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1 まえがき

本稿では, サポートベクトルマシン (SVM)に基づく
多変量 2標本検定について検討する.

多変量 2標本検定とは, 多変量分布が 2標本で異なっ
ているかどうかを統計的に評価することである. 2標本
での分布の違いを評価するのに 2クラス分類器から計
算される何らかの検定統計量を用い, その統計的信頼
性を評価することで多変量 2標本検定を行うことがで
きる. 非線形やノンパラメトリックな 2クラス分類器
を利用すれば, 複雑に分かれている 2標本の違いを検
出できる利点がある. 本稿では, 2クラス分類器として
SVMを用い, 学習後の SVMから計算される検定統計
量を用いて多変量 2標本検定を行う問題を検討する.

統計的検定においては検定統計量の帰無分布を知る
必要がある. 帰無分布とは, 2標本が同一の分布から生
じている場合の検定統計量の分布である. 2クラス分類
器の検定統計量の帰無分布は一般に未知であり, ラベル
並べ替え演算などのランダムシミュレーションを用い
て推定しなくてはならない. ラベル並べ替え演算によ
り帰無分布を推定するアプローチでは, 分類器 (SVM)

の学習 (最適化)をラベル並べ替えの回数分だけ行わな
くてはならず, 計算コストが非常に大きくなってしま
う. 本稿では, これを効率的に計算するため, パス追跡
[1]を用いたラベル並べ替えサンプルの効率的計算方法
を提案する. 以下では, n次元縦ベクトルを v ∈ Rn の
ように表記する. また, Nn は 1から nまでの自然数の
集合 {1, 2, . . . , n} を表すものとする.

2 ラベル並べ替え検定

統計的検定において 2標本の差の有意性を定量化す
る (p値などを求める)には, 検定統計量の帰無分布を
知る必要がある. 本節ではラベル並べ替え演算を利用
して帰無分布を推定するラベル並べ替え検定を説明す
る. y = {y1, . . . , yn} を観測データのラベルの n 次元
ベクトルとする. ラベル並べ替え検定では, y をランダ
ムに並べ替え, 並べ替えたラベルに対して検定統計量を
求めることを繰り返すことで, 検定統計量の帰無分布を
推定する. ラベルをランダムに並べ替えることによっ
て仮想的な差のない 2つの分布 (帰無仮説)を作成して
いるものと解釈することができる. 実用的には, ランダ
ムなラベル並べ替え演算を 1000～10000回繰り返して
検定統計量の帰無分布を推定し, 得られた帰無分布と正

しいラベルの基での統計量を比較することで統計的信
頼性を評価することができる.

3 SVMを用いた多変量2標本検定

SVM の分類性能を検定統計量とした多変量 2

標本検定についての説明を行う. 学習データを
{(xi, yi)}i∈Nn ,xi ∈ Rp, yi ∈ {−1,+1} とすると, SVM

の学習は以下のような二次計画問題として定式化される:

max
{αi}i∈Nn

−1

2

∑
i∈Nn

∑
j∈Nn

αiαjyiyjK(xi,xj) +
∑
i∈Nn

αi,

s.t.
∑
i∈Nn

αiyi = 0, 0 ≤ αi ≤ C.

ここで, C ∈ [0,∞) は正則化パラメータ, {αi}i∈Nn は
ラグランジュ未定乗数, K(xi,xj)はカーネル関数を表
している. また, 分類境界は,

f(x) =
∑
i∈Nn

αiyiK(xi,xj) + b = 0, (1)

と与えられる. 2標本が大きく離れている場合,各データ
点と分類境界 (1) の距離が大きくなると思われる (デー
タ点 (xi, yi)の分類境界までの距離は yif(xi)と計算さ
れる). 本稿では, 評価サンプルに対する SVM分類境
界までの平均距離を検定統計量とする. Leave-one-out

交差確認により評価サンプルを作成するとし, データ i

を除いて学習された SVM分類境界を f (−i) とすると,

本稿で採用する検定統計量は

s := n−1
∑
i∈Nn

yif
(−i)(xi), (2)

と定義される. 本稿では検定統計量 (2)を用いたラベル
並べ替え演算による多変量 2標本検定を提案する.

3.1 計算機実験

実験により, 提案法の有効性について検証する. 実験
は, 実データからリサンプリングを 100回行い, 有意水
準は 0.05とした時の帰無仮説を棄却した割合を求め,検
出力と頑強性を調べる. リサンプリングは 2標本が同一
分布となるようにリサンプリングした場合 (Same)と,

2標本が異なった分布となるようにリサンプリングした
場合 (Different)の 2通りの方法を用いる. Sameでは棄
却した割合が有意水準に近ければ頑強性が高いことを示
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し, Differentでは棄却した割合が高ければ検出力が高い
ことを示している. 用いる実データは UCIデータベー
スから引用した BreastCancerPrognostic, Parkinsons,

を用いる. 比較する手法は, SVM検定統計量 (2)を用い
た検定 (提案法), 最近傍検定 (NN), MMD[2], LSTT[3],

とする. 実験結果の例を表 1, 2に示す. 提案法の検出
力は NNに劣っているが, LSTT, MMDより高いこと
がわかる. また, 頑強性については提案法の方がNNよ
り高い. このことから, 提案法が有効な手法であること
がわかる.

表 1: BreastCancerPrognostic

提案法 NN MMD LSTT

Same 3% 24% 5% 6%

Different 100% 100% 100% 100%

表 2: Parkinsons
提案法 NN MMD LSTT

Same 4% 24% 3% 6%

Different 51% 78% 28% 24%

4 SVMラベル並べ替え解の計算の
効率化

ラベル並べ替え検定を行う際に, ラベル並べ替え回数
は 1000～10000回と多い. 従って, これらのラベル群そ
れぞれに対して SVMの学習を行うと, 計算コストが膨
大になる. そこで, 本研究では以下のようなアプローチ
で計算コスト削減を図る.

1. パス追跡による並べ替えラベル群の最適解の追跡

2. パス追跡スケジューリング

パス追跡とは, 学習データ点の追加, 削除や正則化係
数の変化などが起こった場合, 最初から学習しなおすの
ではなく, 最適解の感度分析に基づいて変更後の最適解
を効率的に計算する方法である. ラベル並べ替え検定
において並べ替えラベル群には共通する部分が多いた
め, 最適解の変化が少ないと考えられる. そのため, パ
ス追跡を用いて効率的にラベル並べ替えデータの学習
を行うことができる.

多数の並べ替えラベル群に対してパス追跡をを行う
場合, パス追跡の経路が大きな影響を与える. 例えば,

ある SVMの解から別の SVMの解へパス追跡を行う時
には, 互いの解が近ければ高速に計算ができるが, 遠け
れば時間がかかってしまう. このため, すべての並べ替
えラベル群に対してパス追跡を行う際に, 最適解の総変
化量ができるだけ小さくなるようなスケジューリング
を行うことが重要である. 本稿では方針として,

• 最小全域木に基づくスケジューリング,

• 階層型クラスタリングに基づくスケジューリング,

を提案する.

4.1 計算機実験

計算機実験により, パス追跡による計算コスト削減を
検証する. 比較する手法は SMOアルゴリズム (SMO),

最小全域木に基づくスケジューリングを行ったパス追
跡 (MST), 階層型クラスタリングに基づくスケジュー
リングを行ったパス追跡 (HC)とする. 実験結果の例を
図 4.1に示す. 結果から提案法により計算コストが大幅
に削減されていることが分かる.
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図 1: 計算時間の比較 (秒) 赤:HC 緑:MST 青:SMO

5 まとめ

本研究では, SVMを用いた多変量 2標本検定とその
高速化を行った. そして, 実験によりその有効性を示す
ことができた. 今後の課題として, 様々な実問題への応
用などが挙げられる.

参考文献

[1] M. Karasuyama, N. Harada, M. Sugiyama, and

I. Takeuchi. Multi-parametric Solution-path Algo-

rithm for Instance-weghted Support Vector Ma-

chines. arXiv:1009.4791, 2010.

[2] A. Gretton, K. M. Borgwardt, and M. Rasch et.al.

A kernel method for the two-sample-problem. Ad-

vances in neural information processing systems,

19, 513-520, 2007.

[3] M. Sugiyama, T. Suzuki, Y. Itoh, T. Kanamori

and M. Kimura. Least-Squares Two-Sample Test.

Neural Networks, 2011.


