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1 はじめに
近年, 計測技術やネットワーク技術などの発達によ

り, 大規模なデータを取得出来るようになった. これら
のデータの背後に潜む規則を抽出する技術は機械学習
と呼ばれ, 様々な分野でその重要性が認識されている.

多くの機械学習アルゴリズムは距離情報を用いるため,

問題に応じて適切な距離尺度を導入することが重要と
なる. 本研究では, 学習データを用いて距離尺度の推定
を行う「距離学習」について考察する. 特に, クラス分
類問題の基本アルゴリズムである最近傍分類法に関す
る距離学習の問題を考察する.

最近傍分類法とは, クエリとして与えられた入力に対
して, その近傍点を見つけ, そのクラスラベルの多数決
によってクラス分類を行う手法である. 最近傍分類法
は距離尺度に依存するため, 最近傍分類法のための様々
な距離学習アルゴリズムが提案されてきた. これらの
従来法の多くは, 同じクラスの近傍点を近づけ, 異なる
クラスの近傍点を遠ざけるように設計されている. し
かし, 近傍点が学習前の距離尺度によって決定するた
め, 学習時に距離尺度が変化すると, 近傍点が離れてし
まったり, その逆が起こる問題点がある. そこで本研究
では, 学習途中で近傍点を適応的に更新する距離学習ア
ルゴリズムを導入し, その性能を実験的に検証する.

2 問題設定
サンプルサイズ n,特徴数 pのGクラス分類問題を考

える. 学習データをD := {(xi, yi)}i∈Nn , xi ∈ Rp, yi ∈
{1, · · · , G} とする. ここで, xi は p次元特徴ベクトル,

yi はクラスラベルを表し, Nn := {1, 2, · · · , n} である.

距離学習 [1, 2] とは, 最近傍分類法などの分類性能の
向上を意図した手法で, その多くはマハラノビス行列を
学習するものである. マハラノビス距離は, 任意の 2つ
のインスタンス xi と xj の距離を

d(xi,xj |M) := (xi − xj)
⊤M(xi − xj), (1)

と表す. ここで, M ∈ Rp×p は距離尺度を定義するマ
ハラノビス行列で, 距離尺度の概念より, 半正定値性及
び対称性を持たなければならない.

多くの距離学習アルゴリズムはマハラノビス行列に
関する最適化問題として定式化される. 最近傍分類法
の性能向上のために, 分類誤差を小さくするM を求め
ることが目的となる.

2.1 target neighbors(TNs)

最適化問題を定式化するために, target neigh-

bors(TNs) を導入する. ここでは, 2 クラス分類問題
を考える. 2クラスの最近傍分類法では, インスタンス

xi の k個の近傍点のクラスの多数決で分類を行う. そ
のため, 最近傍分類法の性能を左右するのは, 各クラス
における (k + 1)/2番目の近傍点であることがわかる.

各インスタンス xi において, 同じクラスの (k+1)/2

番目の近傍点を target hit と呼び, hi と表す. また, 異
なるクラスの (k+1)/2 番目の近傍点を target miss と
呼び, mi と表す. 以下では, target hitと target missを
合わせて, target neighbors (TNs) と呼ぶことにする.

また, 多クラス分類問題においても同様な定式化が可
能であるが, スペースの都合上省略する.

2.2 距離学習問題の定式化

最近傍分類法が高い汎化性能を持つために, target hit

までの距離よりも target miss までの距離を大きくした
い. そのため, 損失関数を全てのインスタンスにおいて,

target hit までの距離を小さくし, target miss までの距
離を大きくする距離尺度を得るように定式化する. さ
らに, 正則化項を導入し, M の制約条件を考慮すると,

本研究で考察する距離学習問題は,

min
M

θn−1
n∑

i=1

{d(xi,xhi |M)− d(xi,xmi |M)}

+2−1||M − I||2F (2a)

s.t. M ≽ 0, (2b)

と定式化される. ここで, 目的関数 (2a)の第 1項は損失
関数を表す. 第 2項は正則化項を表し, ユークリッド距
離からの乖離の程度をフロベニウスノルムで定量化し
た. また, θ ∈ [0,∞) は正則化パラメータで, 損失関数
と正則化項のトレードオフを制御している. θ = 0 のと
き最適化問題 (2)の解はユークリッド距離尺度となる.

3 提案法:適応的な距離学習
TNsを固定すると, 最適化問題 (2) が半正定値計画
問題となるため問題の扱いが容易となる. しかしなが
ら, 距離学習では学習の途上で行列M が変化するため
距離尺度そのものが変更されてしまう. TNsはM に
より定義されるマハラノビス距離 (1) に基づいて定義
されるため, 距離尺度が変更することで学習前の距離尺
度での TNsが学習後の距離尺度でも TNsであるとは
限らなくなってしまう. したがって, 距離尺度に応じた
TNsの適応的な変更が必要である.

3.1 適応的な距離学習

提案法では距離尺度に応じて適応的にTNsを変更す
るアルゴリズムを考える. 提案法のアルゴリズムの概
要を説明する. まず, ユークリッド距離尺度 (M = I)

で初期化し, 初期の TNsを割り当てる. 学習が進むに
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つれて距離尺度M が変化すると, TNsの違反 (本来な
らば TNsでないものが TNsとなる状況) が生じる. 違
反の程度がある基準を越えたとき, その時点のM にお
いて TNsの再割り当てを行い, さらに学習を続ける.

TNsの再割り当てを行うM を, 順に, M1,M2, . . .

とすると, t回の再割り当てが行われた後では, 最適化
問題 (2) の単位行列 I をMt に変更した問題:

min
M

θn−1
n∑

i=1

{d(xi,xhi |M)− d(xi,xmi |M)}

+2−1||M −Mt||2F (3a)

s.t. M ≽ 0, (3b)

を解く. θ = 0のとき最適化問題 (3)の解はMt となる.

t = 1, 2, . . . において最適化問題 (3) を解く際には,

TNsの違反が基準を越えないような最大の θ > 0 を見
つける必要がある. 提案法では, 簡単な二分探索を用い
ている. また, 過学習を防ぐため, 学習プロセスで得ら
れる全てのM に対して評価サンプルの最近傍分類誤
差を計算しておき, それが最小となるM を選ぶ.

4 計算機実験
提案法のベンチマークデータに対する数値実験結

果を報告する. 提案法 (adaptive) と他の距離学習
(NCA[1],LMNN[2])とユークリッド距離 (Euclid)で得
られた距離尺度を用いて, 最近傍分類法の分類誤差を比
較する.

4.1 実験概要

データは UCI Machine Learning Repositoryから入
手した. 表 1に実験で用いたデータの概要を示す. 各
データをランダムに学習データ, 評価データ, テスト
データに分割する. データ数が 300 以下の場合には,

データを学習データと評価データとテストデータに 3

分割し, それ以上の場合には, 学習データ数と評価デー
タ数を 100とし, 残りをテストデータとした. 学習デー
タで距離尺度を学習し, 評価データを用いて過学習を防
ぐ汎用性の高い解を選択する. そして, 選択された距離
尺度をテストデータに用いて最近傍分類法の分類誤差
を計算する. ランダムな影響を軽減するため, データの
分割を 10通り行い実験した. 提案法の終了条件は, 損
失関数の変化が十分に小さくなったときとした.

表 1: データの概要
データ名 n p G

BreastCancerDiagnostic 569 30 2

Ionosphere 351 33 2

Parkinsons 195 22 2

SPECTFHeart 267 44 2

4.2 実験結果

図 1は k = 5 の場合に選択されたM をテストデー
タに用いた時の最近傍分類法の分類誤差の平均を示し
ている. 値が小さいほど良い結果であると言える.

図 1より, 全てのデータにおいて提案法が最良の結
果となった. そのため, 提案法が有効に働くことがある
ことを示唆している. また, 実験において, TNsの違反
の基準を緩くしたほうがより良い結果を得ることがで
きた. これは, TNsの違反の基準を厳しくすると TNs

の更新が頻繁に起こるため, 学習が進まないのではない
かと考えられる.
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図 1: k = 5における最近傍分類誤差の平均

5 まとめ
本研究では提案法として最近傍分類法のための適応
的な距離学習アルゴリズムを提案した. ベンチマーク
データに対する数値実験により提案法が状況によって
有効に働くことを検証した. 今後の課題として, 今回は
TNsの違反の基準を指定したが, 学習を行なう過程で
適応的に決定するアプローチを考えることなどが挙げ
られる.
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