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1 はじめに

本研究では 2クラス分類問題を解く代表的な手法で
あるサポートベクトルマシン (SVM) に並列処理を適
用することを考える．SVMは未知の問題に対する分類
性能に優れることから，多くの 2クラス分類問題に汎
用的に用いられてきた．しかし SVMの学習にはデー
タ数を nとしたとき一般的に O(n2)～O(n3)の計算時
間を要することが知られている．そこで近年並列処理
の手法として注目されている GPGPUに着目する．
これまでに一般的な SVM解法である SMOアルゴリズ
ムをGPGPUにより高速化する研究などが発表されて
いる [1]．SMOアルゴリズムは解の一部を逐次的に更
新するため，GPGPUによる並列化の利点を十分に享
受できない．一方，別の SVM解法として正則化パス追
跡と呼ばれるアルゴリズムがある. このアルゴリズム
では SMOより計算コストが大きいが，カーネル関数行
列を用いた行列演算を大量に含むため，GPGPUによ
る効率化が期待できる．本研究では，文献 [2]，[3]で提
案されている正則化パス追跡アルゴリズムに GPGPU

による並列処理を適用し、その有用性の検証を行う．

2 SVM

SVMとは教師あり学習の 1つであり，代表的な 2ク
ラス分類問題の 1つである．n個のデータ点として特
徴ベクトル xi ∈ Rd，クラスラベル yi ∈ {1,−1}, i =
1, · · · , n,が与えられているとする．ラグランジュ未定
乗数より得られる双対問題は次のようになる:
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ここでαはパラメータベクトル，K はカーネル関数で
あり，Kij = K(xi,xj)である．正則化係数 Cは SVM

の過学習を回避するために調整するパラメータである．
双対問題において判別関数は，

f(x) =
n∑

i=1

yiαiK(x,xi) + w0, (2)

となる．w0はバイアスである．ここでマージン内のデー
タ点の集合を I，マージン境界上のデータ点の集合を
M，マージン外のデータ点の集合を O とする．SVM

の最適性条件は KKT条件から次のように表せる:

I : yif(xi) ≤ 1 and αi = C, (3)

M : yif(xi) = 1 and 0 < αi < C, (4)

O : yif(xi) ≥ 1 and αi = 0. (5)

2.1 SMOアルゴリズム

SVM解法の従来法である SMOは SVMが凸計画問
題であることを活かしたアルゴリズムである．最適性
条件を最も満たしていないと思われるデータ点を 2つ
選び，それらに対応するパラメータを暫定的な最適値
に更新する操作を繰り返すことで最適解に収束する．

3 正則化パス追跡アルゴリズム

本研究で扱う正則化パス追跡アルゴリズムは (1), (3),

(4), (5) の等式で表せられる最適化問題を利用する．最
適解 αと正則化係数 C の変化における連立方程式を
導くことで，C に対応した αの連続した変化を得る．
なおこれ以降重みつき SVMと同様に C を各データ点
に対応させたベクトルC として扱う．また正則化係数
の目標値までの差を ∆C とする．∀i ∈ Mのとき (3)，
(4)，(5) の等式条件及び (2) より，
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として αの変化量∆αとC の変化量∆C の関係を連
立方程式で表すことができる．ただし Q = yy⊤ ⊗K，
⊗は要素ごとの積，添え字O,M, I はそれぞれの集合
に対応した部分集合，部分ベクトルを表す．(6) から
目的の解を求める際に，O,M, I の集合が変化する地
点に遭遇することがある．これを breakpointと呼び，
遭遇した地点で連立方程式を更新し直す必要がある．
breakpointの検出には (3)，(4)，(5) より最も早く集
合を外れるデータ点を検出する．正則化パス追跡アル
ゴリズムの簡単な流れを以下に示す．

4 GPGPU

GPGPUとは，PCにおいてCG処理を行うGPUと
いうハードを汎用計算に用いる技術である．CPUと比
較して，小規模な計算装置を数百搭載し大量かつ単純
な並列処理が得意という特徴がある．このため行列演算
などについて非常に有効である．本研究では NVIDIA

社が提供する開発環境 CUDA[4]で実装を行っている．
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Algorithm 1 SVM正則化パス追跡
1: while C が∆C 更新するまで do

2: ∆αを (6) より計算
3: ∆yf を (2) に∆αを代入し計算
4: breakpointを (3)，(4)，(5) より検出
5: α,C,yf を breakpointまで更新
6: 集合 O,M, I を更新
7: (6) 右辺の係数行列及びベクトルを更新
8: end while

4.1 SMOアルゴリズムとGPGPU

SMOは 1ループが軽量だが，1ループで更新される
のは αの内 2値と判別関数ベクトルであり，更新する
2値の選択もベクトル操作で行う．加えてループ数が
大きくなりやすく GPUは小規模な計算を何度も行う
ことになる．そのためGPGPUは性能を伸ばし切れず，
性能を享受しきれないと考えられる．

4.2 正則化パス追跡とGPGPU

正則化パス追跡では 1ループのコストが高い．大きな
計算コストとなるのは，カーネル関数行列がメモリに
収まらない場合の再計算と∆yf の計算である．これら
の計算は行列演算で表現でき，カーネル関数行列では n

行 n列の行列生成を，∆yf では n行 n列行列× n次元
ベクトルを計算する．正則化パス追跡は breakpoint数
の予測が困難なため，最終的な計算コストの予測も困
難である．しかしアムダールの法則より，並列処理を行
える部分が大きい程最大限に並列処理を行った場合の
性能向上率も高くなる．1ループにO(n2)の纏まった行
列演算を含む正則化パス追跡は並列処理を行える処理
の割合が高いため，大量の並列処理を行える GPGPU

と相性が良い．また正則化パス追跡は既存の解から目
的の解まで移動する量が少ない場合，ループ数が少なく
済む傾向がある．この場合全体の計算量を抑えながらも
大量のデータを用いた計算を少ない回数行う，GPGPU

に適した処理になる．

5 実験

今回は大規模データにデータを追加した際，提案法及
び SMOをCPU及びGPUで計算した結果を紹介する．

5.1 実験概要

• 使用データ

– ”Web”データ数 49249 (初期解分) + 500 (追
加分)，次元数 300

– C = 20, γ = 1/300，tolerance=5 ∗ 10−5

表 1: Web：計算時間と性能向上率

SMO パス追跡

CPU 885.739 s 52277.5 s

ループ数 66086 76

GPU 215.187 s 179.291 s

ループ数 72973 47

1ループ当りの性能向上率 ×4.54 ×180.32

• 実行環境

– CPU：Intel Core i7 860

– GPU：GeForce GTX480 (VRAM 1536MB)

5.2 実験結果と考察

結果は表1のようになった．カーネル関数行列のキャッ
シュに 2412行，単精度浮動小数点で保存する．従来法
である SMOでは高速化されてはいるものの大きな値
ではない. 一方正則化パス追跡ではカーネル関数行列
の計算が高速化されたことで 180倍の性能向上が見ら
れた．

6 まとめ

本研究で，パス追跡を利用した SVMの適応的更新
法にGPGPUを適用することを提案した．また実験に
より，GPGPUが有効に働いていることを示した．
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