ϕ̂
Sc

c ) + ℓ(π̂)]を考慮すると、

IC(xN ; H(t+1)) ≤ IC(xN ; H(t)) (16)

となる事がわかる．2

定理 2によって、AICを含む ℓ(θ̂
H

) = EZ [
∑C

c=1 ℓ(ϕ̂
Sc

c )+
ℓ(π̂)]を満たす情報量基準のクラスに対して，EMICに
おける IC(xN ; H)の単調減少性が証明された．
定理 1および定理 2より，MDL/BIC，AICに関し
ては，適当な正則条件の元で，EMIC の最適化処理に
よって計算されるモデルおよびパラメータ (H(t), θ̂

(t)
)

が，IC(xN ;H)の停留点へ収束する事がわかる．これ
らの定理によって，EMICが，対応する情報量基準に関
する最適化という意味において正当性を持つことが示さ

れた．

4 実験と考察
本稿では，2つの異種混合モデルに関して、EMICの
評価を実施した．1つ目のモデルは，異なる独立性を持
つ 3次元正規分布9の混合モデルでGAUSSと表記する．
2つ目のモデルは，異なる次数を持つ多項曲線の混合モ
デルで POLYと表記する．また，以下の結果は全て 10
回の実験の平均 (または 10-fold交差検定)の結果であり，
全ての手法が 10個の異なる初期値に対して最適化を実
施し，最適解を探索した．また，各実験における真のモ

デルをH∗，真のコンポーネント数を C∗ と表記する．

4.1 人工データに対する性能評価

まず，人工データを利用してEMICの計算速度および
モデル選択の性能に関して評価を行った．本実験では，

真のモデルに関する一致性を評価するために，MDLを
基準として利用した10．

4.1.1 比較手法

MDL を利用した EMIC (EMICMDL) に関する比較
手法として，全モデル候補に対して 1回ずつ探索を行う

8E
(t+1)
Z [•] =

P

Z •P (Z|x, „(t)) である点に注意。
9コンポーネントの候補は独立性の違いで 8種類。3次元と限定し

た理由は、高次元とした場合に比較手法の計算量が膨大となり実験が
難しいため。

10混合モデルは，特異モデルであるため MDL/BIC、AIC の導出
における漸近展開が発散してしまい，各基準が正しく機能しない場合
がある事が知られている．しかし，実用上で真のモデルへの一致性能
を評価する事は意味がある．なお，AIC は真のモデルへの一致性は
ないため，本実験では MDL/BIC を採用している．

316



FULLMDL と，パタン探索 [9]によってモデル候補を探
索する PATMDL を評価した．各手法ともパラメータ推

定には EMアルゴリズムを用いた．なお，EMアルゴリ
ズムによるパラメータ推定は，大域的な最適解を得るこ

とができないため，EMICMDL およびPATMDL の推定

精度がFULLMDL よりも良い可能性がある (EMICMDL

および PATMDLは、同じモデルを複数回探索する可能

性があるため)．

4.1.2 評価基準

モデル選択の性能を評価するために，1) 情報量基準
の値 MDL(xN ; H̄)，2) H̄ = H∗ となった割合 (RH)，
3) C̄ = C∗ となった割合 (RC)，4) 最適化の CPU時
間，を評価基準とした．定性的には，1)は目的関数に対
する最適解の探索精度，2)はコンポーネント数および
コンポーネントの種類まで含めたモデル選択の精度，3)
はコンポーネント数に関するモデル選択の精度を表す．

4.1.3 真のモデルとデータの生成

GAUSSの真のモデルの各コンポーネントは，平均ベ
クトルを [−5, 5]より，共分散行列の要素を [0, 1]よりラ
ンダムに生成し，各次元の独立性もランダムに決定した．

GAUSSに関しては真のコンポーネント数を C∗ = 5 と
し，探索するコンポーネントの最大数Cmax を変化させ

た場合の性能の変化を評価した．

POLYの真のモデルの各コンポーネントは，図 1に示
される多項曲線からランダムに 4つを選択した11．デー

タは各曲線に対して平均が 0 の正規分布にしたがうノ
イズを加えて生成し，分散は [1, 4]でランダムに決定し
た．POLYに関しては、Cmax = 5 と固定し，探索する
次数の最大値Dmaxを変動させた場合の性能の変化を評

価した．

なお，両方のモデルで混合比はランダムに設定した．

また，各結果ともデータ数は N = 500 とした．また，
最適化に関しては EMICでは情報量基準に対して，EM
アルゴリズムに関しては対数尤度の値に対して 10−6 の

閾値を設けて最適化を打ち切っている．

4.1.4 結果と考察

図 2に，GAUSSに関する結果を示す．Cmax の増加

とともに，PATMDLおよび FULLMDLの CPU時間が
急速に増加するのに対して，EMICでは線形で CPU時
間が増加している事が確認できる (左上図)．これは，探
索するコンポーネントの最大数Cmax に対してEMICが

11多項曲線の次数と係数をランダムとした実験では，複数の曲線が
重なってしまいモデル選択がほぼ不可能なケースが多く発生したため，
本稿の実験では評価のために図 1に示される曲線を真のコンポーネン
トとした．

図 1: POLYの真のモデルに関する 8つコンポーネント．
1⃝:y = 10, 2⃝:y = −10, 3⃝:y = 2x, 4⃝:y = −2x, 5⃝:y =
2x2−3, 6⃝:y = −2x2 +3, 7⃝:y = 0.5x3−1.5x2−2x+4,
8⃝:y = −0.5x3 + 1.5x2 + 2x − 4.

線形時間の計算量で異種混合モデル選択を実施できる事

を裏付ける結果である．さらに，真のモデルの推定性能

では，RH およびRC の両方で，EMICは他の手法を凌
駕している．これは，同一基準を利用した通常のEMア
ルゴリズムに基づく手法と比較して，EMICの探索が局
所解に対してロバストにモデルを推定可能である事を示

している．EMICはパラメータとモデルの空間を同時に
探索するため，パラメータ空間で性質の悪い局所解に落

ちた場合 (あるいは落ちる前) に，モデルを変更して探
索を継続可能であるため，よりよい解が得られたと考え

られる．

図 3，POLYに関する結果を示す．CPU時間に関して
は，Dmaxの増加とともに，PATMDLおよびFULLMDL

では探索に必要な時間が急速に増加するのに対して，

EMIC では線形に増加している事が確認できる (左上
図)．これは，コンポーネントの候補数12の増加に対して，

EMICが線形時間の計算量で異種混合モデル選択を実施
できる事を裏付ける結果である．また，GAUSSの場合と
同様に，IC(xN ; H̄)，RH，RC に関しても，EMICMDL

がその他の手法よりも優れた性能を発揮している事が確

認できる．

次に，EMICのEMステップを詳しく分析するために，
POLYに関して，各ステップにおけるモデルの推定結果
の例を，図 4に示す．tはEMステップの回数，Fiは i番

目のコンポーネントに対応する曲線，Diは Fi の次数を

それぞれ表している．t = 1 (左上)は，隠れ変数をラン
ダムに初期化した際に推定されたコンポーネントで，真

120 次まで合わせて Dmax + 1．
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図 2: GAUSS に対する EMICMDL，PATMDL，

FULLMDL のモデル選択性能の比較．

図 3: POLY に対する EMICMDL，PATMDL，

FULLMDL のモデル選択性能の比較．

の曲線を全く再現できていない．EMICによる最適化が
t = 3，t = 10，t = 20と進むとともに，推定された曲線
が徐々にデータの適合していく様子が確認できる．ここ

で，各コンポーネントに対する最適な次数 (D1 ∼ D4)
が最適化とともに頻繁に変動している点は注目に値す

る．変動の様子も，真のコンポーネントへ次数が単調に

近づくもの (例えば F1)や，真のコンポーネントよりも
複雑なモデルを推定してから真のコンポーネントへ収束

するもの (例えば F4の t = 10)など，コンポーネントに
よってモデル空間の探索の様相が異なる点で興味深い．

これは，期待されるデータ数
∑N

n=1 EZ [znc]が小さい場
合には単純なモデルが，大きい場合には複雑なモデルが

選ばれやすいため，各ステップにおける隠れ変数の事後

分布の推定 (Eステップ)とコンポーネントごとのモデ
ル選択 (Mステップ)が密接に関連しているためであろ

図 4: EMICにおける POLYモデル推定プロセス．

う．なお，この例では t = 20 で最適化が収束し，推定
されたモデルは真のモデルと一致した．

4.2 UCIデータに対する性能評価

次に，UCIデータセット [2]の ecoli，housing，iris，
wine，yeast，vowel contextに関して，各手法の比較実
験を実施した．各データについて，真のモデルはわから

ないため，評価指標としては交差検定尤度13と CPU時
間を行った．また，本評価では EMIC，パタン探索，全
探索の全てに対して情報量基準としてMDLおよびAIC
の両者の比較を行った．実験では，交差検定の各繰り返

しにおいて，ランダムに 3つの属性を選択し，3次元の
GAUSSモデルを学習させた．属性を 3つと限定したの
は，それ以上の場合にはモデル候補の数が増大し，比較

手法の計算が終了しなかったためである．同様に，比較

手法の計算コストの問題からコンポーネントの最大数は

Cmax = 5 とした．
表 1 に，比較結果を示す．交差検定尤度に関しては

各手法とも大きな差はなく，データによって最も性能が

よかった手法が異なり、予測精度の意味でよいモデルお

よびパラメータの探索性能に関しては，手法による違

いを明確に観察する事はできなかった．一方で，推定に

かかった CPU時間をみると，MDLおよび AIC共に，
EMICは他の手法と比較して圧倒的に短い時間で解を探
索できている事が確認できる．この結果は，真のモデル

がわからない実応用においても，EMICによって全探索
などと同程度の精度かつ高速に異種混合モデルを推定可

能である事を示している．

13交差検定に関するテストデータに対して計算された尤度．
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表 1: UCIデータに関する交差検定尤度と CPU時間 (尤度/CPU時間)の比較

ecoli housing iris wine yeast vowel context

EMICMDL 70.6/39.8 -219.6/25.6 -46.5/27.8 -73.3/35.5 558.6/85.5 -553.8/69.4

PATMDL 72.3/723.0 -239.1/346.7 -47.7/408.2 -70.6/691.3 556.2/1252.9 -550.2/800.7

FULLMDL 72.3/856.2 -239.3/533.5 -49.9/612.7 -69.2/780.9 556.9/1630.9 -555.2/1317.5

EMICAIC 70.1/35.5 -228.6/23.5 -52.3/23.4 -71.7/30.0 557.8/81.0 -548.8/64.0

PATAIC 67.4/607.6 -250.1/342.9 -51.7/429.4 -74.8/526.7 558.8/1158.4 -553.1/1099.4

FULLAIC 65.0/855.9 -239.2/538.3 -50.8/610.6 -75.1/779.2 558.6/1635.8 -550.6/1313.2

5 おわりに
本稿では，複数の異種多様なモデルが混合する，異種

混合モデルに対するモデル選択問題に対する一般的な

枠組みとして，期待情報量基準最小化法 (EMIC)を提
案した．EMICは，任意のコンポーネントを扱う事が可
能であり，コンポーネント数とコンポーネント候補数の

双方に対して線形時間でモデルを推定が可能，という二

つの利点を持つ．本稿では，一部の情報量基準に対して

EMICの理論的な正当性を証明するとともに，実証実験
によってその有効性を確認した．

本稿の中心として議論したMDL/BICや AICを含む
漸近展開から導出される情報量基準は，混合分布のよう

な特異モデルに対して，実用上は重要であるが基準とし

ての理論的正当性は失ってしまう．今後，漸近展開に基

づかない基準14など，その他のモデル選択基準に関して

も EMICを拡張し議論を発展させる必要がある．この
際に，特に重要なのは，期待情報量基準の最小化プロセ

スが，元の情報量基準の最小化につながるかという点で

あろう．

また，本稿では EMICの基礎的な性質を理解するた
めに，比較的単純な異種混合モデルに対して実証実験を

実施したが，より複雑な異種混合モデルに対する評価が

今後の重要な課題として挙げられる．
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Abstract: In this paper, we present an extended set of graphical criteria for the iden-
tification of direct causal effects in linear Structural Equation Models (SEMs). Previous
methods of graphical identification of direct causal effects in linear SEMs include methods
such as the single door criterion, the instrumental variable and the IV-pair, and the ac-
cessory set. However, there remain graphical models where a direct causal effect can be
identified and these graphical criteria all fail. We present a few of these examples, and
presents an extended set of graphical criteria which uses descendants of the cause variable
as “path-specific instrumental variables”. The results can be used to identify the direct
causal effect as long as an certain conditions based on an extended set of graphical criteria
and the identifiability of other causal effects are satisfied.

Keywords: Structural Equation Models, Causality, Parameter Identification

1 Introduction

Structural Equation Models (SEM) is a useful tool for
causal analysis, and is widely used in areas of social
science such as economics [Bollen 1989, Duncan 1975].
Research by scientists, social scientists, and computer
scientists in this area has allowed the problem to be
applied in real-life models.

In a linear SEM, the relationships between observed
variables are expressed in linear equations. The struc-
ture of the equations is such that they not only express
the linear relationships between the variables, together
with a stochastic error term for unobserved factors,
but also the causal dependence among the observed
variables. For each variable Y , its structural equation
where it appears on the left-hand side, the presence
(and absence) of a variable X on the right-hand side
specifies that X is (or is not) a direct cause of Y .

A fundamental problem in linear SEMs is to esti-
mate the strength of a certain direct causal effect from
one variable to another from a combination of observed
data and model structure. This is called the identifica-
tion problem [Fisher 1966]. Although many methods,
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Research, AIST Japan,2-41-6, Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064,
e-mail hei.chan@aist.go.jp

†Department of Systems Innovation, Graduate School of En-
gineering Science, Osaka University, 1-3, Machikaneyama-cho,
Toyonaka, Osaka 560-8531, e-mail mkuroki@sigmath.es.osaka-
u.ac.jp

both algebraic and graphical, have been developed over
the years, this problem is still not solved. Currently
there are no sufficient or necessary criteria for deciding
whether a causal effect can be identified from observed
data. Current identification methods based on graph-
ical criteria, including the single door criterion, the
front door criterion and the back door criterion, the
instrumental variable and the IV-pair, and the acces-
sory set, can be used to identify direct causal effects
only when certain conditions are met. However, there
exist direct causal effects that can be found using alge-
braic methods by solving for a set of equations involv-
ing the causal effects and the covariances but cannot
be identified using these methods.

The aim of this paper is thus to provide an ex-
tended set of graphical criteria for the identification
of direct causal effects in linear SEMs. We will show
examples where the desired causal effect can be iden-
tified using algebraic methods but cannot be identified
by current graphical methods. Then based on the alge-
bra involved in solving for these causal effects, we will
propose this new set of graphical criteria, where the
motivation is as follows. We will treat descendants of
the cause variable as “path-specific instrumental vari-
ables”, and find certain path-specific total effects which
can be used to compute the desired causal effect. This
extended set of graphical criteria we develop will thus
check if these path-specific effects can be computed
from covariance values that are available from observed
data based on the graphical model.
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The outline of this paper is as follows. First, we
provide the preliminary definitions for this paper, in-
cluding linear SEMs, graphical models, statistical terms
such as covariances, Wright’s method of analysis, and
the identification problem. Then, we recap previous re-
sults in solving the parameter identification problem,
most notably IV-pairs [Brito and Pearl 2002a] and ac-
cessory sets [Tian 2007b]. Next, we present our new
results for the identification of direct causal effects in
linear SEMs based on an extended set of graphical cri-
teria, which are able to identify direct causal effects
which are not possible using previous results based on
graphical criteria. Finally, we conclude our paper and
provide a few discussions on future work on this topic.

2 Preliminaries

In statistical causal analysis, a directed acyclic graph
(DAG) that represents cause-effect relationships is called
a path diagram. A directed graph is a pair G = (V , E),
where V is a finite set of vertices and the set E of di-
rected edges is a subset of the set V × V of ordered
pairs of distinct vertices. Regarding the graph theo-
retic terminology used in this paper, for example, refer
to Pearl [Pearl 2000] and Spirtes et al. [Spirtes 2000].

Suppose a directed acyclic graph G = (V , E) with
a set V = {V1, · · · , Vn} of variables is given. The graph
G is called a path diagram, when each child-parent
family in the graph G represents a linear structural
equation model (SEM):

Vi =
∑

Vj∈pa(Vi)

αvivj
Vj + εvi

i = 1, . . . , n, (1)

where pa(Vi) is a set of parents of Vi and αvivj
(�= 0)

is called a direct causal effect. In addition random dis-
turbances εv1 , . . . , εvn

are assumed to be normally dis-
tributed with mean 0. Here, when εvi

is correlated
with εvj

(i �= j), this relationship is represented by
a bi-directed (dashed) arc between Xi and Xj in the
graph G.

Given a graph G, we define a path between the
variables X and Y as a sequence of variables, (V0 =
X, V1, . . . , Vn = Y ), where there is an edge between
each Vi and Vi+1 and each variable appears only once
in the sequence. A path is a directed path from X to
Y if all edges between Vi and Vi+1 are directed edges
from Vi to Vi+1.

We say that Vi is a collider in the path if both the
edges between Vi−1 and Vi and between Vi and Vi+1

point into Vi. If there are no colliders in the path, we
say that the path is an unblocked path between X and
Y . Given a set of variables Z, we say the path is an
open path if for all variables Vi which are not colliders
on the path, Vi /∈ Z, and for all variables Vi which are
colliders on the path, V ∈ Z where V is either Vi or a
descendant of Vi. If there are no open paths between
X and Y given Z, we say that X and Y are d-separated
given Z. Otherwise, we say that they are d-connected.

The conditional independence induced from a set
of equations in the form of Equation 1 can be ob-
tained from the graph G according to d-separation
[Pearl 2000], that is, when Z d-separates X from Y in
a path diagram G, X is conditionally independent of Y

given Z in the corresponding linear SEM [Spirtes 2000].
In this paper, it is assumed that a path diagram G

and the corresponding linear SEM are faithful to each
other; that is, the conditional independence relation-
ships in the linear SEM are also reflected in G, and
vice versa [Spirtes 2000].

Here, we denote some notations for further discus-
sion. Let σxy·z = cov(X, Y |Z = z), σyy·z = var(Y |Z =
z) and βyx·z = σxy·z/σxx·z be a conditional covariance
between X and Y given Z = z, a conditional variance
of Y given Z = z and the regression coefficient of x

in the regression model of Y on x and z, respectively.
When Z is an empty set, they are omitted from these
arguments.

A total effect τyx of X on Y is defined as the to-
tal sum of the products of the direct causal effects on
the sequence of directed edges along all directed paths
from X to Y . In addition, γyx = σxy − τyx is called a
spurious correlation between X and Y .

A path-specific total effect is defined as the total
sum of the product of the direct causal effects on the
sequence of directed edges along directed paths of our
interests from X to Y . For example, we define τyx·z
as the path-specific effects where all paths that pass
through any variable in Z are not counted. Similar
terms such as a path-specific correlation and a path-
specific spurious correlation can be defined similarly.

Wright’s method of path analysis [Wright 1934], which
plays an important role in this paper, can be used to
compute the covariance of two variables X and Y given
a graph G. If the set S contains all paths path = (V0 =
X, V1, . . . , Vn = Y ) that are unblocked paths between
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X and Y , we have:

σxy =
∑

path

pv0v0

∏

i=0,...,n−1

pvivi+1 , (2)

where pvivi+1 is the parameter of the edge between Vi

and Vi+1, which is either αvi+1vi
(or αvivi+1) if it is a

directed edge, or γvi+1vi
if it is a bi-directed edge. We

define pv0v0 as σv0v0 if all edges in path are directed
edges, or 1 otherwise.

Given the matrix of observed covariances, we say
that a causal parameter, such as a total effect and a
direct causal effect, is identified if there is a unique
solution of this parameter given the covariances. If all
direct causal effects can be identified, we say that the
model is identified.

The single door criterion is one of the famous graph-
ical identification conditions for the direct causal ef-
fects, that is, the direct causal effect αyx of X on Y is
identifiable and is equal to βyx·z, if there exist a set Z

of variables such that (i) Z contains no descendant of
Y , and (ii) Z d-separates X from Y in GX→Y , formed
by removing X → Y from G [Pearl 2000]. A set Z

of variable satisfying both (i) and (ii) is said to satisfy
the single door criterion relative to (X, Y ).

3 Previous Results on Parame-
ter Identification

There have been many work done on the problems of
model identification and parameter identification us-
ing graphical test [Pearl 2000, Brito and Pearl 2002a,
Brito and Pearl 2002b, Brito and Pearl 2002c, Tian 2004,
Tian 2005]. Here we will focus only on the problem of
parameter identification, in particular the identifica-
tion of direct causal effects.

The previous most general result for the graphical
identification of direct causal effects is the use of an
IV-pair [Brito and Pearl 2002a], which embraces both
instrumental variables [Bowden and Turkington 1984]
and regression methods.

Lemma 1 Let the graph G contain the directed edge
X → Y , and let W be a variable. Given Z, a (pos-
sibly empty) set of variables which consists of non-
descendants of Y and distinct from W , we say that
W can be used as an instrumental variable given Z if
the following two conditions are satisfied:

1. In the graph GX→Y , formed by removing X → Y

from G, W and Y are d-separated given Z;

Figure 1: A path diagram where a multiple IV-pair are
necessary to identify the direct causal effects of X1 (or
X2) to Y .

2. In the graph G, W and X are d-connected given
Z, or W = X.

If the above conditions are satisfied, the direct causal
effect αyx is given by:

αyx =
σwy·z
σwx·z

. (3)

The pair (W, Z) can also be called an IV-pair.

Some identifiable direct causal effects cannot be
found using a single IV-pair, but by the collective ac-
tion of a multiple IV-pair, such as the example in Fig-
ure 1. We now define the conditions where a set of
direct causal effects can be identified using multiple IV-
pairs. The following lemma is adapted from previous
work, where the multiple IV-pair are called accessory
sets [Tian 2007a].

Lemma 2 Let the graph G contain the directed edges
X1 → Y, . . . , Xk → Y , and let ({W1, . . . , Wk} be a list
of variables. Given Z, a (possibly empty) set of vari-
ables which consists of non-descendants of Y and dis-
tinct from W1, . . . , Wk, we say that W1, . . . , Wk can be
used as instrumental variables given Z if the following
three conditions are satisfied:

1. In the graph GX1→Y,...,Xk→Y , formed by remov-
ing {X1 → Y, . . . , Xk → Y } from G, {W1, . . . , Wk}
and Y are d-separated given Z;

2. In the graph G, each pair of Wi and Xi are d-
connected given Z, or Wi = Xi, where we denote
this path as pathi;

3. If two different paths, pathi (from Wi to Xi) and
pathj (from Wj to Xj), have a common variable
U , then either both pathi[Wi, . . . , U ] and pathj [U,

. . . , Xj ] point into U , or pathj [Wj , . . . , U ] and
pathi[U, . . . , Xi] point into U , but not both, i.e.,
U cannot be a collider. Here, pathi[Wi, . . . , U ] is
a sub-path between Wi and U included in pathi,
and the similar notation is used for other paths.
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Figure 2: Path diagram for Example 1.

If the above conditions are satisfied, the direct causal
effects αyx1 , . . . , αyxk

can be solved by a system of equa-
tions involving equation coefficients:

Pi,j = σwixj ·z,

Qi = σwiy·z,

where Qi =
∑

j Pi,jαyxj
.

The last criterion is adapted from the G criterion
[Brito and Pearl 2006] by adding the conditions neces-
sary to deal with colliders. This criterion ensures that
the system of equations we use to solve for the param-
eters αyx1 , . . . , αyxk

are linearly independent. It is a
sufficient condition for parameter identifiability.

However, there are many cases where a single direct
causal effect is identifiable even though neither IV-pair
nor a set of variables satisfying the single door criterion
can be found. We will illustrate this in the next section
with a few examples, and extend previous results on
graphical identification to find the direct causal effects.

4 New Results on Parameter Iden-
tification

Example 1 Assume that cause-effect relationships be-
tween variables can be described as the DAG shown in
Figure 2 and the corresponding linear SEM. The direct
causal effects of αxv and αwx can be identified easily
by the single door criterion [Pearl 2000]:

αxv = βxv,

αwx = βwx·v.

We now want to find the direct causal effect of αyx.
However, no IV-pair can be used to find αyx using
our previously shown results. Instead, we use Wright’s
method of path analysis (Equation 2). In particular,
we have:

σwy = (γwvαyx + γyvαwx)αxv + (σxxαyx + γyx)αwx,

σwx = γwvαxv + σxxαwx,

σyx = γyvαxv + σxxαyx + γyx.

Therefore, σwy − σyxβwx·v = γwvαyxαxv, and σwx −
σxxβwx·v = γwvαxv. Therefore, αyx can be computed
by:

αyx =
σwy − σyxβwx·v
σwx − σxxβwx·v

.

Notice that in this example, neither W nor V can
be used in any IV-pair to identify αyx. In particular for
W , the presence of an open path W ← X ↔ Y in the
graph GX→Y makes it invalid to be used as an instru-
mental variable. However, if we consider a latent vari-
able U along the bi-directed edge between W and X,
this latent variable, if observable, can be used as an in-
strumental variable to identify αwx [Cai and Kuroki 2008],
meaning we need to aim to find a method to “indi-
rectly” estimate the correlations both between U and
X, and U and Y . To do this, we use W , which is
a descendant of the cause variable X, as a “path-
specific instrumental variable”, and estimate the cor-
relations both between W and X, and between W and
Y , through certain paths in the graph. To proceed
with our discussion, we make the following definition.

Definition 1 Let the graph G contain the directed edge
X → Y , and let W be a descendant of X (but not Y ).
Given Z, a (possibly empty) set of variables which con-
sists of non-descendants of X and Y distinct from W ,
we say that W can be used as a “path-specific instru-
mental variable” given Z if the following two condi-
tions are satisfied:

1. In the graph G, W and X are d-connected given
Z, where at least one open path between W and
X given Z is not a directed path from X to W .

2. In the graph GX→Y , formed by removing X → Y

from G, W and Y are either d-separated given Z,
or d-connected such that all open paths between
W and Y given Z must contain a sub-path which
is a directed path from X to W .

The path diagram in Figure 2 satisfies the con-
ditions in Definition 1. In particular, in the graph
GX→Y , formed by removing X → Y from G, W and Y

are d-connected only through the path W ← X ↔ Y ,
where it contains a directed path from X to W .

Now we are ready to compute the direct causal ef-
fect αyx. We classify all open paths between W and Y

given Z in the graph G into two subsets:

1. S′
wy·z: Paths that contain a sub-path which is

a directed path from X to W (a path-specific
correlation between Y on W , denoted as s′wy·z);
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2. Swy·z: Paths that do not contain a sub-path which
is a directed path from X to W (a path-specific
spurious correlation between Y and W , denoted
as swy·z).

Similarly, we classify all open paths between W and X

given Z in the graph G into two subsets:

1. S′
wx·z: Paths that are directed paths from X to

W (a path-specific total effect of X on W , de-
noted as s′wx·z);

2. Swx·z: Paths that are not directed paths from X

to W (a path-specific correlation between X and
W , denoted as swx·z).

First, the subsets S′
wy·z and Swy·z are mutually ex-

clusive, and so are the subsets S′
wx·z and Swx·z. There-

fore, we have:

s′wy·z + swy·z = σwy·z;

σxx·zs′wx·z + swx·z = σwx·z.

Second, S′
wx·z contains all open directed paths from

X to W given Z in the graph G. Since Z does not
contain any descendants of X, this is equivalent to all
open directed paths from X to W . Therefore, we have:

s′wx·z = τwx.

Third, any open path between X and Y given Z in the
graph G must not pass through W . Otherwise, as the
sub-path between W and Y does not pass through X,
this would violate the second condition of Definition 1.
Moreover, as all paths in S′

wx·z are directed paths from
X to W , they do not point into X. This means a path
in S′

wy·z can be (and must be) formed by extending a
path in S′

wx·z by an open path between X and Y given
Z. Therefore, we have:

s′wy·z = σyx·zs′wx·z = σyx·zτwx.

Fourth, as all paths in Swy·z do not contain a sub-path
which is a directed path from X to W , they must con-
tain the directed edge X → Y , otherwise this would vi-
olate the second condition of Definition 1. This means
a path in Swy·z can be (and must be) formed by ex-
tending a path in Swx·z by the directed edge X → Y .
Therefore, we have:

swy·z = αyxswx·z.

Finally, the first condition of Definition 1 (and the
faithfulness condition) ensures that swx·z �= 0. Com-
bining all equations, we have the following theorem.

Figure 3: Path diagram which satisfies the conditions
of Definition 1.

Theorem 1 Given a path diagram which satisfies the
conditions in Definition 1, the direct causal effect αyx

is given by:

αyx =
σwy·z − σyx·zτwx

σwx·z − σxx·zτwx
. (4)

Theorem 1 (Equation 4) expands on the the use
of the IV-pair in Lemma 1 (Equation 3), by allowing
the use of the “path-specific instrumental variable” W

which is a descendant of X, showing that the direct
causal effect αyx is identifiable as long as the total ef-
fect of X on W given Z, τwx, is identifiable.

For example, in the path diagram in Figure 2, the
total effect of X on W is given by τwx = αwx = βwx·v,
and we can use Equation 4 to compute αyx. For an-
other example, in the path diagram in Figure 3, given
Z, W can be used as an “path-specific instrumental
variable” for the direct causal effect of X → Y , and
the total effect of X on W is given by τwx = βwx·vz.

We conclude this section by stating that we can
use a set of multiple “path-specific instrumental vari-
ables” to identify multiple direct causal effects similar
to Lemma 2, as long as the G criterion is satisfied.
However, we do not state the details here.

5 Discussion and Conclusion

In this paper, we presented our new results for the iden-
tification of direct causal effects in linear SEMs based
on an extended set of graphical criteria, which are able
to identify direct causal effects which are not possible
using previous results based on graphical criteria. The
results are useful in the sense that they allow us to
effectively identify the desired direct causal effect, by
first checking whether the model satisfies the graphical
criteria, then using the necessary covariance values and
other total effects to compute the causal effect, instead
of solving the whole set of equations for all variables
given by Wright’s method of analysis.

In future work, there are three main areas which
we will pursue:
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Algorithm We need to find an algorithm where we
can easily test for the satisfaction of our graphical cri-
teria given in this paper. Previous work on IV-pairs
and accessory sets use flow analysis to find the neces-
sary variables, and we look to adapt these algorithms
for our extended set of graphical criteria.

Completeness It remains to be seen if the graphi-
cal criteria given in this paper, combined with previ-
ous methods such as IV-pairs, are complete, i.e., they
are necessary conditions for the identification of causal
effects in linear SEMs. If not, we will look for counter-
examples, and if possible, extend further our graphical
criteria. In particular, our new graphical criteria are
dependent on a latent variable U , if observable, being a
valid instrumental variable for our direct causal effect.
Recent work has looked at the role of a latent variable
in identifying causal effects [Cai and Kuroki 2008].

Robustness Even in models where previous graphi-
cal criteria, such as instrumental variables, can be used
to identify a certain causal effect, our new set of cri-
teria may provide another distinct function for com-
puting this causal effect. The concept of robustness
[Pearl 2004] deals with whether a function for com-
puting a causal effect is still valid when certain inde-
pendence relations are relaxed in a model (by adding
edges between variables). If for all super-graphs of our
current graph, function A is valid whenever function
B is valid, then we say that function A is at least as
robust as function B, and should at leat be more pre-
ferred than function B, because function A will remain
valid even in cases where function B is no longer valid
when some of our current independence relations are
relaxed. Moreover, if we are given two functions that
are no more robust than one another, then the com-
putation of the desired causal effect using these two
different functions (and the fact that the two compu-
tations agree) will greatly confirm the correctness of
our model. Therefore, we would like to compare the
robustness quality of our new set of criteria compared
with previous graphical criteria.
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独立性の一般化に基づく統計モデルの拡張
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Abstract: In this paper, a generalized statistical independence is proposed from the view-
point of a generalized multiplication motivated by the Bregman divergence, and it is im-
plemented in some simple statistical models for joint probability distribution, such as inde-
pendent models and naive Bayes models. Our models are deeply related to Archimedean
copulas but slightly different. This paper also proposes an idea of their estimation method
which directly uses empirical marginal distributions to retain simplicity of calculation.
Our method is interpreted as an optimization of a rough approximation of the Bregman
divergence and geometrically explained. Effectiveness of our proposed models is shown by
numerical experiments on some benchmark data sets.

1 まえがき
Naive Bayes model(NB)やBayesian network[10]，あ
るいは pLSA[8]など，何らかの形で独立性を仮定した統
計モデルは，扱いやすさなどの点から様々な状況におけ
る統計的推論で広く用いられている．通常このような独
立性の仮定はデータに基づいて導入されるべきものであ
るが，例えばNBなどは独立性の仮定が崩れていても判
別器としての性能をある程度維持できることが知られて
いるため [4]，データから厳密な独立性が言えない場合
であっても実用上の近似として用いられることが多い．
また逆に変数間の依存関係を表現しようとすると，特に
状態数を多く持つ離散変数を扱う場合には非常に多くの
パラメタを導入しなければならず，データへのオーバー
フィットの傾向が強くなってしまうという問題も出てく
る．本稿ではこの独立性を一般化することで一種の弱い
依存関係を表現することを試み，その一般化独立性を利
用した独立モデル，及び NBの拡張を提案する．
統計的推論の場では確率値の乗除算が自然に用いら

∗青山学院大学, 229-8558 , 神奈川県相模原市渕野辺 5-10-1 tel.
042-759-6322, e-mail yu.fujimoto@it.aoyama.ac.jp,
Aoyama Gakuin University, 5-10-1 Fuchinobe, Sagamihara,
Kanagawa 229-8558

†早稲田大学, 169-8555, 東京都新宿区大久保 3-4-1, tel. 03-5292-
4563, e-mail noboru.murata@eb.waseda.ac.jp,
Waseda University, 3-4-1 Ohkubo, Shinjuku, Tokyo 169-8555

れ，例えば変数間の独立性を論じる際には周辺分布の積
が基本演算として重要な役割を果たしている．この乗除
算は統計的な分布間の乖離尺度を表すのに広く用いられ
ている Kullback-Leibler(KL) 情報量の意味での統計分
布の一種の混合と解釈することができる．一般的な統計
モデルの推定を考えた時，KL情報量に基づく推定（い
わゆる最尤推定）はサンプル数の増加に伴う漸近有効性
などの好ましい性質を持っているが，外れ値には著しく
弱いという一面もある．一方，KL情報量の一種の一般
化であるBregman情報量 [11, 5] の意味での推定を考え
ることで最尤推定にはないロバスト性 [7]などの好まし
い推定結果を獲得し得ることが知られている．本稿では
このような背景をふまえ，Bregman情報量に基づく乗
除算の一般化を行い，それに伴うモデルの拡張とその性
質について議論を行う．
まず第 2章では Bregman情報量を導入し，それに伴

う乗除算，独立性の一般化を考える．第 3章では独立性
の一般化による統計モデルの拡張，及びその性質や推定
方法について述べ，特にNBへの実装に関する議論を行
う．また，第 4章では一般化独立性を導入したNBをベ
ンチマークデータを使った数値実験によって評価する．
最後に第 5章で本稿のまとめと今後の展望を述べる．
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2 Bregman情報量と独立性の一般化
本章では適当な関数U(·)によって特徴づけられるBreg-

man情報量を導入し，その関数 U によって記述される
乗除算の一般化を行う．

2.1 Bregman情報量
離散変数空間 X が与えられた時に，次のような性質
を持つ関数の集合として表現される空間 FX を考える．

FX =
{

pX (x)
∣∣∣ pX : X → R+,

∑
x∈X

pX (x) < ∞
}

ただし，ここで R+ は 0 を含む正の実数値の集合とす
る．すると一般に統計学で解析の対象とされる離散確率
分布としての性質を持つ分布関数の空間PX は次のよう
に FX の部分集合として表現されることになる．

PX =
{

pX (x)
∣∣∣ pX : X → R+,

∑
x∈X

pX (x) = 1
}

⊂ FX

これにより，ある離散分布 pX は分布空間 PX，さらに
より一般的な関数空間FX 上の 1点に対応することにな
る．本稿では関数空間をF，分布空間をPと記述し，対
象とする変数空間が自明でない場合は添字で明示する．
ここで 2つの離散分布の間の乖離の度合いを測る 1つ
の指標として Bregman情報量 [11]を導入する．

定義 1 (Bregman情報量) 離散変数 X に関する 2つ
の分布関数 p, q ∈ PX 間の統計的な乖離を測るBregman
情報量は凸関数 U(·)とその導関数 u(·) = U ′(·)の逆関
数 ξ(·) = u−1(·)によって

DU (p, q) =
∑
x∈X

{
U(ξ(q(x))) − U(ξ(p(x)))

− p(x)(ξ(q(x)) − ξ(p(x)))
}

と定義される1． ¥

ここで U(·) = exp(·)の時には KL情報量

DKL(p, q) =
∑
x∈X

p(x) log
p(x)
q(x)

(1)

と一致することから，Bregman情報量は関数 U によっ
てKLを一般化したものと考えることができる．表 1に
典型的な Bregman情報量を構成する u関数，ξ 関数の
例を示す．
情報量を定義することにより関数空間の中での 2つの
関数間の位置関係を幾何学的に議論することが可能にな
る [11]が，その際，次の 2種類の平坦性が重要となる．

1本稿では離散変数の分布関数のみに着目しているが，Bregman
情報量自体は任意の 2つの関数 pX , qX ∈ FX に対して定めることが
でき，また同様に連続値変数に関しても定義することができる．

定義 2 (平坦性) 2つの関数 f, g ∈ FX の次のような内
分点 r(t)の集合をm-平坦な空間と呼ぶ．

r(t) = (1 − t) · f + t · g, 0 ≤ t ≤ 1

同様に次のような内分点 r(t)の集合を u-平坦な空間と
呼ぶ．

r(t) = u((1 − t) · ξ(f) + t · ξ(g)), 0 ≤ t ≤ 1

この内分点 r(t)のように f, gの線形和（または ξ(f), ξ(g)
の意味での線形和）をm-混合（u-混合）と呼ぶ． ¥

ここでは一般にm-平坦な空間と u-平坦な空間は一致せ
ず，特に u-平坦な空間は関数 U の形状に依存している
ことのみを述べておく．

2.2 U乗算と独立性の一般化
2変数 X，Y の同時確率 pXY から，周辺確率が次の
ように与えられているとする．

pX (x) =
∑
y∈Y

pXY(x, y), pY(y) =
∑
x∈X

pXY(x, y)

ここで同時確率が

pXY(x, y) = pX (x) × pY(x)

= exp(log(pX (x)) + log(pY(y))) (2)

のように周辺確率の積によって表される時，2変数は統
計的に独立であるとみなされる．これはKL情報量を特
徴づける u関数 (exp(·))内の ξ関数 (log(·))の意味での
周辺確率の和で同時確率を定義したものと解釈できる．
ここで式 (2)を関数 U の意味で一般化すると次のよう
な式が得られる．

fXY(x, y) = u(ξ(pX (x)) + ξ(pY(y))) ∈ FXY (3)

ただし式 (3)を用いると通常 fXY ̸∈ PXY となるため，
通常このような関数 fXY を直接統計演算の中で用いる
ことはできない．そこで

fXY ∈ FXY 7−→ pXY ∈ PXY (4)

という分布空間への射影 (正規化)を考える．このよう
な正規化としては例えば次のようなものが考えられる．

定義 3 (m-正規化) 任意の関数 fXY ∈ FXY から PXY

への射影として

pXY(x, y) =
fXY(x, y)∑

x′∈X ,y′∈Y fXY(x′,y′)
∈ PXY (5)

という正規化を考えることができる．式 (5)によって実
現される射影をm-正規化と呼ぶ． ¥
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表 1: Bregman情報量の例.

u(z) dom(z) range(u) ξ(z) = u−1(z) dom(z) range(ξ) dom(π)

KL exp(z) (−∞,∞) (0,∞) log(z) (0,∞) (−∞,∞) -

Ex.1 exp(sgn(z)|z|
1
π ) (−∞,∞) (0,∞) sgn(log(z))| log(z)|π (0,∞) (−∞,∞) (0,∞)

Ex.2 (πz + 1)
1
π [− 1

π
,∞) [0,∞) zπ−1

π
[0,∞) [− 1

π
,∞) (0,∞)

(−∞,− 1
π
) (0,∞) (0,∞) (−∞,− 1

π
) (−∞, 0)

Ex.3 exp(z) + π (−∞,∞) (π,∞) log(z − π) (π,∞) (−∞,∞) (−∞, inf(z))

Ex.4 exp
“

1−exp(−z)
π

”

(−∞,∞) (0, exp( 1
π
)) − log(1 − π log(z)) (0, exp( 1

π
)) (−∞,∞) (0, 1

log(sup(z))
)

また，同様に次のような射影も考えることができる．

定義 4 (u-正規化) 任意の関数 fXY ∈ FXY から PXY

への射影として

pXY(x, y) = u(ξ(fXY(x, y)) − c) (6)

という正規化を考えることができる．ただしここで cは∑
x∈X ,y∈Y

u(ξ(fXY(x, y)) − c) = 1 (7)

を満たすための定数項の意である．式 (6)によって実現
される射影を u-正規化と呼ぶ． ¥

以下では後に述べる整合性の観点から u-正規化を採用
し，同時分布が

pXY(x, y) = u(ξ(pX (x)) + ξ(pY(y)) − c) ∈ PXY

= pX (x) ⊗ pY(y) (8)

のように周辺分布のみによって表現されることを U-独
立と呼ぶ [6]．またこのような同時分布を得るための演
算を U乗算と呼び，記号 ⊗で表す．
また式 (8)より，同時分布から周辺分布を得るような
演算

pX (x) = u(ξ(pXY(x, y)) − ξ(pY(y)) − c′)

= pXY(x, y) ⊘ pY(y) (9)

をU除算と呼び，記号⊘で表すことにする．なお式 (8)
及び式 (9)はそれぞれ関数u(ξ(pX )+ξ(pY))，u(ξ(pXY)−
ξ(pY))を u-正規化したものとなっているが，m-正規化
を用いた場合にはこのような整合性は現れないことを付
記しておく．

U-独立性を論じる際には各関数の定義域と値域につ
いて把握しておく必要がある．表 1に代表的な関数 u及
び ξの定義域，値域，及びそれらを特徴づける関数のパ
ラメタ πの定義域を示している．これらの定義域を外れ
ると，前提としていた関数 U(·)の凸性が成り立たなく
なったり，逆関数が定義できなかったりなどの不整合が
生じる．U-独立性の議論を行うためにはこれに加えて

1.式 (8)の関数 uの中での各項の和 (正規化項 cも
含む)が u関数の定義域内にある．

2.「関数 uの値域 ⊇pXY の値域」である．

という 2つの条件が満たされている必要がある2．その
ため，以降 U-独立性を論じる際には上記の条件を満た
すように u関数，ξ 関数，及びこれらのパラメタ πを選
ぶことにする．
ここで U-独立性と通常の独立性の違いについて少し
触れておく．直感的に関数 u(及び ξ) とU乗算の関係を
調べる為に z1, z2 ∈ [0, 1]に対する u(ξ(z1)+ ξ(z2))の形
状を描いたのが図 1である．なお，ここでは演算結果の
概形にのみ興味があるため正規化項 c については考慮し
ていない．図から分かるように U乗算は関数 u（ξ）を
変えることで，通常の乗算 (図 1(c))と比べて周辺確率
値の大小の違いを部分的に誇張したり，逆に鈍らせたり
する効果がある．この結果より式 (8) で定義された U-
独立性は周辺分布による弱い特殊な依存関係の表現とも
解釈することができる．

2.3 Copulaとの関係
前節のような周辺分布に基づく独立性の議論はcopula[12]
と深い関係があり，特に逆関数の性質を用いて定義を行
う点は Archimedean copulaと呼ばれる copulaと同じ
形式になっている．本章ではU-独立性と copulaの比較
を述べていく．

Copulaは連続値変数を対象に，累積周辺分布によっ
て累積同時分布を再現する手法のことで，次のように定
義される．

定義 5 (copula) 全ての u ∈ [0, 1], v ∈ [0, 1]に対して

C(u, 0) = 0 = C(0, v)

2なお，条件 2 は厳密には KL の場合にも成り立っていないが，
確率分布の値域を便宜的に pXY (x, y) ∈ (0, 1)(連続値の場合は
pXY (x, y) ∈ (0,∞)) とすることで回避できる．
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(a) 鳥瞰図 (π = 1.0).
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(b) 等高線図 (π = 0.5).
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(c) 等高線図 (π = 1.0).
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(d) 等高線図 (π = 1.5).

図 1: Ex.1の場合の u(ξ(z1) + ξ(z2))の形状（π = 1.0において通常の乗算と一致）．

及び，

C(u, 1) = u and C(1, v) = v

が成り立ち，u1 ≤ u2，v1 ≤ v2であるようなu1, u2, v1, v2 ∈
[0, 1]に対して

C(u2, v2) − C(u2, v1) − C(u1, v2) + C(u1, v1) ≥ 0

が成り立つような関数C : [0, 1]2 → [0, 1]を (2次元)cop-
ulaと呼ぶ． ¥

中でも，特に次の形を持つ copulaのことをArchimedean
copulaと呼ぶ．

定義 6 (Archimedean copula) φ(1) = 0であるよう
な単調減少関数 φ : [0, 1] → [0,∞]によって次のように
定義された C を Archimedean copulaと呼ぶ．

C(u, v) = φ[−1](φ(u) + φ(v)) (10)

ただし，ここで φ[−1]は φの厳密な逆関数 φ−1ではなく，

φ[−1](t) =

{
φ−1(t) (0 ≤ t ≤ φ(0))

0 (φ(0) ≤ t ≤ ∞)
(11)

の意である． ¥

ここでArchimedean copulaを構成するφ(z)を ξ(z)と
すると，定数項の存在を除いて前述のU-独立性の式 (8)
に対応することが分かる．例えば関数 φ(z) = (− log z)π

を用いて構成したArchimedean copula[9]は表 1に示し
た Ex.1によって構築されるU-独立性と発想としては同
じものになるが，連続値の累積周辺分布を対象としてい
る点などが異なる3．両者の比較をまとめると表 2のよ
うになる．

3U-独立性は周辺分布が連続値に対するものであっても定義でき，
その場合には [0,∞]2 → [0,∞] という射影を考えることになる．そ
のため U-独立性は単純に「copulaの離散版」に対応している訳では
ない．

表 2: U-独立性と Archimedean copulaの比較
U-独立性 Archimedean copula

式 u(ξ(pX (x)) + ξ(pY(y))− c) φ[−1](φ(u) + φ(v))

対象 離散 (連続) の分布関数 連続の累積分布関数
特徴

• 定数項 c による正規化で同時
分布が得られる．

• 周辺確率値の高低差の同時確
率への影響を U(·) の形状に
よって制御する．

• 定義 5 より累積同時分布が得
られる．

• 同時確率分布の裾の広がり方
を関数 φの形状によって制御
する．

3 U-独立性に基づくモデルの拡張
Log linear model(LLM)[1] や Bayesian network[10]

など多くの統計モデルにおける基本的な考え方として変
数間の（条件付き）独立性が重要視される．しかし，実
世界のデータを考えると変数間に弱い特殊な関係がある
ために厳密には独立性が崩れていることもあり，そのよ
うな場合には積極的に弱い相関関係をモデル化すること
が解析上効果的だと考えられる．本章では U乗除算の
１つの応用として，弱い相関関係のモデリングを目的と
した独立モデル，及び NBの拡張を試みる．

3.1 独立モデルの拡張とその幾何学的解釈
ある変数 X，Y に対して変数間の独立性を仮定した

統計モデルの集合を考える．

PX×Y = {p(x, y; θ) = pX (x) × pY(y), θ = {pX , pY}}

これに対して，適当な関数 U の下で次のような U-独立
性を仮定したモデルの集合を考える．

PX⊗Y = {p(x, y; θ, U) = pX (x) ⊗ pY(y), θ = {pX , pY}}

この U-独立モデルは図 2のように幾何学的に解釈する
ことができる．まず，あるU-独立な分布 pX⊗Y ∈ PX⊗Y

は周辺分布 pX ∈ PX，および pY ∈ PY によって記述さ
れる空間内の 1点で表現される (図 2(a)参照)．直感的
には U-独立な制約を持つ空間 PX⊗Y は同時分布の空間
PXY の中で図 2(b)のように存在していることになる．
また，考えている関数 U が変わると U乗算の結果表現
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y p y P x × yp x × y p x x
(a) PX⊗Y の空間

uxy

Pxy

Px × y○

Px × y

(b) PXY 内の PX⊗Y のイメージ

図 2: U-独立性の幾何学的イメージ．

される同時分布の形状も変わる（図 1を参照）ことから，
PX⊗Y は PXY の中で関数 U に応じて異なる曲がり方を
していることも分かる．
また，次のような一様分布を考えてみる．

uX (x) =
1
|X |

, uY(y) =
1
|Y|

, uXY(x, y) =
1

|X | × |Y|

すると独立性を構成する関数 U の種類に依らずに

uXY(x, y) = uX (x) ⊗ uY(y)

が必ず成り立つため，図 2(b)のように，あらゆるPX⊗Y

は同時分布の空間PXY の中の 1点 uXY を必ず含むこと
になる．

3.2 拡張独立モデルの推定
さて，ここで経験同時分布 p̃XY がデータから与えら
れている時に U-独立モデルの最尤推定を行うことを考
える．まず通常の独立モデル q ∈ PX×Y の場合，最尤推
定は

q̂ = argmin
q∈PX×Y

DKL(p̃XY , q)

= p̃X × p̃Y (12)

のようにそれぞれの経験周辺分布のみによって実現する
ことが出来る (図 3(a)参照)．一方，U-独立モデル q ∈
PX⊗Y について考えてみると

q̂ = argmin
q∈PX⊗Y

DKL(p̃XY , q) (13)

を得るには一般にモデルのパラメタ θ，つまり周辺分布
pX ∈ PX，pY ∈ PY，及び乗算を定める関数 U に関す
る非線形最適化問題を解く必要がある (図 3(b)参照)．

これを避けるために，周辺分布は経験周辺分布で固定
し，関数 U のみに依存するようなモデルの集合

P̃X⊗Y = {p(x, y; U) = p̃X (x) ⊗ p̃Y(y)}

を考え，その下で最適な U-独立モデルを適当な関数 U

のクラスの中から探索することを考える．

q̂ = argmin
q∈P̃X⊗Y

DKL(p̃XY , q) (14)

このように経験周辺分布で構成したU-独立モデルの推定
は直感的には図 3(c)のように解釈することができ，以下
では式 (14)によって得られたモデルを経験U-独立モデル
と呼ぶ4．経験U-独立モデルの最適化は関数U のチュー
ニングによって行われるため，実際には cross-validation
などによって実現することができ，式 (13)の最適化と
比べると著しく簡単になる．
前述の議論より，U乗算を構成する U(·)の形状が変
わると周辺確率が高い部分と低い部分の差の影響が様々
に変化することが分かっているが，周辺分布として一様
分布 uX，uY が与えられている時には U-独立なモデル
は関数 U に依らずに uXY となる．このことは経験 U-
独立モデルの空間 P̃X⊗Y (図 3(c)の太線で表される空間)
は経験周辺分布 p̃X ≅ uX かつ p̃Y ≅ uY の時には，関
数 U をどのように動かしても，ほとんど uXY に一致し
てしまうことを示唆している．逆に言うと p̃X，及び p̃Y

が局所的に高い（低い）確率値をピークとして持つよう
な分布の時 (一様分布とは対照に空間の端の方の点で表
現される)には，P̃X⊗Y は関数 U の形状によって様々な
同時分布を表すことができる．このため
• サンプルの数が少ない
• サンプルが少数の外れ値を含んでいる
などの理由によって，扱う分布が一様分布から遠く離れ
ている場合には，経験 U- 独立モデルは特に柔軟な表現
力を持っていると考えられる．
経験U-独立モデルの推定では経験周辺分布を用いてい
るが，これは U-独立モデル pX⊗Y(pX , pY , U) ∈ PX⊗Y

の {pX , pY}に関する推定を

argmin
{pX ,pY}

DU (p̃XY , pX⊗Y(θ, U))

= argmin
{pX ,pY}

∑
x∈X ,y∈Y

U(ξ(pX (x)) + ξ(pY(y)) − c)

−
∑

x∈X ,y∈Y

p̃XY(x, y)(ξ(pX (x)) + ξ(pY(y)) − c)

≅ argmin
{pX ,pY}

∑
x∈X

U(ξ(pX (x))) +
∑
y∈Y

U(ξ(pY(y)))

4copula の文脈でも，経験累積周辺分布から累積同時分布を作る
という話題があり，経験 copula と呼ばれる．
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(c) 経験 U-独立モデルの最尤推定

図 3: モデルの最尤推定の幾何学的イメージ．

−
∑

x∈X ,y∈Y
p̃XY(x, y)(ξ(pX (x)) + ξ(pY(y)))

= {p̃X , p̃Y}

のような近似によって得ているのと等価となる．このよ
うに経験U-独立モデルの推定はBregman情報量の近似
の観点からも解釈することができ，関数 U を変えるこ
とでロバストな統計的性質が実現されることが実験的に
確認されている [6]．

3.3 NBの拡張
変数 Y と変数集合X = (X1, . . . , XI)が与えられてい
る時，I +1個の変数集合 (X,Y )を考える．これらの同
時確率 p(X,Y )を

pKL(X,Y ) = p(Y )p(X|Y )

= p(Y )
I∏

i=1

p(Xi|Y ) (15)

のように表したものは naive Bayes model(NB)と呼ば
れ，次のような特徴を持つ．

1. 条件付き独立性を仮定することでモデルを単純化
2. パラメタの推定が簡単
3. 大データへの拡張性 (Scalability)

また，条件付き独立性の仮定が崩れていても判別器とし
ては比較的頑強に動作することが知られているため [4]，
様々な状況においてプリミティブな判別器として用いら
れている．なお，式 (15)における p(Y )の最尤推定量は
データ中で yが観測された頻度 n(y)を用いて

p(y) =
n(y)∑

y′∈Y n(y′)
(16)

によって得られるが，p(Xi|Y ) に関してはサンプリン
グゼロ等の問題を回避するために本稿では次のような
Laplace smoother α ∈ [0, 1]を導入する．

p(xi|y) =
n(xi, y) + α∑

x′
i∈Xi

(n(x′
i, y) + α)

(17)

ただしここで n(xi, y)はデータの中で xi と y が同時に
観測された頻度を表す．
さて，条件付き独立性の一般化という観点からの最も

単純なNBの拡張としては次のようなものが考えられる．

pU (X,Y ) = p(Y )

(
I⊗

i=1

p(Xi|Y )

)
(18)

ただし，

I⊗
i=1

p(Xi|Y ) = p(X1|Y ) ⊗ · · · ⊗ p(XI |Y )

の意味とする．
また，X1, . . . , XI のうちのいくつかの変数間にのみ
弱い相関がある場合には，

pU (X,Y ) = p(Y )

⊗
i∈S̄I

p(Xi|Y )

 ∏
j∈SI

p(Xj |Y )


(19)

のような一般化も可能である．ただし S̄I はXの中の弱
い依存関係のある変数番号の集合を表し，SI はそれ以
外の変数番号の集合の意味である．

X,Y の経験同時分布 p̃が与えられている時，上式 (18)
や (19)で与えられる pU (X,Y )の最尤推定は

p̂U = argmin
pU

DKL(p̃, pU ) (20)

によって実現されるが，前節での議論と同様に U乗算
を用いて定義されたモデルは厳密解を得るには非線形最
適化問題を解く必要がある．これは NB の特徴の中の
「パラメタ推定の簡単さ」と「大データへの拡張性」と
いう観点からは望ましく無い．そこで経験 U-独立モデ
ルの推定と同様に，必要な周辺分布等の推定に関しては
式 (16)，(17)をそのまま用い，乗算を構成する関数 U

の方を変えることで経験U-NBを得ることを考える．な
お，実際にはどの変数間の乗算をどの関数U によって一
般化するか，という判断も行う必要があるが，本稿では
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表 3: MONK’s problemのデータ内容
データ名 I 訓練データ数 テストデータ数 Y = 1 となる条件
MONKS1 6 124 432 (X1 = X2) or X5 = 1

MONKS2 6 169 432 X のうち 2 個の変数が 1

表 4: 実験で用いたモデル
モデル名 式 注釈
model1 式 (18) π = 1 で通常の NB と一致
model2 式 (19) (S̄I = {1, 2}) π = 1 で通常の NB と一致
model3 式 (19) (S̄I = {3, 4, 5, 6}) π = 1 で通常の NB と一致

モデル中の全ての一般化乗算は共通の関数 U によって
計算されることとし，関数 U は表 1に示すようなパラ
メタ πによって特徴づけられるようなものに限定する．
すると，経験 U-NBの推定はある関数 U のクラスの下
でのパラメタ π に関する最適化問題になる．次章では
実際のデータセットに対して経験 U-NBの推定を行い，
その精度等について議論する．　

4 数値実験
本章では一般化独立性を導入した経験 U-NBの推定
精度の良さを測る為に，いくつかのベンチマークデー
タセットを用いた実験を行う．まず実験 1では U乗算
を用いたNBの拡張方法について比較，考察を行う．ま
た経験 U-NBを推定する際には乗算を特徴づける U の
チューニングが必要となるため，実験 2では訓練データ
に基づく U のチューニング，及び推定結果の評価を行
う．なお，以下の実験で用いる経験U-NBは全て表 1の
Ex.1で与えられる関数 U を用いて行う．

4.1 実験 1:モデルの拡張方法の比較
先に述べたようにU乗算を用いたNBの拡張方法には
いくつか考えられる．ここでは UCIのMLレポジトリ
[3]にある”MONK’s problem”より 2つのデータ (以下
MONKS1，MONKS2)を用いてモデルの拡張方法に関
する実験，考察を行った．これらは共に表 3に示すよう
なクラス変数 Y と離散変数集合X = (X1, . . . , X6)から
成り立ち，Y の値の決定に際してX の中に一種の依存
関係が存在するような人工データである．比較するNB
の拡張としては表 4に示す 3つのモデルを使った．実験
では訓練データの経験分布 p̃からこれらのモデル p̂U を
構築し，テストデータから構築した p∗ を用いて KL情
報量DKL(p∗, p̂U )を指標とした評価を行った．なお，本
実験ではモデル推定時の式 (17)の αはゼロとする．

MONKS1 に関する実験結果を，関数 U を特徴づけ
る πの値に応じてプロットしたのが図 4(a)である．X1

と X2 の関係表現に U-乗算を用いた model 1，2 に関
しては，本来データが持っている依存関係をよりうまく
表現し得ることが分かる．一方，X1 と X2 間の乗算を
一般化していない model 3ではほとんど改善が見られ
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図 4: 実験 1の結果．

表 5: 実験 2で用いたデータセット
データ名 I 訓練データ数 テストデータ数
CAR 6 300 1728

NUR 8 300 12960

ない．同様にMONKS2に関する結果を図 4(b)に示す．
MONKS2は変数間全てに依存関係があるため，X1 と
X2の間でのみU-乗算を用いたmodel 2ではあまり改善
が見られない．一方で半数以上の変数間で U-乗算を用
いた model 3，及び全変数間で U-乗算を用いた model
1では改善が見られる．これより変数間の依存関係に関
する知見が無い状況であってもmodel 1のような一般化
をすることでNBが改善される可能性があることが確か
められる．

4.2 実験 2:パラメタ πのチューニング
実験 2では訓練データが比較的少数の時に，Laplace

smootherを導入した通常のNBをパラメタπのチューニ
ングによってさらに改善することが可能かどうかを確認
した．なお，この実験では前述のMONKS1，MONKS2
に加え，UCIのMLレポジトリにある”car evaluation”(以
下CAR)，”nursery”(以下NUR)の 2つのデータセット
(表 5参照)を用い，モデルとしては表 4の model 1を
用いている．
この実験ではまず αを 0.01刻みで動かしながら訓練

データを用いた 10-fold クロスバリデーション (CV)に
よって通常の NBにおける α̂を求め，さらにその α̂の
下での最適なパラメタ π̂を選んだ．その後，訓練データ
全てを用いて推定したモデルのテストデータに対する良
さ DKL(p∗, p̂U )を測った．表 6に示す実験の結果より，
CVによって妥当な π̂を得ることが可能であり，またど
のデータセットに対しても α̂を用いた通常の NBをさ
らに改善していることが確認できる．通常の NB では
Laplace smootherの導入によって少数の訓練データに
対するモデルのオーバーフィットを緩和することが可能
だが，経験 U-NBではそれに加えてモデルの背後にあ
る Bregman情報量のロバストな性質がさらなる緩和を
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表 6: 実験 2の結果
DKL(p∗, p̂U )

データ名 NB U-NB

MONKS1 0.5796 0.5340 (π̂ = 0.92)

MONKS2 0.6520 0.6386 (π̂ = 0.01)

CAR 0.6307 0.6242 (π̂ = 0.96)

NUR 0.4321 0.4141 (π̂ = 0.98)

可能にすることがこの結果より示唆される．

5 まとめ
本稿では Bregman情報量から発想を得た乗除算の一
般化を試み，そこから導きだされたU-独立性に基づく統
計モデル (独立モデル，NB)の拡張について議論を行っ
た．また U-独立性をモデル化することで厳密な推定を
行うための計算コストが増すため，これを避けるために
経験周辺分布を用いることを提案した．経験周辺分布を
用いたU-独立モデルの推定はBregman情報量の近似の
観点からも解釈することができ，モデルが一種のロバス
ト性を実現できる可能性を示唆していると考えられる．
本稿では述べなかったが U-独立モデルを一般化線形
モデルの一種と見ると，関数 ξ(·)の意味での線形モデル
を構築していることになり，log linear modelの拡張と
なる．また NBの場合と同様の議論によって Bayesian
networkなどの一般化も行うことができる．一般的な log
linear model における交互作用項や Bayesian network
におけるリンクによる依存関係の表現と比べるとパラメ
タ数，オーバーフィットの度合いなどの点で本手法には
利点が見込めるため，例えば弱い相関を表すリンクを省
いた単純なネットワーク構造と U-独立性の議論を組み
合わせることで，より簡潔なモデルの記述が期待される．
また，本稿では統計モデルの精度の観点からU-NBの
改善の様子を実験的に示したが，NBの応用先としてし
ばしば用いられる判別器としての観点からどのような性
質を持つのかを調べるのは興味深い．特に判別器として
有効性が謳われている complement naive Bayes[13]の
ような手法と組み合わせることも考えられるため，今後
判別器としての評価等も行う予定である．また，同じ周
辺分布であっても，用いる関数 U によって様々な同時
分布の表現が可能となるため，U(·)の形状とモデルの
統計的な性質に関しても議論を行う必要があると考えて
いる．
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Abstract: We propose a novel graph kernel based on the structural characteristics of labeled graphs.

The idea is to convert node labels to binary arrays and to compare the nodes by logical operations

on the set of the adjacent node labels. The proposed kernel can be computed in linear time with the

number of nodes times the average degree of the nodes. Experimental results show that our graph

kernel is efficient and it performs better than a state-of-the-art graph kernel for benchmark data sets.

Keywords: graph kernel, hash, logical operation

1 はじめに
グラフ構造を持つデータからの学習やデータマイニン

グは重要な研究分野である．グラフは文字列や木などに

比べて複雑な構造や関係を表現できる．例えば，計算機

化学において化学物質のグラフ構造解析は必要不可欠で

ある [10]．化学物質の性質はその構成原子の構造に強く

依存するため，計算機上で分子構造をモデル化すること

で，大量の化学物質に対して高コストな手作業による実

験を行わずに毒性などの性質を調べることができる．同

様に，グラフはバイオインフォマティクスにおいて遺伝

子ネットワークやタンパク質間相互作用ネットワーク，

RNAの 2次構造などとして現れる．さらに，ソーシャ

ルネットワーク解析やWebマイニングなどの問題にお

いても，ある種のグラフデータが主要な役割を果たして

いる．

グラフは自由度と表現力が高いため，一般に固定長の

ベクトルへ変換することは難しい．ところが，従来の機

械学習アルゴリズムにおいてはデータが固定長のベク

トルで表現されていると仮定されている．一方，サポー

トベクターマシン（SVM）に代表されるカーネル法に

おいては，グラフ同士の特徴空間での内積の計算手法

を与えることにより，グラフをベクトルへ変換すること

なく学習問題を解くことが可能である．よってHaussler

がR-convolutionカーネルを発表して以来 10年，グラフ
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カーネルを用いたグラフからの学習は大きな研究課題

である [1, 5]．多くのグラフカーネルが提案されてきた

が，それらは常にスケーラビリティと性能とのトレード

オフに直面してきた．最も成功したグラフカーネルであ

るランダムウォークカーネルは，nをグラフ中のノード

数として O(n3)の計算時間が必要である [4, 8, 11]．実

際のところ，3乗の計算量は依然として大きな負荷であ

り，ランダムウォークカーネルが適用可能なグラフのサ

イズは数百以下である．それゆえ，既存のグラフカーネ

ルの応用範囲はこれまで主に小さな化学構造などのグラ

フデータに限られていた．

我々は本論文でラベル付きグラフに対し，近傍ハッシュ

カーネル（Neighborhood Hash Kernel）と呼ぶ新しいグ

ラフカーネルを提案する．その鍵となるのは，ビット列

として表現されたノードラベルと，それらの論理演算で

ある．そのためにまず，変換関数によって各離散ノード

ラベルを固定長ビット列に変換する．例えば，ノードラ

ベル Aを 4ビットのビットラベル#1000と表す．重要
なポイントは，ビットラベル集合は，適用順序に依存し

ない論理演算で扱えることである．あるノードに近接す

るノード集合のビットラベルに対する排他的論理和演算

（XOR）は，そのノードに新しいラベルとしての固有の

ハッシュ値を与える．ノードラベルをそれら XOR演算

の値で更新することで，近接ノード集合の構造の情報を

新しいラベルに集約することができる．更新ラベルを接

続されたノード間で交換するために，この操作はグラフ

中の全てのノードに対して数回適用され，それによって

高次構造の特徴がグラフ中に伝播していく．そして最後

に，更新ラベル集合同士が一致する割合によって，グラ

フ間のカーネル関数の値を計算する．近傍ハッシュカー
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ネルの大きな優位性は計算がグラフサイズに対して線形

時間と非常に高速に行えるスケーラビリティを備えると

同時に，ノードの順列問題を回避しながら大きなグラフ

の高度な構造を扱えることである．

本論文は以下のように構成されている．最初に 2節で

ラベル付きグラフを定義する．次に 3節でグラフカー

ネルとその性質を説明する．そして 4節で近傍ハッシュ

カーネルを提案する．まず 4.1節でビットラベルと，そ

れに対する論理演算を導入する．4.2節では近傍ハッシュ

の計算方法を詳しく述べる．カーネル行列を求めるアル

ゴリズムは 4.3節で説明する．5節では計算量について

考察する．最後に 6節において既存カーネルとの比較に

よってスケーラビリティと性能の評価実験を行う．

2 ラベル付きグラフ
本論文で，我々はノードが離散ラベルで表現される属

性を持ち，枝が無向であるグラフに重点を置く．ラベル

付き無向グラフは，G = {V,E, `(·)}のように形式的に
定義される．ここで，V はノード集合，E = V ×V は枝

集合を表す．各要素 v ∈ {v1, . . . , vn} = V はグラフ中の

1つのノードを表す．ノードの数n = |V |をもって，グラ
フのサイズと定義する（|G| = n），ラベリング関数 `(·)
はノードから離散ラベルの全集合であるアルファベット

Σへのマッピングを表す．各ノード vi（1 ≤ i ≤ n）はラ

ベル `(vi) ∈ Σを持つ．各枝 eij は 2つのノード viと vj

の間の無向枝である．ここで，枝が無向であるため，eji

も必ずEに属する．枝集合Eは大きさ n×nの隣接行列

Aとしても表現できる．隣接行列の要素は，eij ∈ E な

らばAij = Aji = 1，そうでなければ 0である．Vadj(vi)
は，viに近接する（枝を共有する）ノードの集合を表し，

そのサイズは |Vadj(vi)| = di とする．同様に， r-近接

ノード集合 Vr
adj(vi)は最大 r 個の枝からなる経路で vi

に繋がるノードの集合とする．現実のグラフデータの多

くが離散ラベル付き無向グラフで表現できるため，ほと

んどの既存のグラフカーネルと同様，我々も離散ラベル

付き無向グラフを扱う新たなカーネルを提案する．

3 グラフカーネル
本節で，カーネル法について簡単に紹介すると共に，

どのようなグラフカーネルが実世界の応用において新た

な可能性を見出せるかについて議論する．

サポートベクターマシン（SVM）が教師付き学習にお

ける強力なアプローチとして現れて以来，カーネル法に

基づくアルゴリズムは深く研究されており，機械学習と

データマイニングにおけるおよそ全ての問題に対して適

用され，成功を収めてきた．多くの学習問題は，カーネ

ル法によって，最適解が反復法で効率的に求められる 2

次計画問題として解ける．グラフデータを扱う学習問題

も同様にカーネル法の恩恵を受けられるはずだが，多く

のカーネルは個々のデータが固定長の実数値ベクトルで

表されていることを前提としている．実際のところ，グ

ラフをその構造的な情報の欠損無しに固定長ベクトルへ

変換することは一般に困難である．しかしながら，グラ

フカーネルの登場によって，グラフを高次元ベクトルと

して陽に表現せずとも，SVMを含むカーネル法ベース

の学習アルゴリズムをグラフデータに適用する道が開け

た．グラフを含む構造を持つデータに対しては，Haussler

が最初に全ての部分構造ペアを比較する R-convolution

カーネルを考案した [5]．同じフレームワークを使って，

特定の種類の部分構造，例えば経路や木，もしくは部分

グラフを用いるグラフカーネルがいくつも提案されてい

る [1]．

次に，カーネルに関して，カーネル関数とカーネル行

列，及びいくつかの重要な性質を説明する．2つのグラ

フGとG′の間のカーネル関数を k(G,G′)とする．Gと

G′ が同一のグラフであることは，k(G,G′) = 1を満た
す必要十分条件である．そうでなければ，カーネル関数

の値は 0以上 1未満となる．グラフ集合 {G1, . . . , Gh}
とカーネル関数 k(·, ·)に対し，カーネル行列 K の各要

素は以下のように計算される．

Kij = Kji = k(Gi, Gj) (1 ≤ i, j ≤ h).

半正定値性を満たすカーネルは Mercerカーネルと呼ば

れ、SVMを含むカーネル法の凸最適化問題を解くため

の鍵となる．よって，カーネル行列は任意の複素数列

ci ∈ C(1 ≤ i ≤ h) に対して以下の不等式を一般に満
たす．

h∑
i,j=1

cic̄jKij ≥ 0.

カーネル行列の半正定値性は固有値が全て非負であるか

否かで確かめることができる．また，カーネル関数は加

法性を持つので 2つのカーネル k(·, ·)と k′(·, ·)に対し
て，その線形和

k′′(·, ·) = αk(·, ·) + (1 − α)k′(·, ·) (1)

もまたカーネルとなる．ここで，αは 0以上 1以下の実

数である．この性質により，複数のカーネルの組み合わ

せによって，別のカーネルを定義できる．

次に，グラフカーネルの望ましい性質について説明

する．
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スケーラビリティ．最も重要なポイントはカーネルの

計算に必要な時間とメモリ量である．グラフは複雑な構

造であるため，2つのグラフを比較してその類似度や差

分を何らかの値として求めることは困難かつ漠然とした

タスクである．実際，単に 2つのグラフが同一かどうか

をチェックするグラフ同型性問題（graph isomorphism）

においてすら，多項式時間アルゴリズムは知られていな

い．グラフ同型性問題を困難にしている大きな理由の 1

つは，ノード順列である．あるノードが別のグラフに出

現しているか知るためには，近接ノード集合の埋め込み

を，その順序に依らず調べなければならない．そのため

にはさらに各近接ノードに近接する全ノード集合の埋

め込みも考える必要がある．計算機上でノード間の接続

は隣接行列の形で保持されているだけなので，これら埋

め込みのチェックは数十ノードの小さなグラフに対して

すら膨大な計算コストがかかる．実際，ランダムウォー

クを基にしたカーネルでも O(n3)の計算時間を要する．
よって，サイズが 1, 000を超えるグラフの詳細な比較は
非現実的であり，既存のグラフカーネルでは扱うことが

できなかった．

表現力．グラフカーネルはまた，可能な限りグラフ構

造に潜む隠れた重要な差異を扱う表現力を持たねばなら

ない．単純に実行可能なグラフ比較方法は，ノードラベ

ルの種類やヒストグラム，ノード次数の分布などの統計

的性質を比べることである．しかし，そのようなナイー

ブな方法ではグラフの構造における特徴を考慮できない

ため，その応用範囲は限定的となってしまう．例えば，

薬剤試験において，化学物質の毒性を予測するにはノー

ドや枝レベルの統計的性質だけでなく，原子間の接続関

係における微妙な差異を考慮する必要がある．一方，構

造の性質を考慮しながらグラフを比較する単純な手法

は，部分グラフ集合間のマッチングを行い類似度を計算

する手法である．しかしながら，部分グラフの数はグラ

フサイズに対し指数的に増大するため，大きなグラフに

おいて全部分グラフを列挙するのは非現実的である．

ここで，良いグラフカーネルに求められる性質をまと

める．

• 小さな計算コスト（O(n3)未満）．

• 部分グラフ構造に対する高い表現力．

様々なグラフに対して多様なカーネルが提案されてきた

が，それらは常にスケーラビリティと表現力の間の同じ

トレードオフに直面しており，その応用可能範囲は未だ

限定的である．我々の知る限り，一般のラベル付きグラ

フに対して両方の性質を兼ね備えた効率よく性能の良い

グラフカーネルはこれまで存在しなかった．我々が目指

すのは，まさにそのようなカーネルである．

4 近傍ハッシュカーネル
本節で，グラフカーネルとして良い性質を備えた近傍

ハッシュカーネルを提案する．鍵となるのは，ノードラ

ベルを固定長のビット列（ビットラベル）として表現し，

近接するノード集合のビットラベル間の論理演算によっ

て各ノードを特徴付けることである．まず，どのように

ビットラベル付きノードを扱うかを説明し，次にカーネ

ルの計算アルゴリズムを導入する．

4.1 ビットラベルと論理演算

以下のように，D個のビット（0もしくは 1）から成
るビット列をビットラベルと呼ぶ．

s = {b1, b2, · · · , bD}. (2)

ここで，定数 Dは 2D − 1 À |Σ|を満たすようにする．
ビットラベルは最大 2D − 1までの大きさの非負整数を
表すことができる．ラベル付きグラフに対して，ノード

ラベル全集合Σは離散値の有限集合であり，グラフデー
タにおいて通常その種類数は千通り以下である．たとえ

ば，化学物質の中には 118 の異なる原子のみが存在す
る．それゆえ，全てのノードラベルは対応するランダム

に選ばれた Dビット列集合に一般性を失うことなく変

換できる．実験においては，元のラベル集合とランダム

な 16ビット列への 1対 1のマッピング関数によって，全

てのラベルを 16ビットラベルで置き換えるとする．
次に，ビットラベルを扱ってハッシュ値を計算するた

めに，符号理論で一般的によく用いられるビット演算を

導入する．排他的論理和（Exclusive OR,XOR）は，2
ビット間の 2値関数として定義される．ビット biとビッ

ト bj の間の XORは，bi 6= bj の場合は 1，それでなけ
れば 0を返す．
ここで，XOR(si, sj) = si ⊕ sj は 2つのビットラベル

si と sj の間の XOR演算とし，その出力である新たな

ビット列は各桁が siと sjの各桁のXOR操作の結果を表

すとする．この操作はビット毎に行われるため，si ⊕ sj

の計算は最大でもDに線形の時間で実行可能である1．

XOR操作の特徴を表 1にまとめた．表 1(a)中の szero

は空のビット列（{0, 0, · · · , 0}D
i=1）を表す．任意の 3つ

のビット列 s，s′，s′′に対して，表 1(a-e)の性質が成り

立つ．

1一般的な CPUは，ビット長 D がプロセッサのビットサイズ（主
に 32か 64）を超えない場合，このようなビット毎の論理演算を 1ク
ロック（単位時間）で実行できる [7]．MATLAB においても，16ビッ
ト列に対するビット毎の XOR操作は 32 ビット列と同じ計算時間と
なる．
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表 1:ビット毎 XOR演算の性質

(a) s ⊕ s = szero

(b) s ⊕ szero = s

(c) s ⊕ s′ = s′ ⊕ s

(d) (s ⊕ s′) ⊕ s′′ = s ⊕ (s′ ⊕ s′′)

(e) s′ ⊕ s′ ⊕ s = s

さらにもう 1 つのビット演算，ビット回転 (ROT)

を導入する．ビット回転 ROTo はビット列 s =
{b1, b2, · · · , bD}に対し，後半の D − oビットを oビッ

ト左に移動させ，前半の oビットをその後ろに移動させ

る．その結果は，次のようになる．

ROTo(s) = {bo+1, bo+2, · · · , bD, b1, · · · , bo}. (3)

ROT演算もビットラベルを同じ長さの新たなビット列
に変換する．さらに，ROTo操作も，oの値に関わらず，

Dに線形の時間で実行可能性である2．

4.2 近傍ハッシュ

ビットラベル付きグラフに対して，論理演算XORと
ROTを用いて近傍ハッシュを計算する．
あるノード vに対して，まず近接ノード集合Vadj(v)
を得る．図 1に，あるノードについて近接するノードと

そのラベルが与えられた時の，近傍ハッシュ計算の例を

示す．簡単のため，ここではノードラベルを 4ビット列
で表している．図 1(a)にあるように，ノード v の元の

ラベルと対応するビットラベルはそれぞれ A と #1000
である．このノードは 2つの近接ノード {vadj

1 , vadj
2 }を

持ち，それらの元のラベルとビットラベルはそれぞれB

（#1110）と C（#1100）である．図 1(b)に計算方法を

示した単純な近傍ハッシュは次の通り定義する．

Definition 1 Simple Neighborhood Hash: ノード vとそ

の近接ノード集合 Vadj(node) = {vadj
1 , · · · , vadj

d } に対

4

#1110

#1100

+

(1)Neighbors

(2)XOR

#0010 +

#1110

#1100

(3)XOR

#0001 #0011=

(4)Self node

(5)Hash label

v

A = #1000

v1
adj

v2
adj

C = #1100

B = #1110

NH:#0011

(a) (b)

図 1: 単純な近傍ハッシュの例．(a)ノード v は 2つの

近接ノードを持つ．(b)XORと ROTを用いた vの近傍

ハッシュの計算手法．

2ROT演算は MATLAB でサポートされている bitshift操作を用い
て実装する．

し，近傍ハッシュを以下の通り計算する．

NH(v) = ROT1(`(v)) ⊕ (`(vadj
1 ) ⊕ · · · ,⊕`(vadj

d )).

ここで，出力NH(v)もまたDビット列である．図1(b)の

ステップ (1)-(4)は 3つのビットラベルに対する XOR演

算を表している．v自身のビットラベルだけが 1ビット回
転（ROT1(`(v))）によって近接ノードのビットラベルと
は区別されている．その後，ハッシュ値NH(v) = #0011
を得て，vの新たなビットラベルと見なす．この値NH(v)
は v周辺のノードラベルの分布（ヒストグラム）を一意

に表現する．この 1ノードに対するハッシュ演算は，dを

vの近接ノード数とした時，O(Dd)で実行可能である．
近傍ハッシュは（あるノードとその近接ノード集合の）

ビットラベル集合から，同じ長さの新しいビット列への

ハッシュ関数となっている．ここで，2つのノード viと

vjは同じノードラベルを持つとする（`(vi) = `(vj)）．も
し viと vj の近接ノード集合のラベル集合も同一であっ

た場合は，2つのノードに対する近傍ハッシュのハッシュ

値は同じになる．そうでなければ，ハッシュ衝突の場合

を除いて，ハッシュ値は違うものとなる3．近傍ハッシュ

にとって重要なのは，XOR演算の性質（表 1(c)）によっ

て，近接ノード集合のノードラベルが処理される順序に

ハッシュ値が依存しないことである．これにより，我々

は viと vj に対して，近接ノードのラベル集合の共通部

分のマッチング無しに，近傍ラベル集合が同一か否かを

判断できる．これが計算量の面において，我々のグラフ

カーネルにとって主要な優位性となる．

ここまでで，我々はノード v のノードラベルを近傍

ハッシュ値NH(v)に置き換えるられるようになった．こ
のラベル更新は各ノードの近接ノードの情報を統合し

たことになる．近傍ハッシュをグラフ Gの全てのノー

ドに適用してノードラベルを更新すると，新しいグラフ

G1 = {V,E, `1(·)}が得られる．そこでは `1(v) = NH(v)
が全ての v ∈ V について成り立つ．この操作を，グラ

フへの近傍ハッシュ関数（G1 = NH(G)）とする．更新
されたグラフ G1 において，各ノードラベル `1(v)は元
のグラフ Gにおいて直接繋がっているノードのラベル

集合に対応している．ここで，G1 を保持するのに必要

なメモリ量は Gと同じである．

近傍ハッシュによって，離れたノード間の高次構造

がどのように扱うかを説明する．Gr+1 = NH(Gr) の
ように，近傍ハッシュは繰り返し適用できる．ここで，

`r+1(v) = NH(vr)である．グラフ Gr における，更新

されたノードラベル `r(v)は r-近傍ノード集合のラベル

3D ビット列に対してハッシュ衝突が起こる確率はわずか 2−D で
ある（D = 16 ならば 10−5 以下である）．
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図 2:カウント考慮型近傍ハッシュの例．(a)ノード vとその近接ノード．(b)ノード v′は vと同じ近傍ハッシュ値を

持つ．(c)vのカウント考慮型近傍ハッシュの計算手法．

分布を表している．それゆえ，近傍ハッシュが r回適用

された 2つのグラフ中の 2つのノード viと vj は，その

r-近傍ノード集合のラベルとその構造が等しい場合にの

み，同じノードラベルを持つ．

`r+1(vi) = `r+1(vj) ⇒ Vr
adj(vi) = Vr

adj(vj).

そうでなければ，異なるノードラベルとなる（ハッシュ

衝突を除く）．近傍ハッシュは近接ノード集合内の順序

に依存しないため，複雑なマッチング無しに，vi と vj

の周辺ノード構造の一致を効率よく比較できる．

次に，ハッシュ衝突を削減するために，単純な近傍ハッ

シュの拡張を行う．実際，偶然によるハッシュ衝突でな

くとも，2つのノードに対する近傍ハッシュが同じ値と

なってしまう可能性がわずかながら存在する．例えば，

図 2(a)(b)にあるように，ノード v と v′ が同じノード

ラベル A（#1000）を持ち，近接ノードがラベル集合そ

れぞれ｛ D，C，D｝と｛ C｝だとする．この場合，2

つの近傍ハッシュ値は同一になる（NH(v) = NH(v′) =
#1101）．何故なら，図 2(a)に偶数個存在するノードラベ

ル D（#0101）はXOR演算において表 1 (e)の性質によ

り打ち消されてしまうためである．このような都合の悪

いハッシュ衝突は，近傍ハッシュを利用したカーネルの

半正定値性とその性能に悪影響を与える可能性がある．

この問題に対処するため，ラベルカウントを用いた

近傍ハッシュの拡張を行う．まず近接ノードのビットラ

ベル集合に対しソートを適用する．これは，基数ソート

（radix sort）等の比較無しソートアルゴリズムを用いる

ことで，O(Dd)で実行可能である．次に，含まれる全
ラベルとその出現回数を線形時間で数え，重複無し近接

ラベル集合 V
′adj(v)とその大きさ d′ を得る．各ラベル

`(vadj)に対し，その出現回数 o（D ビット列で表現す

る）を用いて新しいラベルを次のように計算する．

`′(vadj) = ROTo(`(vadj) ⊕ o).

ここでは，oとの XOR演算の後に oビット回転が適用

される．これらの処理により，ラベルの出現回数によっ

て異なる近傍ハッシュ値が得られる．こうしてカウント

考慮型近傍ハッシュを次のように定義する．

Definition 2 Count-sensitive Neighborhood Hash: ノー

ド v とその重複無し近接ノード集合 V
′adj(v), に対し，

カウント考慮型近傍ハッシュを以下の通り計算する．

CSNH(v) = ROT1(`(v)) ⊕ (`′(vadj
1 )⊕, · · · ,⊕`′(vadj

d′ )).

この拡張された近傍ハッシュはハッシュ衝突を引き起

こしていた図 2(a)(b)の vと v′に正しく異なる値を与え

る（CSNH(v) 6= CSNH(v′)）．図 2(a)の vに対するカウ

ント考慮型近傍ハッシュの計算の様子を図 2(c)に示す．

入力ノードとラベル集合は単純な近傍ハッシュの場合と

同じである．最初に近接ノードのラベル集合がステップ

(1)でソートされる．ラベルの出現回数を順にカウント

することにより，2種類のラベルが存在し，#0101の出
現が 2回，#1100の出現が 1回であることがステップ

(2)-(3)で分かる．そこでラベルの出現回数に応じ，ス

テップ (4)-(5)で XORと ROT を適用して，#1101 と
#1011を求める．最後に，ステップ (6)-(9)においてもう

一度XORを元のノード vとの間で計算して，#0111を
結果として得る．一方で，v′に対し，カウント考慮型近

傍ハッシュは図 2(b)の通り異なるハッシュ値#0011を
与える．カウント考慮型近傍ハッシュの計算量は，依然

として近接ノードの数 d（d′ ≤ d）に比例している．こ

こで，偶然のハッシュ衝突に対しては，十分に長いビッ

トラベルを用いることによって，その確率を低減できる．

我々の実装においては，16ビットのビットラベルを用
いる．

簡単に言えば，近傍ハッシュは各ノードラベルに，近

接ノードのラベル集合という，より多くの情報量を含ま
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せる操作である．近傍ハッシュを r回適用されたグラフ

Gr+1 は，間に r − 1個のエッジを持つノード間の高次
の関係性も考慮した情報を持つ．また，更新されたグラ

フ集合を保持するのに必要なメモリ量は，元のグラフに

比例した量でしかない．

4.3 アルゴリズム

近傍ハッシュを用いて更新されたグラフ集合を用い

て，元のグラフ間の近傍ハッシュカーネル（Neighborhood

Hash Kernel, NHK）を構築する．本節では，近傍ハッシュ

を用いてカーネル行列を計算するアルゴリズムを示す．

Algorithm 1はグラフ集合を与えられてカーネル行列

を計算する関数CalculateSimilarity Matrixの仮想コードで

ある．近傍ハッシュを繰り返し適用し，グラフ間の高次

構造を段階的に比較する．1-3行目は，必要な入力であ

る．各ステップ r（1 ≤ r ≤ R）において，5-13行目の操

作を繰り返す．5行目で，部分カーネル行列Kr を単位

行列として初期化する．6-9行目において，Γの全グラフ
に近傍ハッシュを適用する．7行目では，単純な近傍ハッ

シュとカウント考慮型近傍ハッシュのどちらでも選択可

能である．同時に，各ノード集合のラベルを 8行目で

ソートする．ノードラベルは固定長ビット列なので，基

数ソート（radix sort）を用いることでDに比例する時間

でソート可能である．古いグラフGr は以後使われない

ので，10行目でそのデータをメモリ上から消去してもよ

い．11-13行目で，全グラフペアに対して，ラベル集合間

のマッチングによって行列の各要素をKr
ij = k(Gi, Gj)

Algorithm 1 Calculate Similarity Matrix

Require: カーネル行列を計算するグラフ集合

1: Γ = {G0
1, . . . , G

0
h} : グラフ集合

2: h = |Γ| : グラフ数

3: R: 近傍ハッシュの最大適用数

Ensure: K 半正定カーネル行列

4: for r = 1 to R do

5: Kr ← I {:h x h単位行列 }
6: for i = 1 to h do

7: Gr
i ← NH(Gr−1

i ) {:単純かカウント考慮型 }
8: Gr

i ← {Radix Sort(Vi, `
r(·)), E, `r(·)}

9: end for

10: removeGr−1

11: for each pair(Gr
i , G

r
j) ∈ Γ × Γ do

12: Kr
ij = Kr

ij ← Compare Labels(Ga, Gb)
13: end for

14: end for

15: K ← 1
R

∑R
r=1 Kr {:繰り返しに対する正規化 }

16: return K {:カーネル行列 }

と計算する．ラベルマッチング関数Compare Labelsの

内容と，どのようにKrがカーネル行列になるかは後述

する．上記処理を R回繰り返した後，カーネルの加法

性（式 1）に基づいて，最終的なカーネル行列 K は全

部分カーネル行列 {Kr}R
r=1 の平均として求める．

ラベルマッチング関数 Compare Labels の仮想コー

ドを Algorithm 2に示す．2つのグラフ Ga と Gb につ

いて，入力を 1-3行目にまとめた．入力されたグラフ

のノードラベルリストはソート済みと仮定する．8行目

で，ノードリスト V sort
a の i番目の要素を選択し，もう

一方のノードリスト V sort
b 中のマッチングを順に数え

る．共通して存在するラベルのマッチング数を数えな

がら，インデックス iと j はそれぞれ na と nb に達す

る．実際，7-19行目の whileループは最大 na + nb 回

の繰り返しで終了するため，このカウント処理は計算量

O(D(na + nb))で完了する．20行目で，最終的なマッ

チング数 cを正規化し，カーネル行列の要素 (κ)として

出力する．この式は離散集合間の類似度尺度としてよく

用いられる Jaccard-Tanimoto係数と同等のものである．

これらのアルゴリズムによって，近傍ハッシュを用い

たカーネル行列は効率よく計算できる．
Algorithm 2 Compare Labels

Require: 比較する 2つのグラフ

1: V sort
a , V sort

b :両グラフのソート済みノードリスト

2: na = |V sort
a |, nb = |V sort

b |: 両グラフのノード数
3: `a, `b :両グラフのラベリング関数

Ensure: 0 ≤ κ ≤ 1
4: c ← 0
5: i ← 1
6: j ← 1
7: while i ≤ na andj ≤ nb do

8: vi ← V sort
a [i]

9: vj ← V sort
b [j]

10: if `a(vi) = `b(vj) then

11: c ← c + 1
12: i ← i + 1
13: j ← j + 1
14: else if`a(vi) < `b(vj) then

15: i ← i + 1
16: else

17: j ← j + 1
18: end if

19: end while

20: κ = c
na+nb−c

21: return κ
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図 3: 各アルゴリズムの計算時間．近傍ハッシュカーネ

ルはグラフサイズに対して線形の増加である.

5 考察

5.1 計算量

近傍ハッシュカーネルのスケーラビリティを考察する．

まず単純な近傍ハッシュとカウント考慮型近傍ハッシュ

（NHと CSNH）の計算について考える．

4.2節で示したように，あるノードに対する近傍ハッ

シュでは d個の近接ノードを扱い，d + 1個のビットラ
ベルに対してXORやROTの論理演算を適用する．4.1

節で説明した通り，全ての論理演算は固定ビット長 D

に比例する時間で計算できる．図 2(c)のステップ (2)に

あるように，CSNHの中のソートも，基数ソートを用い

ることにより，高々ノード次数 d に線形の時間で計算

可能である（O(Dd)）．ラベル種類数のカウントやカウ
ントの追加など，図 2のステップ (2-3)にあるその他の

操作もまたO(Dd)で実行できる．よって，グラフG中

の全てのノードに対して操作を行うと，近傍ハッシュの

計算量は NHと CSNHの両方に対してO(Dd̄n)となる．
ここで，d̄は平均ノード次数（近接ノード数）である．

Algorithm 1の 8行目のソートもまたノード数に線形で

計算できる．Algorithm 2において 2つのグラフを比較

する時間も，2つのグラフの最大サイズで抑えられる．

それゆえ，近傍ハッシュカーネルの計算全体の計算量も

O(DRd̄n)となる．また，計算に必要なメモリ用も最大
グラフサイズとグラフ数の積に線形となる．

6 実験
本節で，近傍ハッシュカーネルの性能とスケーラビリ

ティを評価する．

単純な近傍ハッシュカーネル（NHK）とカウント考慮

表 2:各データセットに関する性質．計算時間はRW（λ =
0.4）と，NHK，CSNHK（共に R = 5），全てMorgan

インデックスを適用済みの値である.

計算時間（秒）
データ #Graph Max. size RW NHK CSNHK

MUTAG 188 28 145.2 38.9 41.3
PTC MR 344 109 896.3 133.7 137.6

型近傍ハッシュカーネル（CSNHK）の両方をMATLAB

で実装した．ビットラベルの長さは 16に固定し，近傍
ハッシュの最大回数は 1 から 5 まで変化させる．比較
のため，定点反復法を用いる効率的なランダムウォー

クカーネル（RW）も実装した [11]．ランダムウォーク

カーネルの対角要素は 1ではないため，正規化を行って
K ′

ij = Kij/
√

Kii · Kjjとしたカーネル行列K ′を計算す

る．ランダムウォークカーネルの停止確率λは {0.4, 0.9}
のいずれかとし，収束チェックの閾値は 10−10 とした．

全ての実験は Intel XeonR© 3.16GHz，メインメモリ

12GBを搭載したWindowsサーバ上で実行した．

6.1 人工グラフデータ

まず人工グラフを用いて近傍ハッシュカーネルのス

ケーラビリティを評価する．生成する人工グラフは 100
から 10, 000までのサイズで，平均ノード次数 d̄ = 5，ア
ルファベットの大きさ |Σ| = 100とした．2つの人工グ

ラフに対して，カーネル行列（2 × 2の大きさ）の計算
に要した時間を CPU時間で計測した．各パラメータ設

定について 10回ずつ計測を行った後，その平均時間を

示す．図 3は NHK，CSNHK，RWに対してグラフの大

きさを変化させた時の計算時間の増加を示した両対数プ

ロットである．

全体として，NHKと CSNHKは RWよりも一桁高速

である．特に，サイズ 10, 000のグラフに対してもNHK

が要する時間はわずか 5秒以下である．この結果は，近
傍ハッシュカーネルを用いた学習が数千ノードを含むグ

ラフデータセットに対しても適用であることを示す．一

方，ランダムウォークカーネルはパラメータ λの値に

寄らず，グラフサイズに 2乗の計算時間の増大が起きて

いる．

6.2 ベンチマークデータ

グラフカーネルの性能評価に広く用いられている化

学構造グラフの 2値分類データセット，MUTAGと PTC

Mice and Rats（MR）を用いて実験を行った [3, 6]．各

データセットのグラフ数（#Graph）と最大グラフサイズ

（Max. size）を表 2に示した．また，元のデータセット
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表 3: MUTAGと PTC MRにおける予測精度．2行目の値は RWのパラメータ λ，NHK と CSNHKのパラメータ R．

RW NHK CSNHK
データ Morgan 0.4 0.9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MUTAG
Off 74.94 74.50 81.84 79.15 78.74 80.85 81.90 81.84 81.37 86.17 87.75 87.75
On 82.43 76.05 84.53 84.01 82.37 82.89 82.92 84.53 84.56 84.50 84.53 85.06

PTC MR
Off 59.87 58.11 60.77 59.61 59.59 59.00 57.84 60.77 62.21 61.05 60.48 60.77
On 55.86 52.33 59.03 59.61 59.29 60.17 58.71 59.03 61.01 58.72 59.29 59.29

に対して，Morganインデックス [9]を付与した．構築し

たカーネル行列を用いて予測モデルを学習するために，

LIBSVM [2] の中の C-SVMを用いた．データセットを

10個の部分セットに分割し，各評価セットに対して残
りの 9個の部分セットにおいて 10段階交差検定を行い，
パラメータ cを {100, 101, · · · , 107}から選択した．その
後，選択された最適な cを用いて 9個の部分セットにお

いて学習を行い，評価セットにおける予測精度を求めた．

10セットの平均精度を表 3に示した. 太字の数字は

各設定（行）において最良の結果を表す．全体として，

NHK と CSNHKは RWに比べて良い性能を発揮した．

パラメータRの影響はNHKについては明らかではない

が，R = 5の CSNHKがMorganインデックスの有無に

関わらず最良の結果を残した．これはカウント考慮型近

傍ハッシュが MUTAG データにおいて高次構造を正し

く考慮することに成功したことを示している．MUTAG

データの化学構造には数種類の原子しか含まれないた

め，Morganインデックスは全てのアルゴリズムについ

て有効に働いている．PTC MRデータセットにおいて

は，正しい予測が極めて難しいことが知られている．そ

の中で，CSNHKは RWと NHKよりも高い性能を示し

た．最大ハッシュ回数 Rの影響は不明だが，R = 2の
時のCSNHKが最良だった．これは，近傍ハッシュカー

ネルにおいて，最適な Rの選択がデータセットに依存

することを示している．ただし，計算時間は Rに対し

て高々線形である．また，Morganインデックスは PTC

MRデータセットにおいては上手く機能しない．

表 2にアルゴリズム毎の最大計算時間を示した．実

際，NHK と CSNHKはこれらの最大グラフサイズ 100

程度の比較的小さなグラフから成るデータセットに対し

ても 3倍以上高速に動作した．

7 むすび
本論文において，高速な近傍ハッシュカーネルを提案

した．その鍵は，ラベルをビット列で表現し，近接ノー

ド集合のラベル分布を論理演算で比較することである．

その結果，カーネル関数の計算量はわずか O(Dd̄n)で

ある．実験において，近傍ハッシュカーネルは数千ノー

ドのグラフに適用可能であることが示され，ベンチマー

クにおいて既存カーネルよりも良い性能を示した．
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Hannan-Quinnの命題は、線形回帰でも、ガウス型Baysianネット
ワークの構造推定でも正しい

The Hannan-Quinn proposition is true for learning linear regression

and Bayesian network structures

鈴木譲∗

Joe Suzuki

Abstract: This paper proves dn = 2 log log n is the smallest {dn}∞n=1 such that the in-
formation criterion H + (k/2)dn, where H is the empirical entropy of n examples and k

is the number of parameters that express the probability distribution, satisfies consistency
for the problem of learning linear regression. Thus far, the problem was solved only for the
problems of learning ARMA (autoregressive moving average, Hanann-Quinn, 1979) and
conditional probabilities (Suzuki, 2006). The new result is good for learning the structure
of Gaussian Bayesian networks as well.

Keywords:

1 まえがき
AICやMDL/BICといった情報量基準は、統計科学
の諸問題でよく適用されている。ここで、例の個数を n

とすれば、尤度の最大値にマイナスをつけたもの (経験
的エントロピー) にパラメータ数もしくはパラメータ数
を加えた値を AIC、それに ×(1/2) log n を加えた値を

MDL/BICといっている。一般的に、dn/n → 0となる
正実数列を {dn}∞n=1、モデル gの経験的エントリピーお

よびパラメータ数をそれぞれH(g), k(g)とおいて

H(g) +
k(g)

2
dn

(情報量基準) を最小にするモデルを選択する問題とし
て定式化できる。AIC なら dn = 2、MDL/BIC なら
dn = log nというふうにである。つまり、情報量基準の

{dn}の選び方は無数にある。
モデル選択で、{dn}の選び方によって、n → ∞で正
しいモデルを見出す性質 (一致性)がどのようにかわる
かが、よく議論される。

1. 各 nで正しいモデルを選択する確率が 1に収束す
る (弱一致性)

∗大阪大学大学院理学研究科, 560-0043豊中市待兼山, tel. 06-6850-
5315, e-mail suzuki@math.sci.osaka-u.ac.jp,
Osaka University, Yoyonaka, Osaka, 560-0043, Japan.

2. 正しくないモデルが有限回しか選択されない例の
無限列の集合に対して確率測度 1が割当てられる
(強一致性)

MDL/BIC(dn = log n)では両方の性質が満足されるが、
AIC(dn = 2)では両方とも満足されない。一般に、dn

が小さいと過学習が原因で、強一致性が満足されない。

無論、モデル選択において一致性だけが要求されるす

べての性能ではないが、本論文では、強一致性を満足す

る最小の {dn}とな何かについて議論する。
情報量基準は、適用する問題によって、経験的エントロ

ピーとパラメータ数の定義が異なる。1979年にHannan-
Quinnは、ARMA(Autoregression Moving Average,自
己回帰移動平均)の場合、「dn = 2 log log nが強一致性

を満足する最小の {dn}である」(本論文では、Hannan-
Quinn の命題とよぶ) ことを証明した。そして、dn =
2 log log nとする情報量基準 HQが、ARMA以外の問
題にも適用されるようになった。しかしながら、Hannan-
Quinnのオリジナル論文からわかることであるが、Hannan-
Quinnの命題の証明が、ARMAという問題の性質に強
く依存しており、線形回帰をはじめとする他の問題で同

じ性質が真であるか否かは、証明がされていない。ただ、

そういうことに頓着せずに、ARMA以外の問題に HQ
を無造作に使う人は多い。

ただ、ごく最近になって、データマニングやパター
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ン認識でよく用いられる条件付確率の学習について、

Hannan-Quinnの命題が正しいことが証明された (Suzuki,
2006)。このことは、有限型Bayesianネットワークの構
造推定においても、Hannan-Quinnの命題が正しいこと
を意味する。

本論文では、線形回帰においてもHannan-Quinnの命
題が正しいことを証明する。この問題の解決は、非常に

大きな意義があると思われる。そうでないと、情報量基

準を適用する際に、Hannan-Quinnの命題が証明されな
いと、HQを適用する意味が見出されないからである。
強一致性は例では検証できないため、線形回帰でHannan-

Quinnの命題が真であるか否か、予想することは容易で
はなかった。線形回帰で、HQ以外では、

dn

log log n
→ ∞

が過去に知られた強一致性を満足する最小の {dn}の十
分条件である (Rao-Wu, 1989)。

2節で、ARMAと条件付確率で Hannan-Quinnの命
題がどのように証明されたかの概略を簡潔に述べる。3
節で、まず、線形回帰で情報量基準を適用した場合のモ

デル選択の漸近的な誤り率の公式を導く (3.1節)。これ
は副産物ではあるが、主結果の証明への重要なステップ

となる。3.2節でHannan-Quinnの命題の証明をおこな
う。さらに 4節で、線形回帰とガウス型 Bayesianネッ
トワークの構造学習の問題との関係をのべ、後者におい

てもHannan-Quinnの命題が正しいことを証明する。5
節で、本論文のまとめをおこなう。

2 Hannan-Quinnの命題が証明され

た例

2.1 ARMA

以下では、{Wi}∞i=−∞を平均 0分散 1の独立同一分布
にしたがう確率変数の列、{Xi}∞i=−∞ を平均 0、

Xi =
k∑

j=1

λjXi−j + Wi

および実数 {λi}k
i=1で定義される確率変数の列とする (自

己回帰移動平均, autoregressive moving average)。ここ
で、E[Xi] = 0であり、また {Xi}は定常であるので、
m ≥ 0として、γm := EXiXi+mは iによらず、また以

下の方程式 (Yule-Waker方程式)が得られる。

γm =
k∑

j=1

λjγm−j + δ0mσ2

Cramerの公式を用いて、{γm}k
m=0の値から、(k+1)×

(k+1)の連立一次方程式の解として、σ2および{λm}k
m=1

の値が得られる。

一般に、{γm}k
m=0 の値は、未知であるので、その実

現値

x = (x1, · · · , xn) ∈ X1(Ω) × · · · × Xn(Ω)

から、

x̄ :=
1
n

n∑
i=1

xi

および

γ̂m := γ̂−m :=
1
n

n−m∑
i=1

(xi − x̄)(xi+m − x̄)

を計算して推定する。したがって、Yule-Walker方程式
は、以下のようにかける。

−1 γ̂1 γ̂2 · · · γ̂k

0 γ̂0 γ̂1 · · · γ̂k−1

0 γ̂1 γ̂0 · · · γ̂k−2

...
...

...
...

...
0 γ̂k−1 γ̂k−2 · · · γ̂0





σ̂2
k

λ̂1,k

λ̂2,k

...
λk,k


=



−γ̂0

−γ̂1

−γ̂2

...
−γ̂k


,

特に、次数 kが未知であれば、各 kについて上記の連立

方程式を解き、

L(xn, k) =
n

2
log σ̂2

k +
k

2
dn

の値を計算して、この値を最小にする k を推定値とす

る。この kを求める操作を ARMAの学習とよぶ。
一般に、

σ̂2
k = {1 − λ̂2

k,k}σ̂2
k−1

が成立する。したがって、k = 1, 2, · · · に対して、

2{L(xn, k) − L(xn, k − 1)}

= n log
σ̂2

k

σ̂2
k−1

+ dn

≤ −n(1 − σ̂2
k

σ̂2
k−1

) + dn (1)

= −nλ̂2
k,k + dn

なる変形ができる。また、n → ∞で、k ≤ k∗に対して

は、
σ̂2

k

σ̂2
k−1

は 1より小さな値に概収束する。したがって、

(1)より、

L(xn, 0) > L(xn, 1) > · · · > L(xn, k∗ − 1) > L(xn, k∗)
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が確率 1 で成立する。他方、k ≥ k∗ + 1 に対しては、
σ̂2

k

σ̂2
k−1

は 1に概収束する。Hannan-Quinn(1979)は、重

複対数の法則から、

λ̂2
k,k

2n−1 log log n
≤ 1

が確率 1 で成立することを証明し、dn = 2c log log n

(c > 1)について

L(xn, k∗) < L(xn, k∗ + 1) < · · ·

が確率 1で成立することを証明した。

2.2 条件付確率

X,Y : Ω → Rを確率空間 (Ω,F , µ)における確率変数
とし、Y が有限 (|Y (Ω)| < ∞)であることを仮定する。
以下では、σ-集合体 G1,G2 が A ∈ G1 =⇒ A ∈ G2 を満

足するとき、G1 ⊆ G2とかくものとする。また、µは確

率測度であり、µ(Ω) = 1を満足する測度である。
以下では、事象 (X = x)のもとでの、事象 (Y = y)
の条件付確率を µY |X(y|x), x ∈ X(Ω), y ∈ Y (Ω)で表
記する。X(Ω)における同値関係∼を、x, x′ ∈ X(Ω)に
ついて

µY |X(y|x) = µY |X(y|x′), y ∈ Y (Ω) ⇐⇒ x ∼ x′

で定義する。実際、

1. x ∼ x

2. x ∼ x′ ⇐⇒ x′ ∼ x

3. x ∼ x′, x′ ∼ x′′ =⇒ x ∼ x′′.

が成立する。この同値類で生成される事象の集合を G ⊆
F とかく。条件付確率の学習では、n個の独立に発生し

た例 zn = (z1, · · · , zn),

zi := (xi, yi) ∈ X(Ω) × Y (Ω) , i = 1, 2, · · · , n

から、モデル G を見出す問題として定義されるものと
する。

本稿では、例 zn ∈ Xn(Ω) × Y n(Ω)から

L(zn,G) := H(zn,G) +
k(G)

2
dn ,

(情報量基準)の値を比較して、それを最小にする Gを、
学習結果とよぶ。ただし、H(zn,G)を経験的エントロ
ピー、k(G)をそのパラメータの数とした。
学習の誤りは、真の G を G∗、推定された G を Ĝn と

かくと、

1. Ĝn = G∗

2. Ĝn ⊃ G∗ (過学習)

3. Ĝn ̸⊇ G∗ (未学習)

に大別できる。fl で自由度 lの χ2 分布の確率密度関数

をあらわすものとする。

命題 1 (Suzuki, 2006) 1. G ⊃ G∗ への誤り確率は∫ ∞

{k(G)−k(G∗)}dn

fk(G)−k(G∗)(x)dx

2. 確率 1で、G (̸⊇ G∗)への誤り確率は 0

3. dn = 2c log log n (c > 1)で、確率 1で誤り確率は
0

X(1), · · · , X(N)を有限の値をとる確率変数とし、π(i) ⊆
{1, · · · , i − 1}(i = 1, · · · , N)について、

1. X(i) と {X(j)}j∈{1,··· ,i−1}\π(i) が {X(j)}j∈π(i) の

もとで、条件付独立であり、

2. π(i) の真部分集合について、条件付独立でない

この条件を満足する π := (π(1), · · · , π(N))は一意にきま
る (有限型 Bayesianネットワークの構造)。|X(i)(Ω)| =
α(i)とおくと、確率パラメータの数は、k(π(i)) := (α(i)−
1)

∏
j∈π(i) α(j)となる。学習の誤りは、真の π(i)を π

(i)
∗ 、

推定された π(i) を π̂
(i)
n とかくと、

1. π̂
(i)
n = π

(i)
∗

2. π̂
(i)
n ⊃ π

(i)
∗ (過学習)

3. π̂
(i)
n ̸⊇ π

(i)
∗ (未学習)

に大別できる。

系 1 1. π(i) (⊃ π
(i)
∗ )への誤り確率は、∫ ∞

{k(π(i))−k(π
(i)
∗ )}dn

f
k(π(i))−k(π

(i)
∗ )

(x)dx

2. 確率 1で、π(i) ( ̸⊇ π
(i)
∗ )への誤り確率は 0

3. dn = 2c log log n (c > 1)で、確率 1で誤り確率は
0
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3 線形回帰の場合の証明
以下では、標本空間をΩとし、ϵを正規分布N (0, σ2)
にしたがう確率変数、Y, X1, · · · , Xp を

Y =
p∑

j=1

αjXj + ϵ

にしたがう確率変数、Xp+1, · · · , Xmを Y −
∑p

j=1 αjXj

とは独立な確率変数とする (0 ≤ p ≤ m)。
独立に生成した n個の例 {(yi, xi,1, · · · , xi,m)}n

i=1

yi ∈ Y (Ω), (xi,1, · · · , xi,m) ∈ X1(Ω) × · · · × Xm(Ω)

が得られたものとする。α =


α1

...
αm

 を未知として、
ϵi := yi −

∑m
j=1 αjxi,j

Xm :=


x1,1 . . . x1,m

...
. . .

...
xn,1 . . . xn,m

 , y :=


y1

...
yn

 , ϵ :=


ϵ1
...

ϵm


とおくと、y = Xmα + ϵ とかける。これを解くと、

α̂ = [α̂1, · · · , α̂m]T := (XT
mXm)−1XT

my が得られる。

他方、Pm := Xm(XT
mXm)−1XT

m とおくと、

P 2
m = Pm

(I − Pm)2 = I − Pm

がいえるので、このときの 2乗誤差は

Sm :=
n∑

i=1

(yi −
m∑

j=1

α̂jxi,j)2

= ||y − Xmα̂||2

= ||(I − Pm)y||2

= yT (I − Pm)y

とかける。同様に、n個の例 {(yi, xi,1, · · · , xi,p)}n
i=1か

ら出発する場合、

Xp :=


x1,1 . . . x1,p

...
. . .

...
xn,1 . . . xn,p

 , Pp := Xp(XT
p Xp)−1XT

p

とおくと、2乗誤差は

Sp := yT (I − Pp)y

となる。

したがって、2乗誤差の差は

Sp−Sm = yT (I−Pp)y−yT (I−Pm)y = yT (Pm−Pp)y

となる。ここで、

PT
m = (XT

m)T {(XT
mXm)−1}T XT

m

= Xm{(XT
mXm)T }−1XT

m = Pm

同様にPT
p = Ppが成立する。また、PpXp = Xp, PpXp =

Xp より、

PmPp = PmXp(XT
p Xp)−1XT

p = Xp(XT
p Xp)−1XT

p = Pp

PpPm = PT
p PT

m = (PmPp)T = PT
p = Pp

が成立する。したがって、Pp, I−Ppだけではなく、Pm−
Pp についても、

(Pm − Pp)2 = P 2
m − PmPp − PpPm + P 2

p = Pm − Pp

が成立する。このような性質を満足する正方行列は冪

等 (Idempotent)行列とよばれ、固有値として 0および
1 しかもたないことが知られている (Chatterjee-Hadi,
1987)。

3.1 モデル選択の誤り確率

命題 2
Sp − Sm

Sp/n
は、自由度 q := m − pの χ2 分布に

従う

証明: 簡単な計算から、行列 Pp のトレースが pとなる

ので、I −Pp, Pm−Ppのトレースはそれぞれ n−p, qと

なる。また、固有値 1の重複度もそれぞれ、n− p, qと

なる (固有値 0の重複度はそれぞれ、p, n − qとなる)。
まず、事象Xpのもとで、I−Ppの直交行列U = (ui,j)

を、u1, · · · , un−pの固有値が 1、un−p+1, · · · , unの固有

値が 0になるように選ぶと、Y の分散がσ2、
∑n

i=1 u2
j,i =

1より、zj := uT
j y =

n∑
i=1

uj,iyi は、

1. 1 ≤ j ≤ n − pに関して、N (0, σ2)にしたがう。

2. n − p + 1 ≤ j ≤ nに関して、値が 0

したがって、大数の強法則より、確率 1で

1
n

Sp =
1
n

n−p∑
j=1

z2
j → σ2 (2)

次に、事象Xmのもとで、Pm − Ppの直交行列 V =
(vi,j)を、v1, · · · , vqの固有値が 1、vq+1, · · · , vnの固有

値が 0になるように選ぶと、Y の分散がσ2、
∑n

i=1 v2
j,i =

1、vT
j vk = 0(j ̸= k)より、rj := vT

j y =
n∑

i=1

vj,iyi は、
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1. 1 ≤ j ≤ q に関して、N (0, σ2)にしたがう (相互
に独立)。

2. q + 1 ≤ j ≤ nに関して、値が 0

したがって、n → ∞で、

Sp − Sm

σ2
=

q∑
j=1

z2
j

σ2
∼ χ2

q (3)

ここで、独立な標準正規分布にしたがう q個の確率変数

の 2乗和が自由度 qの χ2分布にしたがうことを用いた。

(2)(3)は、命題 2を意味する。

(証明終)

以下では、π ⊆ {1, · · · , N}について、{Xj}j∈π, Y の

2乗誤差を S(π)であらわし、

L(zn, π) := n log S(π) +
k(π)

2
dn

および k(π) = |π|とおく。ただし、π∗ ⊆ {1, · · · , N}を
真の πであるとする。また、

定理 1 π ⊃ π∗ について、L(zn, π) < L(zn, π∗)となる
確率は、 ∫ ∞

{k(π)−k(π∗)}dn

fk(π)−k(π∗)(x)dx

証明: まず、

2{L(zn, π) − L(zn, π∗)}

= n log
S(π)
S(π∗)

+ {k(π) − k(π∗)}dn (4)

= n log(1 − S(π∗) − S(π)
S(π∗)

) + {k(π) − k(π∗)}dn

= −S(π∗) − S(π)
S(π∗)/n

− Rn + {k(π) − k(π∗)}dn

(5)

の第 2項

Rn :=
1
2n

(nh)2

(θh − 1)2
, h :=

S(π∗) − S(π)
S(π∗)

, 0 < θ < 1

は、n → ∞で 0に概収束する。したがって、

L(zn, π) < L(zn, π∗)

⇐⇒ S(π∗) − S(π)
S(π∗)/n

> {k(π) − k(π∗)}dn (6)

命題 2より、これは定理 1を意味する。

(証明終)

定理 2 π ̸⊇ π∗について、確率 1でL(zn, π) > L(zn, π∗)

証明: 確率 1で
S(π)
S(π∗)

> 0となり、また dn/n → 0が成

立する。(4)より、これは定理 2を意味する。

(証明終)

3.2 Hannan-Quinnの命題の証明

命題 3
Sp − Sm

Sp
≤ q log log n (7)

証明: 記法は命題 2と同様とし、p+1 ≤ j ≤ mとする。

大数の強法則より、
√

nvi,j は確率 1で nによらない一

定値 δi,j に収束する。Zi :=
δi,jyi

σ
とおくと、

√
nvT

j yと

σ
n∑

i=1

δi,jyi

σ
= σ

n∑
i=1

Zi

の比が確率 1で 1になる。E[Zi] = 0, E[Z2
i ] = 1である

ので、重複対数の法則を適用すると、
√

nvT
j y/σ

√
n log log n

≤ 1

すなわち
vT

j y

σ
≤

√
log log n

が確率 1で成立する。これは、
Sp − Sm

Sp/n
≤ q log log n

が確率 1で成立することを意味する。

(証明終)

定理 3 dn := 2c log log n (c > 1) のとき、確率 1 で
L(zn, π) > L(zn, π∗)

証明: (6)と命題 3は、定理 3の成立を意味する。

(証明終)

4 ガウス型Bayesianネットワークの

構造学習の場合の証明
条件付確率の学習を、有限型Bayesianネットワークの

構造学習に適用したのと同様に、線形回帰の学習を、ガ

ウス型Bayesianネットワークの構造学習に適用すること
ができる。X(1), · · · , X(N)を確率変数、ϵ(i) ∼ N (0, σ2

i )
として、

X(i) =
∑

j∈π(i)

α(j)X(j) + ϵ(i)

を満足する π(i) を見出す問題となる。

定理 4 1. π(i)(⊃ π
(i)
∗ )への誤り率は、∫ ∞

{k(π(i))−k(π
(i)
∗ )}dn

f
k(π(i))−k(π

(i)
∗ )

(x)dx

2. 確率 1で、π(i)( ̸⊇ π
(i)
∗ )への誤り確率は 0

3. dn = 2c log log n (c > 1)で、確率 1で誤り確率は
0
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5 まとめ
線形回帰の学習、およびその帰結として、ガウス型

Bayesianネットワークの学習に関して、Hannan-Quinn
の命題が真であることを証明した。そもそも、ARMAで
しか成立していなかったが、条件付確率 (Suzuki, 2006)
の場合に引き続いて、本論文によって、線形回帰の場合

でも解決された。長年未解決であり、喜んでいただける

ものと思われる。

過学習の誤り確率の計算で、条件付確率および線形回

帰のいずれにおいても、経験的エントロピーの差がパラ

メータ数の差を自由度にもつχ2分布にしたがうことがわ

かった。そして、ともにその性質を利用して、Hannan-
Quinn の命題が真となることが証明された。では、条
件付確率、線形回帰を含むどのような一般的な条件で

Hannan-Quinnの命題が真となるのであろうか。大変興
味深い。
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非線形プリコーディングの統計力学的解析 

Statistical Mechanics of Non-Linear Precoding 
 

林 愛空*                  樺島 祥介† 

Naruhiro Hayashi       Yoshiyuki Kabashima 
 

Abstract: We investigate a nonlinear precoding scheme of MIMO communication, 
which aims to reduce the transmit energy, utilizing methods of statistical mechanics. 
In the scheme, a message to be transmitted to a receiver is expanded to a space of 
relaxed alphabets and replaced by a sequence which has the minimum transmit 
energy in that space.  Since this process can be considered as a combinatorial 
optimization problem, statistical mechanics can be used for estimating a performance. 
Recently, Mueller et al.(2008) investigated the performance of this scheme using the 
replica method under the replica symmetric ansatz. However, the analysis seems 
inadequate even in qualitative aspects. Therefore, we handle the same problem in a 
more advanced framework based on the one-step replica symmetry breaking ansatz. 
In addition, by using mean field approximation, practical algorithms, which achieve 
nearly optimal performance with a reasonable amount of time, are developed. 

Keywords: MIMO, precoding, replica method, complexity, TAP equation. 
 
 

1. はじめに 

近年，無線通信の普及に伴い，通信のさらなる高

速化，高品質化が求められている．そのような状況

の下で，限られた周波数帯域で伝送容量を増大させ

る方法として，複数の送受信アンテナを用いること

で空間的な冗長性を利用して大容量通信を実現する

MIMO 通信[1]が注目を集めている．ただし，同じ周

波数で複数の信号を同時に送るため，干渉しあった

受信信号からいかに元の信号を復元するかという問

題が生じる．この干渉を抑えるために，あらかじめ

送信機側で干渉成分の減算（線形プリコーディング）

を行うことがあるが，この際，送信電力の増大が問

題となる．この問題に対して，緩和された信号空間

の中で送信電力が最小となるような信号に元信号を

符号化することで送信電力を低減させる非線形プリ

コーディング[2][3]を考えることができる．この非線

形プリコーディングは組合せ最適化問題とみること

ができるため，送信電力の低減限界の評価や，与え

られた信号からできるだけ電力を下げた信号を求め

る実際的なプリコーディングのアルゴリズムを与え

ることは，厳密に行う限り計算困難な問題となる． 
さて，最近情報科学の問題に対して統計力学で用

いられてきた手法が有効であることが認識され，情

報通信をはじめ，さまざまな問題に適用することが

試みられている[4]．プリコーディングの解析におい

ても，統計力学的手法による解析が有効であり，最

近ランダム系の統計力学的手法であるレプリカ法に

よる送信電力低減限界の評価がおこなわれた[5]．た

だし，このレプリカ法は様々な仮定から成り立って

いるため，適切な解の振舞いを得るためには注意が

必要である．上記解析は最も単純な仮定である

Replica symmetry(RS)仮定のもとで解析が行われたが，

送信電力低減限界のシステムサイズ依存性が数値実

験の結果と大きく食い違うなど系の振舞いを定性的

にも捉えきれていないと考えられる． 
そこで，本稿ではより進んだ仮定である one step 

Replica symmetry breaking(1 RSB)仮定[6]のもとでレ

プリカ法による解析を行う．1RSB 仮定はその特殊

な状況として RS 仮定を含み，RS 仮定に比べて評価

関数の構造に対して，より詳細な解析を行うため，

高い精度で定性的によりよい結果を得られることが

期待できる．さらに，上記の非線形プリコーディン

グに対して統計力学で知られている平均場近似を用

いることで，実際的な符号化アルゴリズムを与える．

また， RSB 仮定において仮定される多数の準安定解

情報論的学習理論テクニカルレポート 2009 
Technical Report on Information-Based Induction 
Sciences 2009 (IBIS2009) 
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と，アルゴリズムの平均的な性能との間に興味深い

関係が得られることについても報告する． 
 

2. プリコーディング 

MIMO 通信とは送信側，受信側それぞれに複数の

アンテナを用いることで大容量，高品質の情報伝送

を行う無線通信技術である． 
以下では，送信アンテナ N 本，受信アンテナ K

本の MIMO 通信を表す数理モデル 
r t n H  

を考える．ここで， H は K N で要素が平均 0 ，

分散1/ N のガウス分布からなる通信路行列， r は受

信信号， tは送信信号， n は平均 0 ，分散1/ N のガ

ウスノイズである． 

K 次元の信号 { 1}K s を送信する場合， N 本の

アンテナから送信するため， N 次元の送信信号へ

( )t T s と符号化して送信することになるが，

MIMO 通信ではそれぞれのアンテナから送信された

信号が干渉しあって受信されるため，受信信号から

送信信号を推定する必要がある． 
送信機側で通信路の状態が既知の場合，次のプリ

コーディングと呼ばれる送信機側で行う符号化方式

を考えることができる． 
送信機側で通信路の一般化逆行列により送信した

い信号を 
1( x H HH s† †）  

と符号化し，X をアンテナから送信する．すると 

1( 

 

 
 

y Hx n

HH HH s n

s n

† †）

 

となり，このような線形プリコーディングを施すこ

とで，符号化された送信信号が送信時に通信路で自

動的に復号されることになる． 
この方式では受信機での復号作業を必要としない

ため，受信機の簡略化や消費電力を抑えたい場合，

例えば携帯電話の基地局から端末へのダウンリンク

など，受信機でのコストを削減したい場合に有利で

ある．しかし，送信機側では 

1(  x x s HH s s s† † † †）  

となり，送信電力の増大をまねくことになる．そこ

で，この問題を解決するために，線形プリコーディ

ングの前に Tomlinson-Harashima Precoding[2][3]と呼

ばれる非線形プリコーディングを導入する． 
今， { 1}s   に対応した互いに素な緩和された集

合  1 1, 3   を考える（図２)． s から 1 に符

号化した場合， 1 が互いに素な集合であるため，

1 の要素を受信した場合 1s  ， 1 の要素を受信

した場合 1s   と簡単に復号することができる．こ

のため，非線形プリコーディングにより受信機側で

の復号コストを増加させることなく，符号化時の信

号空間を緩和することができる．この緩和された信

号空間から 

1

( )

1
min (             (2.3.1)f

K





b B s
b HH b  † †）

 
 

1 2
( )

Ks s s    B s   

のように，最も送信電力の低い信号を選び，元の信

号をこの信号に符号化すれば送信電力を低減させる

ことができる．これが非線形性を用いた送信電力低

減プリコーディングの原理である．
  

  

 K1s

Ｎ

 r H t n

r H t

Ｋ

1

1

1

Ｋ

1  o r 3 

1  o r  3
Ｋ

1  o r 3 

1( t H H H x† †）

 1, 3
K x 

 
図 1 MIMO 通信 
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3. 統計力学 

3.1 自由エネルギー形式 

 MIMO 通信における送信電力を低減させるための

非線形プリコーディングは，緩和された信号空間の

中からもっとも送信電力が小さくなる信号を探す組

合せ最適化問題と見ることができる．本節ではなぜ

統計力学がこのような問題の評価に役に立つのかと

いうことと，そこで使われる手法について概説する． 
イジングスピンと呼ばれる { 1}s   をとる N 個の

構成要素からなる系を考える．各状態を N 次元ベク

トル 1 2{ , ,..., }Ns s ss によってあらわす．系の状態

s が見出される確率は，エネルギー関数と呼ばれる

系を特徴づける評価関数 ( )E s のもと次のように表わ

される． 

( )1
( ) EP e

Z
 ss  

これはボルツマン分布とよばれる．ここで規格化因

子Ｚは 
( )EZ e   s

s

 

であり，分配関数と呼ばれる．またエネルギーに共

役な変数  は逆温度と呼ばれている． 

エネルギー関数による確率分布に対するキュムラ

ント母関数は，システムサイズ無限の極限で以下の

ようにレート関数 S のルジャンドル変換として表す

ことができる 

 
 

log

log exp ( )

log exp ( )

( )

F Z

d E

dE E W E

E S E







  

 

 

 

  




s s
 

ここで F は自由エネルギー， ( )W E は状態数，

( ) log ( )S E W E はエントロピーと呼ばれ，３行

目において鞍点法を用いている． 
これは状態集合を同じエネルギーE をとる状態のサ

ブシェルに分割し逆温度でパラメトライズしている

ことに相当する．そのため直接状態を意識すること

なしに温度を動かすことで，とりうるエネルギーの

範囲を調べることができる．    に対応するエ

ネルギーが最小エネルギーに対応するので，これを

調べることで式(2.3.1)を評価することが可能となる． 
 このように大自由度極限を考えることで全状態を

同じ巨視的な変数の値を持つ典型集合に分割するこ

とができるため，最適化問題において最小値の値を

求めるのに統計力学の手法が有効となる． 
 

3.2  レプリカ法 

3.1 で導入した自由エネルギーは，相互作用が固定

された系，つまりある固定された通信路でのエネル

ギーである．しかし，通信路行列は要素が確率変数

であるランダム行列で与えられるため，平均的な送

信電力を評価するために，自由エネルギーの平均値

を求めなければならない．しかし，対数の平均を求

めるのは一般に困難である．そこで，次の恒等式 

0

1
ln lim

n

n

Z
Z

n


 ,  n  

を用いて 

0

1
ln lim ln n

n
Z Z

n
  

とすることで平均を求める．ここで     は通信路行

列による平均操作を表す．分配関数の実数乗の期待

値を求めることは依然困難であるが，ｎが整数のと

きに限り分配関数のｎ次モーメントの計算が可能で

あるため，ｎの実数への解析接続が可能であるとい

う仮定のもとｎ→０とすることで期待値を評価する

ことができる．この方法は同一の n 個の系を扱って

いるように見えることから，レプリカ法と呼ばれて

いる．レプリカ法は実数への解析接続や鞍点評価な

ど，数学的な正当性のない操作を含むが，多くの例

を通して経験的に正しい解を与える操作が処方箋と

して確立されている． 
 

4. 統計力学によるプリコーディング

の評価 

4.1   RS 仮定 

前節の議論より，送信電力の低減限界を評価する

ために，(2.3.1)をエネルギー関数とする自由エネル

ギーをレプリカ法により評価する．以下の定式化[7]
は，若干異なるものの，Mueller et alが採用したもの

と同じ仮定に基づき，彼らの結果[5]と全く同じ結果

を導く．詳細にはふれないが有限温度での自由エネ

ルギーは，巨視的な状態を特徴づける秩序変数と呼

ばれる変数の極値として， 

図 2 緩和された信号空間 
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0 ,

( ) lim ext f ,
a ab

a ab

n m q
f m q


  

ここで 

1a am
K

 s τ
1ab a bq
K

 τ τ
 

2




b s
τ

 
と表すことができる． 
ここで秩序変数に対して次の仮定（RS 仮定）を置

く 

am m ，
abq q  

この仮定は自由エネルギーの解構造に対して単峰

的な仮定を置くことに相当する．
    での自由エネルギー，つまり送信電力の

低減限界は 

 

,
0

1
lim ln

(5 4 ) 4

1
ˆ ˆ ˆ ˆ

2

n

K
n

f Z
nK

m G

mm q Dz m qz

 








 

  

   

 

ˆ ˆ, , ,m m q が満たすべき鞍点方程式は 

ˆ
2 1

ˆ

m
m H

q

 
    

 
 

2ˆ2
exp

ˆ ˆ2

m

q q



 

  
 

 

ˆ 4 ( 4 )m G     

ˆ 8(5 4 ) ( 4 )q m G     

と求まる．ここで  G x は 

   2
1 1 4

G
2

x
x

x

  


   
   

である． 
この自由エネルギーから送信電力低減限界の評価

を行う． 
図３が RS 仮定のもとで求めた自由エネルギーか

ら， K N  ごとの送信電力の低減限界 [dB]E を

求めたものである．点線は， 20N  のもとで最も

送信電力を低減できる信号を全数探索することで求

めた結果である．この結果から，RS 仮定による結果

が以下のような誤りを含んでいることがわかる． 
†HH は 1  で 0 固 有 値 が 現 れ る た め ，

  1†HH

において，発散する固有値が現れるように

なる．そのため， 1  で送信電力の発散が見られ

るはずであるが，RS 仮定による結果は 1  で発散

していない．一方，全数探索により求めた低減限界

では 1  で電力が発散する傾向が見られたので，

RS 仮定による結果[5]は定性的に誤った結果を与え

ていると考えられる．  
以上のことから，先行研究である Mueller et al の

結果は系の定性的な振舞いを説明するのにも不十分

であることがわかる．レプリカ法の一連の計算は多

くの仮定をに基づいているが，定性的に誤った結果

が現れたときはレプリカ対称性に対する仮定が不適

切な場合であり，対称性の破れた仮定を置くことで

解の振舞いを改善することができることが経験的に

知られている．また，レプリカ対称性に関する仮定

は自由エネルギーの解空間の構造の仮定に関係して

おり，レプリカ法をたんなる平均操作以上の，系の

特徴を抽出する方法としての側面を持たせている． 
そこで次に，解構造という観点からより進んだレ

プリカ対称性に関する仮定を導入し，解析の改善を

試みる． 
 

4.2   １RSB 仮定 

 ここでは one step replica symmetry breaking[6]と呼

ばれる，レプリカ対称性を１段階破った仮定を用い

て自由エネルギーの評価を行う．RS 仮定は熱力学的

極限において，自由エネルギーの解構造が単峰的で

唯一の安定解が存在するという仮定のもとに鞍点を

求める方法であるが，別の仮定として，解構造が多

峰的な図４のような構造をもっていると仮定して自

由エネルギーを求めてみる． 

 
図 3  RS 仮定による送信電力低減限界 
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ある自由エネルギー f をとる準安定解の個数を 

 ( ) exp ( , )              (4.3.1)   N f K f   

とあらわそう． ( , )f は complexity と呼ばれる量

である．Complexity が正の値に評価された場合，多

峰的な仮定に意味があったことがわかる．逆に 0 で

あれば，単峰的であるため，1RSB 仮定は RS 仮定を

含んだ仮定になっている．そこで自由エネルギーの

評価だけでなく complexity の評価も行う． 
ここで，自由エネルギーの議論に沿って以下のよ

うなモーメント母関数を考える． 

  

xZ ( ) ( )

max exp ( , )  (4.3.2)

K f x

f

df e N f

K xf f






 

 

    

 

 
ただし， はそれぞれの準安定解を表す添え字であ

り， Z はその解の分配関数である．(4.3.2)の対数を

とり RS 仮定と同様にレプリカ法によりランダム性

を有する相互作用に関して平均をとると 

x

0

1
( ) lim log ( Z )       (4.3.3)    n

n n xK 


 


   

のように表せる． ( )  から  , f は x  の関数

として

 

   2f   



 


,     (4.3.4)f  






 

と，表すことができる． 
上の議論は３節で述べた自由エネルギー形式の議

論にそえば，温度が  に固定された系で， f で指

定される典型集合を x でパラメトライズし，ある x

で指定される f の個数を式(4.3.1)で数えていること

になる． 
 (4.3.4)より complexity を評価したのが図５である．

図５を見ると complexity が正の値をとっている範囲

が存在することがわかる．これは自由エネルギーに

おける解空間の構造が RS 仮定で想定した単峰的な

構造ではなく，1RSB 仮定で想定したような多峰的

な解構造であることを表している．なお，図中の gf ，

sf は gf ：(complexity が最大値をとるときの f )，

sf ：(complexity が有限値から 0 に変わるときの f )

を表す．今評価したい送信電力の低減限界は sf であ

り，これが 1RSB 仮定のもとでの自由エネルギーで

ある． 
式(4.3.3)から 1RSB 仮定のもと，RS 仮定のときと

同様に計算をすすめると，自由エネルギーは 

  
     

 

( ) 1 4 4 ) ( 4 4 1

1
4 4 1 4

1
ˆˆ ˆ ˆ( ) 1

2 2

ˆ1
lne

ˆ

ˆ
                        e

ˆ

[

]

h

h

m q G q

G q G

mm q q q

h
Dz H

h
H





   

  





 






     

     

    

 
   

 
 

   
 



 

と，評価される．ここで 

( )
x

H x Dz


  , ˆh qz m   

鞍点方程式は 

図 4  自由エネルギーの多谷構造 図 5 complexity curve (α=0.9) 
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2
2ˆ2
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h

DZ
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2
exp exp

exp exp

H h H h
q DZ

H h H h

 
 

 

 

  
  

   
  

   
   

exp exp

exp exp

H h H h
m DZ

H h H h

 
 

 

 

  
     
  

 8
ˆ ( 4 ) ( 4 4 (1 ))G G q   


        

ˆ 8(1 4 4 ) ( 4 4 (1 ))q m q G q        

ˆ 4 ( 4 4 (1 ))m G q       

ここで 

ˆ

ˆ

h
H H




 
   

 
 

である． 
図６は RS 仮定における性能評価で求めた図３に，

1RSB 仮定により評価した送信電力低減限界の結果，

つまりαごとの sf の値を重ねたものである．RS 仮

定での評価と違い，α＝1 での送信電力の発散や，

全数探索により求めた限界値とのよい一致が見られ

る．このことから 1RSB 仮定による評価が定性的に

よりよい評価を与えていることがわかる． 

 

5. 平均場アルゴリズム 

自由エネルギーによる評価では，送信電力の低減

限界を評価したが，実際にはそれを実現する符号化

アルゴリズムが必要である．実はこの問題に対して

も，自由エネルギー形式が有効である．ただし，実

際の系に対するアルゴリズムを考えるために，レプ

リカ法のように相互作用のサンプル平均をとった自

由エネルギーではなく，個別のサンプルに対する自

由エネルギーを考える必要がある． 
ある特定のサンプルにおける分配関数が計算でき

た場合，指数型分布族の性質から，あるサイトのス

ピンの平均値は自由エネルギーをその平均値に共役

な変数で微分することで得られる．または，後にす

るようにルジャンドル変換を用いることで，自由エ

ネルギーを直接平均値の関数として表すことができ，

自由エネルギーの極値問題として平均値を求めるこ

ともできる．    では，この平均値が求めたか

った最小エネルギーを与えるとりうる解の平均値に

なるため，これを用いることで符号化アルゴリズム

を求めることができる 
問題はいかに分配関数を評価するかである．最も

素朴に計算する場合，すべての状態に対してボルツ

マン因子の和をとることになるが，その数はシステ

ムサイズの増加に対して指数的に増加することにな

る．そこで，近似を用いることで評価することを考

える．  
次の１パラメータ拡張された自由エネルギーを考

える[8]． 

  1, Tr exp (
2

l
Z l

    
 

TJ b HH b†）
 

この分配関数から求められる自由エネルギーをル

ジャンドル変換すると

 

 
,

1

extr[

log exp( ( ( ) )
2

]
2

l

Tr l

K

 

 

   

 

λ γ

T T

T

m,M

b HH λ b τ γ

τ γ λ


†）  

ここで 

ˆ τ τ  

となる． 
左辺の量はギブス自由エネルギーと呼ばれるが，

逆変換をほどこすことで元の（ヘルムホルツ）自由

エネルギーを求めることができるので，両者の自由

エネルギーは同等の情報を持っていると考えられる． 
この自由エネルギーを拡張パラメータで展開したの

ち，主要な項の和のみ考えれば元の自由エネルギー

の近似となる．ここでは，適応 TAP 平均場近似[9]と
呼ばれる方法でこの近似を行うことを考える． 

まず簡単な変形から 

 

図 6 1 RSB 仮定による送信電力低減限界 
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1

1 0 0

ldl
l


  

  

となる．右辺を近似することが自由エネルギーの展

開項に関する近似に相当するが，TAP 平均場近似で

は， τに対するイジング型の制約を 

   1 1
( ) 1 1

2 2i i iP t t t      

と表せば，分配関数は 

Tr exp
2

( )exp
2i i

i

dt P t





  
 

   
 



T

T

b Jb

b Jb

 

と表すことができるが，これを連続的な制約である

ガウス型の 
21

( ) exp
22

t
P t


 

  
 

 

を用いることで近似する．つまり近似したかった高

次項，つまり求めたギブス自由エネルギーからエン

トロピーの部分を引いた量が同じであるとして以下

のように近似する． 

1 0 1 0Gauss Gauss
      

この近似を用いるとギブス自由エネルギーは 

1 1 0 0Gauss Gauss
      

となるが，右辺はすべて解析的に求めることができ

るので，これを計算すると 

   

  

1

1

ˆ ˆ ˆ( ) 2 ( 2

1ˆ2 log 2cosh( )

4 1

t

TAP

i i i
i

h t h

K
G q













  

 
  

 

  



τ s τ HH s τ†）

 

となる． 
これを微分することで 

   

  

1 11 ˆˆ ˆ( ) 2( 2 tanh
ˆ

ˆ8 4 1

0

TAP i
i

i

t
t

G q t






 
  



  



τ HH s τ†）

 

が求まる． 
  とすることで，求めたい TAP 平均場近似

による平均値を求めることができる． 
この連立方程式は解が満たすべき条件を表してい

るだけなので，この方程式を満たす解でエネルギー

を最小にする解を求めるアルゴリズムが必要である．

ここでは逐次的なエネルギー降下アルゴリズム[11]
により解を求めた．求まった解は大部分が 1 にな

るが，一部 ˆ 1t  となる変数が現れてくる．しかし，

全数探索に比べると非常に多数の変数について，ア

ルゴリズムにより 1 を決定することができるので，

少数の変数については全数探索を行えばよい．系が

大きくなると，その分決まらない変数の数も増えて

くるが，平均値の絶対値が小さいほうから２０変数

までについては全数探索を行い，それ以外の変数に

は符号関数により決定するヒューリスティクスを用

いる． 
 

6. 実験結果 

TAP 平均場近似，比較のためのナイーブ平均場近

似，それぞれから求められたアルゴリズムによる解

探索の結果が図７である．システムサイズは

64N  で，上から順に，非線形プリコーディング

なし，ナイーブ平均場アルゴリズムによる結果，

gf ：(complexity が最大値をとるときの自由エネルギ

ー)，TAP 平均場アルゴリズムによる結果，全数探索

による結果， sf ：(complexity が有限値から 0 に変わ

るときの自由エネルギー＝1RSB 仮定のもとでの送

信電力の低減限界)，RS 仮定のもとでの送信電力の

低減限界となっている．この結果から TAP 平均場近

似とヒューリスティクスの組合せによるアルゴリズ

 
 

図 7  TAP 平均場アルゴリズム 
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ムが，レプリカ法により評価した低減限界にせまる

性能を示しており，送信電力低減において有効なア

ルゴリズムであることがわかる．  
また，図７を見ると局所探索（ナイーブ平均場近

似）による解探索が gf 付近でトラップされているこ

とがわかる．このことから，ランダムフリップなど

単純なアルゴリズムで最適解を得るのが難しいのは，

1 RSB 仮定が有意な多数の解が存在するような問題

では準安定解にトラップされてしまうからだと考え

られる．このような現象は，充足可能性問題など他

の最適化問題でも生じていることが知られている

[10]．このことは最適化問題の複雑さの理解に対し

て，統計力学的な手法によるアプローチの有効性を

示唆している． 
 

7. まとめ 

MIMO 通信において送信電力を低減させるための

一手法である非線形プリコーディングを統計力学の

手法を用いることで解析した．この問題は自由度の

増加とともに計算複雑度が増していく組合せ最適化

問題となるため，厳密な評価，最適化アルゴリズム

を求めることが困難である．そこで，本稿では近似

手法として，多体系から平均的な特徴を抽出するこ

とを目的とした統計力学による手法，特に構造が確

率的な要素を含む系に有効なレプリカ法を用いて評

価した． 
レプリカ法は適切な仮定のもとで用いられる必要

があるが，先行研究の RS 仮定では数値実験の結果

と大きく食い違っていた．そこで，より詳細な

1RSB 仮定による評価を行ったところ，数値実験が

示す振舞いを定性的に説明する結果が得られた．ま

た，Thouless-Anderson-Palmer(TAP)平均場近似を用い

たアルゴリズムを提案し，その有効性を実験的に示

した． 
TAP 平均場近似によるアルゴリズムでは，実際的

なシステムサイズに対し，ヒューリスティクスと組

み合わせることでレプリカ法により評価した限界を

ほぼ達成することができた．またレプリカ法から得

た解構造の様子とアルゴリズムの性能を比べること

で，レプリカ対称性と問題の複雑さが密接にかかわ

っていることを支持する結果が得られた． 
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情報論的学習理論テクニカルレポート 2009Tehnial Report on Information-Based Indu-tion Sienes 2009 (IBIS2009)Latent Dirihlet Alloationの量子アニーリング変分ベイズ学習
佐藤一誠�Issei Sato 栗原賢一yKenihi Kurihara 田中宗zShu Tanaka 宮下 精二xSeiji Miyashita 中川 裕志{Hiroshi NakagawaAbstrat: This paper presents a quantum annealing variant of variational Bayes (QAVB)for Latent Dirihlet alloation(LDA). QAVB estimates latent topis in LDA by introduing\quantum e�et" where we assume that the states of latent topis are quantum states.Experiments revealed QAVB �nds a better loal optimum than simulated annealing interms of the variational free energy in LDA.Keywords: Latent Dirihlet alloation, Variational Bayes, Quantum annealing1 IntrodutionLatent Dirihlet alloation (LDA)(Blei et al., 2003)is one of the most famous topi models in doumentmodeling where douments are represented as randommixtures over latent topis (lasses) and eah topi isharaterized by a distribution over words. In termsof lustering, LDA is regarded as a semanti lusteringmodel for words in douments. In this study, we ex-plore a Bayesian inferene algorithm to estimate topis(word lasses) in LDA by introduing \quantum e�et"where we assume that the states of latent topis arequantum states.Several studies that are related to mahine learn-ing with quantum mehanis have reently been on-duted. The main idea behind these has been basedon a generalization of the probability distribution ob-tained by using a density matrix, whih is a self-adjointpositive-semide�nite matrix of trae one. Wolf (2006)onnets the basi probability rule of quantum me-hanis, alled the \Born Rule", whih formulates ageneralized probability by using a density matrix, tospetral lustering and other mahine learning algo-rithms based on spetral theory. Crammer and Glober-�東京大学情報理工学系研究科, e-mail sato�r.dl.it.u-tokyo.a.jp,Information Siene and Tehnology, University of TokyoyGoogle, e-mail kenihi.kurihara�gmail.om,z東京大学 物性研究所, e-mail shu-t�issp.u-tokyo.a.jp,Institute for Solid State Physis, University of Tokyox東 京 大 学 理 学 系 研 究 科, CREST, JST, e-mailmiya�spin.phys.s.u-tokyo.a.jp,Dept. of Physis, University of Tokyo, CREST and JST{東京大学 情報基盤センター, e-mail nakagawa�dl.it.u-tokyo.a.jp,Information Tehnology Center, University of Tokyo

son (2006) ombined a margin maximization shemewith a probabilisti modeling approah by inorporat-ing the onepts of quantum detetion and estimationtheory (Helstrom, 1969). Tanaka and Horiguhi (2002)proposed a quantum Markov random �eld using a den-sity matrix and quantum mehanis and applied to im-age restoration.Generalizing a Bayesian framework based on a den-sity matrix has also been proposed. Shak et al. (2001)proposed a \quantum Bayes rule" for onditional den-sity between two probability spaes. Warmuth et al.generalized the Bayes rule to treat a ase where theprior was a density matrix (Warmuth, 2005) and uni-�ed Bayesian probability alulus for density matrieswith rules for translation between joints and ondition-als (Warmuth, 2006). Typially, the formulas derivedby quantum mehanis generalization have retainedthe onventional theory as a speial ase when thedensity matries have been diagonal. Computing thefull posterior distributions over model parameters forprobabilisti graphial models, suh as latent Dirih-let alloation (Blei et al., 2003), remains diÆult inthese quantum Bayesian frameworks, as well as lassi-al Bayesian frameworks. In this paper, we generalizethe variational Bayes inferene (Attias, 1999), whih iswidely used framework for probabilisti graphial mod-els, based on ideas that have been used in quantummehanis.Variational Bayes (VB) inferene has been widelyused as an approximation of Bayesian inferene forprobabilisti models that have disrete latent variables.
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For example, in a probabilisti mixture model, suh asa mixture of Gaussians, eah data point is assigned toa latent lass, and a latent variable orresponding toa data point indiates the latent lass. VB is an op-timization algorithm that minimizes the ost funtion.The ost funtion, alled the negative variational freeenergy, is a funtion of latent variables. We have alledthe ost funtion \energy" in this paper.Sine VB is a gradient algorithm similar to the Ex-petation Maximization (EM) algorithm, it su�ers froma loal optimal problem in pratie. Deterministi an-nealing (DA) algorithms have been proposed for theEM algorithm (Ueda and Nakano, 1995) and VB (Katahiraet al., 2008) based on simulated annealing (SA) (Kirk-patrik et al., 1983) to overome issue with loal op-tima. We alled simulated annealing based VB SAVB.SA is one of the most well known physis based ap-proahes to mahine learning. SA is based on theonept of statistial mehanis, alled \temperature".We derease the parameter of \temperature" gradu-ally in SA. Beause the energy landsape beomes atat high temperature, it is easy to hange the state(see Fig.1(a)). However, the state is trapped at lowtemperature beause of the valley in the energy bar-rier and the transition probability beomes very low.Therefore, SA does not neessarily �nd a global opti-mum in the pratial ooling shedule of temperatureT . In physis, quantum annealing (QA) has attratedattention as an alternative annealing method of opti-mization problems by a proess that is analogous toquantum utuations (Apolloni et al., 1989; Kadowakiand Nishimori, 1998; Santoro et al., 2002). QA is ex-peted to help states avoid being trapped by poor loaloptima at low temperatures.The main point of this paper is to explain the novelDA algorithm for VB based on the QA (QAVB) wederived and present the e�ets of QAVB we obtainedthrough experiments. QAVB is a generalization of VBand SAVB attained by using a density matrix. Wedesribe our motivation for deriving QAVB in termsof a density matrix in Setion 3. Here, we overviewthe QAVB that we derived. Interestingly, althoughQAVB is generalized and formulated by a density ma-trix, the algorithm for QAVB we �nally derived doesnot need operations for a density matrix suh as eigen-value deomposition and only has simple hanges from

the SAVB algorithm.Sine SAVB does not neessarily �nd a global op-timum, we still need to run multiple SAVBs indepen-dently with di�erent random initializations where mdenote the number of SAVBs. Here, let us onsiderrunning dependently, not independently, multiple SAVBswhere \dependently" means that we run multiple SAVBsintroduing interation f among neighboring SAVBsthat are randomly numbered suh as j� 1, j and j+1(see Fig.1(b)). In Fig.1, �j indiates the latent lassstates of N data points in the j-th SAVB. The inde-pendent SAVBs have a very low transition probabil-ity among states, i.e., they have been trapped, at hightemperature as shown in Fig.1(), while the dependentQAVBs an hanges the state in that situation. Thisis beause interation f starts from zero (i.e., \inde-pendent"), gradually inreases, and makes �j�1 and�j approah eah other, the state will then be movedinto ��. If there is a better state around sub-optimalstates that the independent SAVBs �nd, the depen-dent SAVBs are expeted to work well. The depen-dent SAVBs are just QAVB where interation f andthe above sheme are derived from QA mehanisms aswill be explained in the following setion.This paper is organized as follows. In Setion 2, weintrodue the notations used in this paper. In Se-tion 3, we motivate QAVB in terms of a density ma-trix. Setion 4 and 5 explain how we derive QAVB andpresent the experimental results in latent Dirihlet al-loation (LDA). Setion 6 onludes this paper.2 PreliminariesWe assume that we have N data points, and theyare assigned to K latent lasses. The latent lass ofthe i-th data point is denoted by the latent variable zi.zi = k indiates that the latent lass of the i-th datapoint is k. The latent lass of the i-th data point isalso denoted by K dimensional binary indiator ve-tor ~�i where if zi is equal to k, the k-th element of~�i is equal to 1 and the other elements are all equalto 0. The number of available lass assignment of alldata points is KN . The lass assignment of all datapoints is denoted by KN dimensional binary indiatorvetor � = NNi=1 ~�i where N is the Kroneker prod-ut, whih is a speial ase of a tensor produt. If Ais k-by-l matrix and B is an m-by-n matrix, then the
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図 1: (a) Shemati piture of SAVB. (Upper panel) At low temperature, the state often falls into loal optima.(Bottom panel) At high temperature, sine the energy landsape beomes at, the state an hange over a widerange. (b) and () Shemati piture of QAVB. (b) QAVB onnets neighboring SAVBs. () �j an reah ��owing to the interation f . It seems to go through energy barrier.Kroneker produt ANB is the km-by-ln blok ma-trix as follows: ANB = 0BB�a11B � � � a1lB... . . . ...ak1B � � � aklB1CCA. Forexample, if K = 2, N = 2, z1 = 1 (~�1 = (1; 0)T ) andz2 = 2 (~�2 = (0; 1)T ), then � = ~�1N ~�2 = (0; 1; 0; 0)T .Let x = (x1; � � � ;xN ) denote the N observed datapoints and � denote the model parameters. �(l) indi-ates the l-th latent lass states of KN available la-tent lass states. For example, if K = 2 and N = 2,then �(1) = (1; 0; 0; 0)T , �(2) = (0; 1; 0; 0)T , �(3) =(0; 0; 1; 0)T and �(4) = (0; 0; 0; 1)T . The set of avail-able latent lass states is denoted by � = f�(l)j(l =1; 2; � � � ;KN )g.3 Motivation for QAVB in termsof Density matrixFor those unfamiliar with quantum information pro-essing, we will explain a density matrix whih an beused as an extension of onventional probability. Ourde�nition of a density matrix is based on (Warmuth,2006).A density matrix is a self-adjoint positive-semide�nitematrix and its trae is one. Conventional probabilitywhih we alled lassial statistis an be expressed bya diagonal density matrix as follows. For example, letus onsider the ase of two data points and two la-tent lasses as well as Setion 2. We de�ne four states,denoted by indiator vetors f�(i)g4i=1, and probabil-

ity vetor p = (p1; p2; p3; p4)T , where pi indiates theourrene probability of the i-th state �(i).Then, the density matrix of this system is given bydiagfp1; p2; p3; p4g = 4Xi=1 pi�(i)�(i)T ; (1)where diagf�g indiates diagonal matrix. We an ex-tend the onept of probability by introduing non-diagonal elements in a density matrix whih is alledquantum statistis. A state of a system in quantumstatistis is de�ned by a unit (olumn) real vetor1 , u,where dyaduuT has trae one, Tr �uuT � = Tr �uTu� =1. A density matrix, �, generalizes a �nite probabilitydistribution and an be de�ned as a mixture of dyads,� =Xi piuiuTi ; (2)where pi is a mixture proportion (oeÆient) that isnon-negative and sums to one. pi spei�es the propor-tion of the system in state ui. A density matrix as-signs a probability to the unit vetor or its assoiateddyad given by p(u) = Tr ��uuT � (= uT�u). This isalled the \Born rule" in quantum mehanisms. A-ording to Gleason's theorem, there is a one to oneorrespondene between generalized probability distri-butions and density matries (Gleason, 1957). For ex-ample, when a state vetor is u = � 12 ; 0; p32 ; 0�, it1A state vetor generally does not need to be a restrited realvetor. If we onsider a omplex vetor, the de�nition of thetrae of a dyad is replaed by Tr (uu�) = Tr (u�u) = 1, whereu� indiates omplex onjugate of u. However, for simpliity,we have restrited the real vetor in this paper.
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represents the mixture of the �rst state and the thirdstate with probability � 12�2 = 14 and �p32 �2 = 34 , re-spetively.A probabilisti model employs unertainty to modelphenomena, and has demonstrated its pratially inmany sienti� �elds. Although lassial statistis in-volves unertainty over mixture proportions (fpig), itrestrits state vetors to indiator vetors (f�(i)g). Inontrast, quantum statistis involves unertainty overnot only mixture proportions (fpig) but also state ve-tors (fuig) beause if density matrix � has o�-diagonalelements, state vetors fuig take arbitrary vetors.Therefore, a probabilisti model based on quantumstatistis is a more generalized model in terms of uner-tainty, and the generalization is expeted to be moreuseful. In the same way, sine lassial VB infereneinluding SA variants only involves unertainty overmixture proportions, this paper proposes a method ofmaintaining unertainty over state vetors.Finally, Fig 2 sums up the relationship between VB,SAVB, and QAVB in terms of a density matrix. SAVBand QAVB ontrol unertainty of mixture proportionsvia temperature T . However, QAVB an ontrol theunertainty of state vetors by introduing quantume�et parameter � that is desribed in Setion 4, lead-ing to enhaned generalization.
Mixture

proportions

VB (Attias, 1999)

Uncertainty State
vectors

Method

SAVB (Katahira, 2008)

QAVB (This study)

Conventional
fields

Target field
in this paper

図 2: The unertainty over mixture proportions hasbeen well studied in mahine learning. VB and SAVBalso only involve unertainty over mixture proportions.We study the unertainty over another omponent ofa density matrix, state vetors. QAVB involves uner-tainty over not only mixture proportions but also statevetors.

4 Quantum Annealing for Vari-ational Bayes InfereneThis setion explains how we derive update equa-tions for QAVB. First, we de�ne the lower bound of themarginal likelihood in QAVB as typial VB. Then, weapply Suzuki-Trotter expansion (Trotter, 1959; Suzuki,1976) to the marginal of QA to analytially obtain up-date equations.4.1 Introduing Quantum E�etWe de�ne H with a KN by KN diagonal matrix asfollows:H = diagf� logp(x; �(1)); � � � ;� log p(x; �(KN ))g(3)The onditional probability of indiator state vetor �given x is alulated byp(�jx) = p(x; �)p(x) = �T e�H�Tr (e�H) = �T�� = Tr ����T �;(4)where � = e�HTr (e�H ) is a density matrix.The marginal log-likelihood of N data points is for-mulated as log p(x) = logTrfe�Hg: (5)Sine the fully onditional posteriors are intratable,VB inferene is proposed as an approximated algo-rithm for estimating onditional posteriors.The marginal log-likelihood of p(x) an be lowerbounded by introduing distribution over latent vari-ables �, parameters � and the approximate distribu-tion q(�)q(�) of a posteriori distribution p(�;�jx) asfollows.log p(x) �X� Z q(�)q(�) log p(x; �;�)q(�)q(�) d� (6)= ~F [q(�); q(�)℄: (7)We maximize ~F [q(�); q(�)℄ with respet to q(�)q(�)to obtain a better approximation of p(�;�jx) in VBinferene. ~F [q(�); q(�)℄ is alled the variational freeenergy.We derive QAVB by maximizing the lower bound ofthe following marginal log-likelihood.log p(x;�;�) = logTrfe��Hg; (8)
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where � is the quantum e�et parameter, � is inversetemperature, i.e., � = 1T , and we de�ne H with a KNby KN matrix as follows:H =H +Hq; (9)Hq = NXi=1 �xi; �xi = 0� i�1Oj=1 EK1A
 �x 
 NOl=i+1 EK! ;�x =�(EK � 1K); (10)where EK is the K by K identity matrix, 1K is the Kby K matrix whose elements are all one, and Hq is asymmetrial matrix. The aboveH is a standard settingfor QA (Kadowaki and Nishimori, 1998). The ondi-tional probability of � given x, � and � is alulatedbyp(�jx;�;�) = �T e��H�Tr (e��H) = �T�q� = Tr ��q��T �;(11)where �q = e��HTr (e��H) is a density matrix.Note that H beomes diagonal if � is zero, in whihase it redues toH, and quantum log-likelihood log p(x; �; �)in Eq. (8) beomes lassial loglikelihood log p(x) inEq. (5) if � is one.The following setion explains how we derived anapproximated posteriori distributions that maximizedthe lower bound of log p(x; �; �).4.2 DerivationLet �j be one of all the available lass assignmentstates of N data points, s.t. �j 2 �. The lass ofthe i-th data point in �j is denoted by ~�j;i, s.t. �j =NNi=1 ~�j;i. It is intratable to evaluate logTrfe��Hgbeause H is not diagonal. However, we an approxi-mately trae e��H by Suzuki-Trotter expansion as fol-lows2 (Suzuki, 1976).p(x; �; �) � p(x; �; �;m) +O��2m� ; (12)p(x; �; �;m) =X�1 :::X�m mYj=1 e �m log p(x;�j)bNes(�j ;�j+1)f(�;�); (13)
2For details, please refer to Appendix of full version athttp://www.r.dl.it.u-tokyo.a.jp/~sato/paper/IBIS2009.pdf

s(�j ; �j+1) = NXi=1 Æ(~�j;i; ~�j+1;i); f(�;�) = log(a+ bb );(14)a = exp(���m ); b = 1Ka(a�K � 1); (15)where Æ(~�j;i; ~�j+1;i) = 1 if ~�j;i = ~�j+1;i, and Æ(~�j;i; ~�j+1;i) =0 otherwise. We assume a periodi boundary ondi-tion, i.e., ~�m+1;i = ~�1;i. m is alled Trotter num-ber where the above trae an be aurately evaluatedwithin the limit of m ! 1. 1N s(�j ; �j+1) indiates asimilarity measure that takes [0,1℄ where 1N s(�j ; �j+1) =1 when �j = �j+1 and 1N s(�j ; �j+1) = 0 when �j and�j+1 are ompletely di�erent.In the following, we derive the lower bound of log p(x; �; �;m)by introduing the approximated distributions q(�j)and q(�j) (j = 1; � � � ;m).log p(x; �; �;m) � F[m;�℄ + Fq[m;�℄; (16)F[m;�℄ =mXj=1fX�j Z q(�j)q(�j)�log p(x; �j ;�j)�effq(�j)q(�j) � d�jg; (17)Fq[m;�℄ =mXj=1X�j X�j+1 q(�j)q(�j+1)(N log b+ s(�j ; �j+1)f(�;�));(18)where �e� = �m is alled the e�etive inverse tempera-ture. If �e� = 1, F[m;�℄ is the sum of m lassial vari-ational free energy, i.e., F[m;� = 1℄ =Pmj=1 ~F [q(�j); q(�j)℄.Fq[m;�℄ beomes large as �j and �j+1 move approaheah other. In pratie, the Trotter number m indi-ates the number of multiple SAVBs with di�erent ini-tializations. q(�j) and q(�j) are the approximations ofposterior distributions in the j-th SAVB where indexj = 1; � � � ;m is randomly labeled. f(�;�) indiates theinteration between the j-th and the j + 1-th SAVB.One problem rops up here. The lass labels arenot always onsistent between the j-th and the j + 1-th SAVB, i.e., lass label k in the j-th SAVB doesnot always orrespond to lass label k in the j + 1-th SAVB beause the initialization of SAVBs is notthe same. For example, assume that (zj;1; zj;2; zj;3) =(1; 1; 2) and (zj+1;1; zj+1;2; zj+1;3) = (2; 2; 1) where zj;idenotes the latent lass label of the i-th data point inthe j-th SAVB. In this situation, it an be said that
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lass label 1 in the j-th SAVB does not orrespond tolass label 1 but lass label 2 in the j + 1-th SAVB.Let us introdue the projetion �j in lass labels toabsorb the di�erene of lass labels between the j-thand the j + 1-th SAVB. k0 = �j(k) indiates that k inthe j-th SAVB orresponds to k0 in the j+1-th SAVB.In this way, we have Æ(~�j;i; ~�j+1;i) =PKk=1 �j;i;k�j+1;i;�j (k)where ~�j;i = (�j;i;1; � � � ; �j;i;K), i.e., �j;i;k takes 1 ifzj;i = k, and otherwise 0. q(�j;i;k) denotes q(zj;i = k).We haveFq[m;�℄ =mN log b+ f(�;�) mXj=1 NXi=1 KXk=1 q(�j;i;k)q(�j+1;i;�(k)):(19)Therefore, we obtain the following updates by takingthe funtional derivatives of F[m;�℄ + Fq[m;�℄ withrespet to q(�j;i;k) and q(�j) , and equating them tozeroq(�j;i;k) / expfZ q(�j)�e� log p(x; �j ;�j)d�j+f(�;�)(q(�j�1;i;��1j�1 (k)) + q(�j+1;i;�j (k)))g(20)q(�j) /p(�j)�eff expfX�j q(�j)�e� log p(x; �j ;�j)g;(21)where ��1 is the inverse projetion of �. q(�j;i;k) in-diates the probability that the latent lass of the i-thdata point will be k in the j-th SAVB. As lari�edby Eq. (20), q(�j;i;k) approahes q(�j�1;i;��1j�1(k)) andq(�j+1;i;�j (k)) as f(�;�) Inreases. Therefore, f(�;�)works as the interation explained by Fig 1(b).4.3 Estimates of Class-Label Projetion�We estimate the lass label projetion, �, beausesuh projetions represent impliit information. Weestimate � by maximizing F[m;�℄ + Fq[m;�℄．To bemore preise, we extrat the pairs (k; �j(k))(j = 1; � � � ;m)that maximize mXj=1 NXi=1 KXk=1 q(�j;i;k)q(�j+1;i;�j (k)) in Eq.(19). This is alled the \assignment problem", whihis one of the fundamental ombinatorial optimizationproblems. Even though the Hungarian algorithm solvesthe assignment problem with omputational omplex-

ity O(K3), we use the following approximation algo-rithm whose omputational omplexity is O(K2)�j(k) = argmaxk0 NXi=1 q(�j;i;k)q(�j+1;i;k0 ); (22)��1j�1(k) = argmaxk0 NXi=1 q(�j;i;k)q(�j�1;i;k0 ): (23)The �j above means that k in the j-th SAVB orre-sponds to k0 in the j + 1-th SAVB that has the high-est orrelation between (q(�j;1;k); � � � ; q(�j;N;k)) and(q(�j+1;1;k0 ); � � � ; q(�j+1;N;k0 )).5 ExperimentsWe applied SAVB and QAVB to latent Dirihlet allo-ation (LDA) (Blei et al., 2003). We used the Reutersorpus3 and the Medline orpus4.We randomly hose1,000 douments from the Reuters orpus that had avoabulary of 12,788 items. We randomly hose 1,000douments from the Medline orpus that had a voab-ulary of14,252 items. We set the number of topis ofLDA to 20.5.1 Annealing sheduleThe annealing shedule of temperature T (in pra-tie, inverse temperature � = 1T ) and quantum e�etparameter � exert a substantial inuene of SAVB andQAVB proesses. Although a erti�ed shedule fortemperature is well known in Monte Carlo simulations(Geman and Geman, 1984), we have not yet obtainedany mathematially rigorous arguments for T and �in SAVB and QAVB. Sine interation f is a funtionof � and �, we have to onsider the shedule of f inpratie.In this paper, we use the annealing shedule � =�0rt� and �e� = �e�0rt�eff that Katahira et al. (2008)used. t denotes the t-th iteration.We also use the following annealing shedule � =�0 1pt Kadowaki and Nishimori (1998) used. We triedthe shedules of � with ombinations of �0=0:2, 0:4,0:6 and 0:8, and r�=1:05, 1:1 and 1:2 in SAVB. Asa results, we observed �0 = 0:6 and r� = 1:05 re-ated an e�etive shedule in SAVB for LDA. The toolow inverse temperature did not work well in LDA.3http://www.daviddlewis.om/resoures/testolletions/reuters21578/4http://www.nlm.nih.gov/pubs/fatsheets/medline.html
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This observation was similar to SAVB for the hiddenMarkov model (Katahira et al., 2008). Therefore, weset �0 = �e�0 = 0:6 and r� = r�eff = 1:05 in SAVB andQAVB. We varied �0 and have shown the shedule of� and f in Fig.3.5.2 Experimental resultsWe ran QAVB �ve times in all experiments with aTrotter number, m, of 10. The results from this exper-iment were the average of the minimum negative varia-tional free energy, minjf� ~F [q(�j); q(�j)℄g, of eah run.SAVB was randomly restarted until it onsumed thesame amount of time as QAVB. We ran �ve bathesof SAVB, and eah bath onsisted of 20 repetitionsof SAVB. The results from this experiment were theaverage of the minimum variational free energy of allbathes. These experimental onditions for QAVB andSAVB enabled a fair omparison of these two experi-ments in terms of the exeution time. In fat, theaveraged exeution times for QAVB (m = 10) and 20SAVBs orresponds to 20.5 and 22.3 h for Reuters, and20.4 and 22.9 h for Medline. We set the number of it-erations to 300 in SAVB and QAVB for LDA.Fig.4 plots the averages for the minimum negativevariational free energy with the mean squared error forReuters and Medline. In both orpora, eah of whihhas di�erent properties, QAVB outperforms SAVB foreah �0 beause the introdution of a novel uner-tainty into a model, in this ase LDA, works well.QAVB approahes SAVB as �0 inreases beause in-teration f remains 0 in the limited number of iter-ations. Moreover, we observed QAVB worked well ifinteration f > 0 after SAVBs �nd sub-optimal states.We think fast shedules, i.e. small �0, did not performwell beause the term with interation f in Eq. (20)is noisy when q(�) is not estimated aurately in thesmall number of iterations.6 ConlusionWe proposed quantum annealing for variational Bayesinferene (QAVB). QAVB is a generalization of theonventional variational Bayes (VB) inferene and sim-ulated annealing based VB (SAVB) inferene obtainedby using a density matrix that generalizes a �nite prob-ability distribution. QAVB is as easy as SAVB to im-plement beause QAVB only has to add interation

図 3: Shedules for inverse temperature � and intera-tion f .

図 4: Comparison of QAVB and SAVB in Reuters(Top) and Medline (Bottom). The horizontal axis is�0. The vertial axis is the average for the minimumenergy where the low energy is preferable.f to multiple SAVBs, and only one parameter, �0,is added in pratie. The omputational omplexityof QAVB is larger than that of SAVB beause QAVBlooks like m parallel SAVBs with interations. How-ever, we empirially demonstrated that QAVB worksbetter than SAVB whih is randomly restarted untilit uses the same amount of time as QAVB in latentDirihlet alloation (LDA). Atually, it is typial torun SAVB many times beause SAVB does not nees-sarily �nd a global optimum and is trapped by poorloal optima at low temperature. In pratie, the bot-tlenek in QAVB is the omputational omplexity ofthe projetion of lass labels in Setion 4.3, whih is a
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searh problem for one nearest neighbor. An improve-ment in this algorithm to projet lass labels wouldlead to more e�etive QAVB.Finally, let us desribe future work. We intend to in-vestigate an e�etive projetion algorithm, other on-strutions of quantum e�et Hq, and a suitable shed-ule of a quantum �eld for �. We also plan to applyQAVB to the hidden Markov model.AknowledgementsThis researh was funded in part by a MEXT Grant-in-Aid for Sienti� Researh on Priority Areas \i-explosion"in Japan. This work was partially supported by Researhon Priority Areas \Physis of new quantum phases in su-perlean materials" (Grant No. 17071011) from MEXT,and also by the Next Generation Super Computer Projet,Nanosiene Program from MEXT. The authors also thankthe Superomputer Center, Institute for Solid State Physis,University of Tokyo for the use of the failities. S.T. ispartly supported by Grant-in-Aid for Young Sientists Start-up (No.21840021) from the JSPS.
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個性を考慮した周期的全身運動のオンライン予測
On-line Stylistic Prediction for Human Periodic Motions
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Abstract: This paper describes a novel approach for on-line prediction of human peri-
odic motions. A human periodic motion is modeled by a novel state-space model which
is comprised of a low-dimensional phase dynamics and a two-factor (style/state factorial)
observation model. Off-line and on-line EM-like algorithms are derived for efficient in-
ference of both corresponding states and style parameters of the state-space model from
unlabeled sequential observations. Based on the estimated state and style, future sequences
of state and observation can be predicted. The effectiveness of our stylistic prediction is
demonstrated for human walking (running) behaviors captured by mocap system.

Keywords: Human Motion Prediction, Style-Content Separation, State-Space Model.

1 はじめに
近年，人とロボットが共存する社会の実現に向けて，

人間型・装着型・環境型など様々な形態を取るロボット

及びその必要基盤技術の研究開発が活発に行われてい

る．特に，人の動作を認識した上でその未来の状態を実

時間で予測する機能の実現は，ロボットが人とインタラ

クションするために不可欠な要素となる．

人の動作認識・予測問題に対して，Hidden Markov
Models(HMMs)[7]，Switching Linear Dynamical Mod-
els(SLDMs) [12]やGaussian Process Dynamical Mod-
els (GPDMs)[20]に代表される統計的学習手法に基づく
アプローチが取られ，動作の生成モデル化，認識と予測

などに一定の成果を上げている．しかしながら，人の動

作には多様性（個性）が存在する．歩行動作を例に取れ

ば，個人によって歩き方の癖は異なり，また，歩幅や歩

行速度などによっても歩容は大きく異なり得る．このよ

うな動作の多様性を考慮しない従来のモデル化法では，

多様性を有するデータセットに対して，その平均的なモ
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デルを学習することになる．しかし，それでは個々の動

作の予測に適したモデル化が行えたことにはならない．

多様なデータを平均化したモデルが，非現実的な動作を

表現する可能性もある．

近年，生成モデルにおける潜在変数である状態変数と

は独立に，動作の空間的な特徴を大域的に捉えるスタ

イル変数を導入することで，データの個性を陽に取り扱

う考え方が提案されてきている．画像処理 (Computer
Vision:CV)分野においては，アピアランスベースドの
認識の文脈においていくつかの研究がある [16, 5, 4, 10]．
Tenenbaumらは，スタイル及び（離散的）状態変数が
既知なデータセットを対象に，スタイル変数と状態変数

が観測に及ぼす影響を分離する双線形モデルの学習法

と，テストデータに対するクラス分類や，状態変数に

関する内挿や外挿による観測の予測法を提案している．

また，その有効性を顔画像，発話音声，手書き文字の 3
種類のベンチマークデータに対して検証している [16]．
Elgammalらは，Tenenbaumらによって提案された方
法を基に，連続かつ低次元な状態変数を対象に，状態変

数から観測への写像を非線形なものに拡張している．各

スタイルにおけるデータセットが特定の低次元多様体を

成すように，非線形関数のパラメータを最小二乗規範に

よって学習する．各観測に対する状態変数は一般に未知

となるため，Locally Linear Embedding(LLE) による
多様体学習によって特定する．連続的に観測された歩容

画像や表情画像に対して，個人認証や表情合成に適用し

ている [5, 4, 10]．
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一方，コンピュータグラフィックス（Computer Graph-
ics:CG）分野においても，スタイル変数を陽に取り扱う
方法が発展してきている [3, 1, 6, 18, 19, 15]. CV分野で
の主目的が認識や補間であるのに対して，CG分野での
目的は主に直感的な操作における人動作グラフィックス

の合成である．つまり，ある人の動作グラフィックスを，

他人の個性を考慮したものに合成するなどの処理である．

これには主に，データベースなどを利用して入力された

動作を望ましいスタイルに変換する方法と [1, 6, 18]，多
様な動作データを動的システムとしてモデル化し，その

パラメータ空間における補間によって望ましい合成を実

現する方法がある [3, 19, 15]．
データベースに基づく手法の一例として，Arikanら
は，スタイルラベルの付いた動作データベースから，任

意の動作を合成する手法を提案している．人手によるラ

ベル付きデータを SVMにより汎化し，合成処理は動的
計画法により効率的に計算される [1]．ただし，データ
ベースにないスタイルの動作を生成することはできな

い．Hsuらは，同じ状態を持つ異なるスタイル動作間を
比較・解析することで，入力された動作を望ましいスタ

イルに変換する方法を提案している．変換には線形動的

システムに基づくシステム同定法を利用する．また，異

なるスタイル動作データの時空間的な対応関係を推定す

る反復計算法も合わせて提案している [6]．Torresaniら
は，Laban Movement Analysis(LMA)と呼ばれる特徴
量を用いてスタイル変数を定義することで，入力動作を

任意のスタイルに合成する方法を提案している [18]．
上記のスタイル合成写像を学習する方法と比較して，

以下に述べる多様な動作の生成モデルを取り扱う研究

は，本研究が目指す人動作の予測の目的により関連が強

い．Brandらは Parametric HMM[21]に基づく多様な
動作データのための生成モデルとして Style Machineを
提案している [3]．さらに，HMMよりも表現能力や計
算効率に優れたモデルとして，Boltzman Machine[15]
やガウス過程に基づく Multi-Factor Gaussian Process
Dynamics Models(MFGPDM)[19]などが提案されてい
る．これらはすべてモーションキャプチャシステムによっ

て計測されたデータに対して，多様性を有するデータを

学習し，かつ指定するスタイルの動作を動的システムに

よって予測することが可能であることを実証している．

しかしながら，HMM[3]やBoltzman Machine[15]では，
対象動作の複雑さに伴い膨大なパラメータを扱う必要が

あり，MFGPDM[19]では予測や適応の際に，学習デー
タ数に応じた計算量が必要となるため，本研究が目指す

オンラインの動作予測には適さない．

以上の議論から，CV及び CG分野で提案されてきた

図 1: 提案する全身周期運動予測法の概要図．位相に基
づく潜在変数と，観測データの個性を表現するスタイル

パラメータを観測データから同時に推定．

関連手法では，スタイルの認識や合成といった目的に合

わせた設計がなされている．認識を目的とする方法で

は，個性を低次元のパラメータで捉えるが，現在の状態

から未来の状態を予測する機能を持たない．また，合成

法では，人の直感的な操作で任意のスタイル動作を生成

することを目的として，多数のパラメータを有する複雑

なモデルが用いられることから，わずかなデータからス

タイルや状態を推定することは過学習の観点から困難で

ある．本研究の目的であるオンライン予測を実現するた

めには，逐次的に観測されるテストデータに適合するス

タイル/状態変数を効率的に推定可能，かつ実時間で予
測処理を行うことも考慮した，シンプルな生成モデルを

設計する必要があると考えられる．また，生成モデルに

合った効率的な適応・予測アルゴリズムも必要となる．

本稿では，歩行や走行などに代表される人の全身周期

運動データのモデル化に焦点を当て，オンライン予測の

目的に適した生成モデルと，その適応・予測アルゴリズ

ムの導出を行う．提案手法の概要を図 1に示す．提案す
る潜在変数モデルは状態空間モデルの一種であり，多様

な動作は共通して定常周期運動であることに基づく位

相を潜在変数とする低次元動的システムと，状態変数と

は独立して動作の個性を捉える低次元のスタイルパラ

メータを有する観測モデルで構成される．このモデルに

基づいて個人の癖などのいわゆる個性を捉えた正確な

動作予測を実現するため，以下の二つの処理を考える．

一つ目は，多様性を含んだデータ集合から，潜在変数モ

デルの学習を行う処理である．二つ目は，スタイル及び

状態変数が未知のテストデータから両変数を同時推定

し，その結果に基づいて未来の観測を予測する処理であ

る．観測モデルの学習に必要な状態依存基底の推定問題
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図 2: 全身周期運動の生成モデル．時刻 tの状態 xt，観

測 yt に加え，観測データの個性を特定するスタイルパ

ラメータwを持つ．

はベイズ推定として定式化される．状態の変化に対して

観測が滑らかに変化することを事前分布の形で導入す

る．テストデータに対する適応は，拡張カルマンフィル

タを利用した近似的なExpectation-Maximization(EM)
アルゴリズムにより，スタイルパラメータ及び状態変数

を効率的に推定する．さらに，Satoらの方法 [14]に基
づき，推定アルゴリズムをオンライン化する．導出され

るオンラインアルゴリズムでは，過去のデータを効率的

に忘却しながら，逐次的に観測されるデータの性質に追

従するため，動作の性質が突然切り替わる動的な状況に

も対応可能である．

本論文の構成について述べる．2節では，多様なデー
タからの生成モデルの学習法について述べる．3節では，
テストデータに対する生成モデルの適応及び，観測デー

タの予測アルゴリズムについて示す．4節では，提案法
をモーションキャプチャで計測された人の歩行及び走行

データに対する予測結果について報告し，5節において
結論と今後の課題について議論する．

2 全身周期運動の生成モデル
提案する生成モデルは，潜在変数 x ∈ Rdを有し，観

測y ∈ RDについての条件付き分布 p(yt|xt;w)，潜在変
数の一次マルコフ連鎖の条件付き分布 p(xt|xt−1)によっ
て構成される潜在変数モデルである．ここで，w ∈ RJ

は付加的に導入された潜在変数であり，これにより動作

の個性を特定する．以後 wをスタイルパラメータと呼

ぶ．そのグラフィカルモデルを図 2に示す．定常周期運
動を対象とするため，各動作の状態 xは位相と角速度に

よって表現するのが自然である．本稿では，位相は低次

元多様体 Sn ⊂ Rm(n < m)上の点であると仮定し，さ
らに多様体上の各点と観測データ点とを確率的回帰モデ

ルによって関係付ける多様体埋め込み法を用いる [5, 4]．
これらを考慮して，状態遷移モデル，観測モデル共にガ

ウス分布であると仮定して次のように定義する．

p(xt|xt−1) = N (xt;µx(xt−1), Σx(xt−1)) (1)

p(yt|x̃t;w) = N (yt;µy(x̃t,w), Σy(x̃t)) (2)

ここで xt = [ωt, φt]T , x̃t = g(xt) = [cos(φt), sin(φt)]T，
g(·)は写像S1 7→ R2である．つまり，観測モデルは位相

から全身関節姿勢への関数であり，角速度は時系列デー

タの動的な特性を表現するためにのみ用いられる．φは

周期運動の位相であり，ωは φの時間微分である．x̃tは

同径 r = 1，偏角 φとする 1次元球面 S1 の点をR2 で

表した変数である．この変換により，観測モデルでは入

力の計量として S1 上の測地線距離をR2 上でのユーク

リッド距離で近似的に扱う．

全身周期運動の生成モデル学習法の概要を示す．具体

的には次の 3つの手順によって実現される．

1. 周期性に基づくデータアラインメント (2.1節)
2. スタイル/状態変数のベイズ推定 (2.2節)
3. 多様体埋込み法による生成モデル学習 (2.3節)

1.では，対象動作の周期性に基づいて，各データを潜在
変数である位相を基軸として配列させる．2．では，配
列されたデータセットから低次元の状態依存基底をスタ

イルから滑らかに分離・推定する．この基底とスタイル

パラメータとの内積により，個性を特定した観測データ

を復元することができる．3．では，推定された状態依
存基底をそれぞれガウス過程としてモデル化する．この

際，位相値 x̃に基づいて共分散行列を決定することで，

低次元多様体を基底に埋め込む．以上の処理により，位

相，角速度及び，個性を特定する低次元のスタイルパラ

メータを有する多様な全身周期運動のシンプルかつコン

パクトな生成モデルが学習される．

2.1 周期性に基づくデータアラインメント

各動作データがすべて周期性を有すると仮定して，相

関解析に基づいて各データを位相値に関して配列するた

めのアルゴリズムについて述べる．

Ys = [ys
1 · · ·ys

C(s)]
T ∈ RC(s)×D を特定の人が特定

の意図を持って行った定常周期運動からの観測時系列

データとする．ここで，s ∈ {1, 2, · · · , S}はスタイル，
c ∈ {1, 2, · · · , C(s)}は状態のインデックス，ys

c ∈ RD

はスタイル s 及び状態 c に対応する観測（全身関節角

度や体幹の位置及び姿勢など）をそれぞれ表す．状態の

インデックスは固有の位相値 φcを持つとする．つまり，

学習データとして D =
{
Y1, · · · ,YS

}
が与えられてい

ると前提する．これをすべて位相を軸として配列させる

ため，自己相関係数と相互相関係数を利用する．まず，

以下の式で与えられる自己相関係数最大化によって，各

動作データの周期 T を推定する．

T s ← arg max
j

As(j) (3)
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ここで，As(j) =
∑N

n ys
n

T ys
n+jである．Makiharaらも，

自己相関係数を歩行画像からの周期算出のための自己相

関を利用している [11]．さらに，相互相関係数最大化に
より，周期的データとしての類似度を最大にする位相軸

上でのシフト量を推定する．

hs ← arg max
j

Cs(j) (4)

ここで，Cs(j) =
∑N

n yb
n

T
ys

j+rd(nT s

T b )であり，インデッ

クス b は周期が最も短いデータセットのスタイルイン
デックスとする1．これらの結果により，以下の式で表
されるように，各動作データを同一位相値毎に配列させ
ることができる．

Yall =

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

y1

rd
“

h1+ T1

T b

” · · · y1

rd(h1+T1)
...

...

yb
1

. . . yb
T b

...
...

yS

rd
“

hS+ T S

T b

” · · · yS

rd(hS+T S)

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

(5)

ここで，Yall = [Ȳ1
a · · · ȲS

a ]T ∈ RDS×C である．また，

Ys
a ∈ RC×Dは，アラインメント後のスタイル s の時系

列データである．

2.2 ベイズ推定によるスタイル/状態分解

本節では，多様なデータをそれぞれ位相を軸に配列さ

せたデータセットYall から，スタイル及び状態基底を

分離・推定する方法について述べる．

データ集合がスタイルと状態に対して等しく分布して

いる場合，特異値分解によりスタイルと状態を分離表現

する双線形モデルを得ることができる [16]. はじめに，
DS × C 行列Yall を S × DC 行列に並べ替えたものを

YallVT
と定義する．これに対して特異値分解を適用す

ると，以下の式で与えられるように二つの行列に分解で

きる．

YallVT
= USVT ≈ WỸ (6)

ここで，W = [w1 · · ·wS ]T ∈ RS×J はUSの J(≤ S)

列までの部分行列, Ỹ =
(
[Ȳ1 · · · ȲJ ]T

)VT

∈ RJ×DC

はVT の J 行までの部分行列である．つまり，分解に用

いたデータ集合はYs
a ≈

∑J
j=1 ws

jȲ
j として近似的に表

現される．ここで，Ȳj ∈ RC×D はスタイルに独立な第

j状態依存基底，ws ∈ RJ は第 sスタイルパラメータで

ある．観測ノイズにガウスノイズを仮定したとき，上記

の方法が最尤推定解を与える [16]．一般に，観測データ
間に相関が高いときには，有効な値を持つ特異値の数は

1rd(·) は少数点以下を四捨五入により切り上げる関数である

少ない．そのため，特異値の分布に応じて適切な J を設

定することで，観測データを十分な精度で説明するコン

パクトな基底セットを抽出することができる．

しかしながら，観測データがノイズを含み，さらに

データ集合が十分に与えられない場合には過学習の危険

がある．この過学習の問題を回避するため，状態依存基

底及びスタイルパラメータに事前分布を導入し，ベイズ

推定の枠組みによってこの推論問題を取り扱う．まず，

各状態依存基底の事前分布を以下のように定義する．

p(Ȳj |ᾱ) = p(yj
1) ·

1√
(2π)(C−1)D|Ks|D

· exp
(
−1

2
Tr

(
K−1

s Yj
outY

j
out

T
))

(7)

ここで，ȳj
c は第 j 状態基底の第 c 行ベクトル，Ȳj =

[ȳj
1 · · · ȳ

j
C ]T ∈ RC×D，Yj

out = [yj
2 · · ·y

j
C ]T ∈ R(C−1)×D

と定義される．Ks ∈ R(C−1)×(C−1)はグラム行列，その

(c1, c2)要素は ks(y
j
c1,y

j
c2)である．ここで，ks(x,x′) =

α1 exp
(
−α2

2 ||x − x′||2
)
+α3xT x′+α−1

4 δx,x′ とし，ᾱ =
{α1, α2, α3, α4}は超パラメータである.
この事前分布は状態基底が位相の変化，つまり時間

変化に対して観測の変化が滑らかであることを意味し

ている．スタイルパラメータに関する事前分布 p(ws)
は，それぞれ期待値が 0の等方性ガウス分布 p(ws|γ) =
N (ws|0, γ−1I)と置く．これはwsの正則化項として働

くため，過学習を防ぐ効果が期待できる [2]．このような
事前分布及び，加法性ガウスノイズを仮定した尤度関数

を用いることで，様々なスタイルを含むデータ集合D が
与えられた場合の状態基底 Ȳ1:J とスタイルパラメータ

w1:J の推定問題を，事後分布の最大化問題 (Maximum
A Posterior: MAP推定)として取り扱うことができる．
本稿では，このMAP解を以下の式で与えられる拘束条
件付き局所最適化問題を解くことによって求める．

minimizeȲ,w p(Ȳ1:J ,w1:J |D, ᾱ, γ) (8)

subject to ys
1 = ys

C ; ∀s ∈ {1, · · · , S} (9)

ここで，

p(Ȳ1:J ,w1:J |D, ᾱ, γ)

∝ p(D|Y1:J ,w1:J)p(Ȳ1:J |ᾱ)p(w1:J |γ) (10)

である．式 (9)で与えられる拘束条件は，各基底に対して
周期性を拘束するためのものである．これによって，滑

らかな周期運動の生成が期待できる．このようなMAP
解法は [9, 20]でも用いられている．また，式 (6)で示し
た特異値分解の解をそれぞれの初期値とすることで，効

率的に解を探索できると考えられる．
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2.3 多様体埋込み法による生成モデルの学習

本節では，前節で述べた方法により推定される状態依

存基底を用いて，多様なデータを生成するコンパクト

なモデルの学習法について述べる．観測モデルに関して

は，推定された状態依存基底の各状態に対して 1次元球
面上の対応点と回帰モデルにより結びつけることで，各

基底に多様体を潜在させる．さらに，位相の従う動的シ

ステムを仮定することで生成モデルを得る．回帰モデル

には，周辺尤度や予測分布などの扱いが容易なガウス過

程回帰 [13]を利用する．
各基底 Ȳj は対応する位相値 X̃を入力として，以下

の式のように独立にガウス過程としてそれぞれモデル化

される．

p(Ȳj |X̃, β̄) =
1√

(2π)CD|Ky|D

· exp
(
−1

2
Tr

(
K−1

y ȲȲT
))

(11)

ここで Ky ∈ RC×C はグラム行列であり，(i, j)要素は
ky(x̃i, x̃′

j)，ky(x,x′) = β1 exp
(
−β2

2 ||x − x′||2
)
+β3xT x′+

β−1
4 δx,x′，超パラメータは β̄ = {β1, β2, β3, β4}とする．
未知入力 x̃∗ が与えられた場合の予測分布は，

p(ȳj∗|x̃∗, Ȳj , X̃) = N (µj(x̃), Σj(x̃))と導出される [13].
µj(x̃)，Σj(x̃)共に解析的に計算される．
特定のスタイルを持つ動作データに関する予測分布

は，ガウス分布の加法性及び線形変換に関する分布不変

性に基づいて，スタイルパラメータwsを用いて次のよ

うに導出される．

p(y|x̃, Ȳ1:J , X̃;ws) = N (µy(x̃), Σy(x̃)) (12)

ここで，µy(x̃) =
∑J

j=1 ws
jµ

j(x̃)，Σy(x̃) =
∑J

j=1(w
s
j )

2Σj(x̃)
である. これが式 (2)に示した生成モデルにおける観測
モデルとなる．

次に，状態遷移モデル p(xt|xt−1)はすべてのデータ
が固定の時間刻みで観測されるとして，p(xt|xt−1) =
N (Axt−1,Q) とモデル化される．ここで，状態遷移行
列はA = [0 1; 1 1]，プロセスノイズ行列Qはデータに

応じて設計される．状態変数は xt = [ωt, φt]T と定義し，
これにより各観測に対応する位相だけでなく，角速度も

潜在変数として扱うことで，多様な速度の動作を捉える

ことが可能となる．これが式 (1)に示した生成モデルに
おける状態遷移モデルとなる．

Wangらの MFGPDMs[20]では，状態遷移モデルと
観測モデルの両方の学習を，学習データ数の次元の非

線形局所最適化問題として扱うため，その解は初期値に

大きく依存する．また，テストデータへの適応にも同様

に，非線形局所最適化問題を解く必要がある．これらは，

MFGPDMsではすべてのデータセットを保持する必要
があることに起因する．

本稿で提案する手法では，動作の周期性に基づいて

単一の状態遷移モデルを特定する．これによって，観測

データのアラインメント (2.1節)が容易となり，結果少
数の基底で構成されるコンパクトな観測モデルの学習を

因子分解 (2.2節)と回帰問題 (2.3節)として分離して取
り扱える．さらに，生成モデルの構造がシンプルである

ため，次節で示すように，オンライン予測を実現するた

めに不可欠な，状態変数及びスタイルパラメータの効率

的な推定アルゴリズムを EMに基づいて導出すること
ができる．

3 EMによる状態変数/スタイルパラ

メータの同時推定
本節では，学習された生成モデルを用いて，与えら

れたテストデータ Ŷ = {ŷ1 · · · ŷT }T に対応する状態

X̂ = {x̂1 · · · x̂T }T 及びスタイルパラメータ ŵを同時推

定するための近似的なEMアルゴリズムを導出する．3.1
節では，効率的な処理を実現するため，E，Mステップ
ともに解析解を持つように近似を導入したオフラインア

ルゴリズムについて述べる．さらに 3.2節において，尤
度関数に忘却率を導入することで，E，Mステップとも
に逐次的な計算で実現されるオンラインアルゴリズムに

ついて述べる．3.3節では，スタイルパラメータと状態
変数が推定された後，テストデータの予測を行うアルゴ

リズムについて述べる．

3.1 近似的EMによるスタイル/状態推定

EMアルゴリズムは，潜在変数を持つ確率モデルにお
けるパラメータの最尤解を見出すアルゴリズムである．

具体的には，EステップとMステップと呼ばれる処理
を交互に繰り返しながら，被最適化パラメータの最尤

解を求める．しかしながら，式 (11)，(12)で与えられ
る生成モデルに対して EMアルゴリズムを適用する場
合，観測モデルの非線形性のため，Eステップ及び M
ステップの解析解は与えられない．そこで本稿では近似

的な手法を導入する．前節で述べたように，観測モデ

ルにおける各状態依存基底は非線形性を有するものの，

事前分布として滑らかな変化を好むように推定されて

いる．この滑らかさに基づいて，Eステップの近似的解
法に拡張カルマンフィルタを利用する [17]. 拡張カルマ
ンフィルタでは，観測モデルの期待値に対する局所線

形近似モデルが必要となるが，xq における係数行列は
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Hq = ∂µ
∂x |xq = Ŷ(ŵ)K−1

y
∂ky(xq)

∂x

T
と求められる [8].

Mステップに関しては，以下のような近似を導入する．

ŵk+1 ← arg max
ŵ

∫
X̂

p(X̂|Ŷ, ŵk) log p(X̂, Ŷ|ŵ)dX̂

≈ arg max
ŵ

log p(X̄, Ŷ|ŵ) (13)

ここで X̄ =
∫
X̂

X̂p(X̂|Ŷ, ŵk)dX̂である．これは，観測
Ŷが与えられたときの，状態変数 X̂の事後分布が単峰

かつ，分散の小さいときに有効な近似である．この近似

によってMステップも解析解を持つ．
上記の近似 EMアルゴリズムは次のように実行され
る．まずスタイルパラメータの初期値 ŵ0 を設定する．

次に，Eステップからアルゴリズムを展開し，尤度が収
束するまで繰り返す．これよって，テストデータを説明

する ŵと X̂が同時に推定される．アルゴリズムの詳細

は付録 Aに記す．

3.2 オンラインEMへの拡張

前節で導出したEMアルゴリズムでは，Eステップは
逐次的な計算で実現されるのに対して，Mステップでは
すべての観測データを用いて計算される，いわゆるバッ

チ型学習則である．これに対して，スタイルパラメータ

が観測モデルの期待値における線形パラメータであるこ

とに注目すると，Satoら [14]の方法を用いて導出され
た EMアルゴリズムをオンライン化することができる．
つまり，Eステップと同様にMステップも逐次的にデー
タが与えられるたびにパラメータを更新できるオンライ

ン学習法に修正できる．

オンライン EM[14]では，過去の情報ほど効率的に忘
れていくように，忘却率 λ(t)(0 ≤ λ(t) ≤ 1)を導入した
修正版平均値を関数 f(x)に関して次のように定義する．

¿ f(x) ÀT≡ ηT

T∑
t=1

{
T∏

s=t+1

λs

}
f(xt) (14)

ここで，ηT ≡
{∑T

t=1

{∏T
s=t+1 λs

}}−1

は正規化係数

である．さらに，この修正版平均値は次のような逐次計

算式を持つ．

¿ f(x) ÀT = (1 − ηT ) ¿ f(x) ÀT−1 +ηT f(xT ) (15)

ηT =
{

1 +
λT

ηT−1

}−1

(16)

これらの逐次的な期待値計算をMステップに利用する
ことでMステップも逐次計算可能になり，状態変数，ス
タイルパラメータ共に逐次的に更新可能となる．詳細は

付録Aに記す．また，忘却係数を λ < 1.0と設定するこ
とで，非定常的なデータ（例えば，歩行から走行に突然

動作が変化した場合）に対しても追従することが期待で

きる．この性質は，オンラインで動作予測をする際に，

どの時刻からテストデータとして観測するかという動作

の開始点を推定する問題を回避できるため，実用上非常

に有益である．

3.3 平均値伝搬による動作予測

テストデータに対して推定されたスタイルパラメータ

及び状態変数に基づいて，動作を予測するアルゴリズム

について述べる．時刻 tまでのテストデータが観測され

ているとき，EMアルゴリズムによって対応する状態の
期待値 x̂t が推定されているとする．その期待値の 1時
刻先の予測値 x̂t+1|tは，式 (12)に従った線形変換によっ
て与えられる．さらに，対応する観測の期待値 ŷt+1|tは，

式 (11)により解析的に計算される．ここでは，推定さ
れたスタイルパラメータ ŵtに基づいた個性を考慮した

予測が行われる．本稿では，このような方法を任意の時

刻まで繰り返すことで，個性を考慮した動作予測を実現

する．

4 個性を考慮した全身周期運動予測
本節では，モーションキャプチャシステムで計測され

た人の歩行及び走行動作データを対象として，提案手法

の有効性を検証する．

4.1 オフラインEMによる適応・予測結果

EMアルゴリズムにより個性を考慮した歩行動作の高
精度な予測を試みる．人の動作データとして，モーション

キャプチャシステムで計測された全身関節データを用いる

（CMU:database を利用，http://mocap.cs.cmu.edu）．
各時刻の姿勢データ yt ∈ R62は 120Hzで計測されてお
り，関節角度情報 qt ∈ R56 と体節の絶対位置 vt ∈ R3

及び姿勢情報 rt ∈ R3 で構成されている．本実験では，

これらのデータを 60Hzにダウンサンプルし，さらに関
節角度の 56次元のデータのみを用いる．周期運動とし
て，歩行運動を選択し，同一被験者から計測された 8種
類の歩行運動のデータ集合 (08 02.amc ∼ 08 09.amc)を
学習データ，3種類のデータ集合 (08 01.amc, 08 07.amc,
08 10.amc)をテストデータとして用いた．スタイルパ
ラメータの次元は，特異値の分布から J = 2と設定し
た．ガウス過程回帰の超パラメータは周辺尤度に基づく

学習が可能 [13]であるが，本実験では経験的に設定し
た．実験結果を図 3に示す．実験では，0 ∼ 1.67 sec間
の観測データを用いて生成モデルをテストデータに適応
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図 3: 提案法による歩行運動のオフライン予測の結果．
(a):08 01.amc, (b):08 07.amc, (c):08 10.amc，青線は観
測データ，赤線は予測された結果を表す．(a)は手足の
振りが小さく，(b)及び (c)では手足を大きく振っている
それぞれの特徴が予測結果にも現れており，個性を捉え

た予測が行えていることがわかる．すべての姿勢は 2Hz
でサンプリングされている．

させ，その結果に基づいて 1.67 ∼ 4 sec間の運動を予
測した．図 3より，(a)は歩幅や腕の振りが小さい歩行
動作のデータであり，一方 (b)及び (c)は，腕を大きく
振り，歩幅も大きい歩行動作のデータであることが分か

る．人の関節動作は高次元であるにも関わらず，提案手

法では少ないデータから，動作の個性と状態を同時推定

し，個性を捉えた高精度な動作予測が可能であることが

わかる．

4.2 オンラインEMによる適応・予測結果

オンラインEMアルゴリズムによるテストデータへの
適応及び予測を行う．ここでは，前節よりも学習データ

の多様性を増加させ，走行データも含めた 10種類のデー
タ集合 (歩行:08 02.amc ∼ 08 08.amc,走行:35 20.amc ∼
35 22.amc)を学習データ，3種類のデータ集合 (08 09.amc,
35 18.amc, 08 11.amc)を順に並べたものをテストデー
タとして用意した．スタイルパラメータの次元は，特異

値の分布から J = 4と設定した．実験結果を図 4に示

す．実験では，各観測毎に，スタイルパラメータ及び状

態変数の逐次的な更新を行い，さらに，各時刻から 0.5
sec間の観測データを予測し，その予測誤差を解析する
ことでオンライン予測の有効性を検証した．図 4より，
どの動作に対しても 0.2 sec間程度の観測を得ることで
データのスタイルや状態を推定し，高い予測精度を実現

していることがわかる．さらに，スタイルパラメータの

次元を増加させることによって，動作の多様性を捉える

ことが可能となることも結果より見て取れる．ここで，

dim = 0は観測データのノルムを表している．提案法の
テストデータへの適応性は，生成モデルのシンプルな構

造や，状態変数及びスタイルパラメータの低次元性に基

づくと考えられる．

(a)

(b)

(c)

図 4: 提案法によるオンライン予測誤差．(a):08 09.amc,
(b):35 18.amc, (c):08 11.amc．各観測毎に，スタイル/
状態変数の逐次的な更新を行い，0.5 sec間の観測デー
タに対する予測誤差．
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5 おわりに
本稿では，個性を捉える全身周期運動のオンライン

予測を可能にする潜在変数モデルとその適応・予測アル

ゴリズムについて提案した．さらに，提案法によりモー

ションキャプチャデータに対して，高精度な予測が行え

ることを示し，その有効性を実証した．今後は従来法

(例えば [19, 15])との定量的な比較を行う．また，非周
期運動への拡張を目指す．
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A 導出されたEMアルゴリズム
Eステップ:

xt|t−1 = Ax̂t−1 (17)

Σt|t−1 = AΣ̂t−1A
T + Q (18)

Ht|t−1 =
∂µ(x)ŵt−1

∂x
|xt|t−1 (19)

Kt = Σt|t−1H
T
t|t−1 ·

“

Ht|t−1Σt|t−1H
T
t|t−1 + R

”

(20)

(21)

x̂t = xt|t−1 + Kt
`

yt − µ(xt|t−1)wt−1

´

(22)

Σ̂t =
`

I − KtHt|t−1

´

Σt|t−1 (23)

Mステップ:
ŵt = 〈µT µ〉−1

t 〈µT y〉t (24)

オンラインMステップ:
ŵt = ¿ µT µ À−1

t ¿ µT y Àt (25)

¿ µT µ Àt = (1 − ηt) ¿ µT µ Àt−1

+ ηtµ(x̂t)
T µ(x̂t) (26)

¿ µT y Àt = (1 − ηt) ¿ µT y Àt−1

+ ηtµ(x̂t)
T yt (27)

ηt =



1 +
λt

ηt−1

ff−1

(28)

ここで，

µ(xt|t−1) = [µ1(xt|t−1) · · ·µJ (xt|t−1)] (29)

µ(x̂t) = [µ1(x̂t) · · ·µJ (x̂t)] (30)

〈·〉T =
1

T

T
X

t=1

(·t) (31)

¿ · ÀT =
1

T

T
X

t=1

(·t) (32)

である．
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