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1 まえがき

近年, 計測技術と情報技術の発展により, 数多の
データを容易に収集できるようになった.それに伴
い, 集めたデータから有用な情報を得るため, デー
タ解析の需要が高まっている. しかし, 人手を介し
たデータ解析は時間効率やコストの面から敬遠さ
れており, 高速かつ安価な機械学習による解析が
注目を浴びている.

機械学習のタスクにおいて, 未知の入力に対応
する連続値の出力値を推定する回帰学習の手法が
ある. 本稿で用いる分位点回帰分析も, その回帰学
習のひとつであり, ユーザが与える分位点と呼ば
れるパラメータにより, データを分位点の比に応
じて分けるような回帰関数を推定できる. 一般的
に回帰データは特定の分布から発生したデータと
仮定されるため, 回帰データの真の期待値と分散
が分かるならば, 異なる分位点における回帰関数
は交差しないことが予測される. だが従来の分位
点回帰分析では複数の分位点に関する関数を学習
する際, 独立に学習を行うため, 分布に沿った学習
を分位点間で行うことができない問題があった.

提案手法では, 従来の独立していた学習をマル
チタスク学習の拡張手法であるパラメトリックタ
スク学習 [1]により, 全分位点に対して相互に関連
性を持たせた一括学習を行う. その際に, 各分位点
における解の間に共通性と独立性を調整するよう
なパラメータを導入するスパース正則化を適用す
ることを考え, その有用性を計算機実験を通して
確認する.

2 問題設定

2.1 分位点回帰分析

入力を xi ∈ Rd, 出力を yi ∈ Rとするような学
習データ, {(xi, yi)}ni=1が与えられているとする.

また, 本稿で考える回帰関数は分位点パラメータ
を τ として f(xi) = w⊤xi + bと表される.

分位点回帰分析はユーザが設定する分位点 τ ∈
[0, 1]を用いて,データを1−τ : τの比に分割するよ
うな回帰関数を生成する手法である. この時, 損失

は推定値 f(xi), ユーザが与える分位点 τ ∈ [0, 1],

入出力 xi, yiを引数とした

L(τ, w, b, xi, yi)

=

{
(1− τ)|yi − f(xi)|, if f(xi) > yi,

τ |yi − f(xi)|, if f(xi) ≤ yi,

で表され, 最適化問題としてユーザが定める正則
化パラメータ C > 0を用いて

min
b, w

n∑
i=1

L(τ, w, b, xi, yi) +
C

2
R(w), (1)

と表現される. ここで R(w) は正則化項であり,

Ridge正則化 (ℓ2正則化) Rℓ2(w) = ||w||22 = w⊤w

を用いることが一般的である. 本研究の目標は, こ
の分位点回帰分析に対し, 複数の分位点に関する
より性能の良い学習器を作ることである.

2.2 ℓ2,1正則化付きマルチタスク学習

分位点をタスクと考え, τ = τ1, τ2, . . . , τT , T ∈
Nの多数の分位点を一括学習する ℓ2,1正則化によ
るマルチタスク学習を考える. ℓ2,1 正則化は各タ
スクごとの解wtを列ベクトルに持つ解行列W ∈
Rd×T に対して Rℓ2,1(W ) = (

∑d
i=1 ||wi||2)2 によ

る正則化を行うもので, 各分位点において共通し
た特徴である行ベクトルをスパースにしやすい特
徴がある [2]. その結果, タスク間の解空間を共有
するような学習を行うことができる. そのため ℓ2,1
正則化による学習は, 有用な特徴のみを用いて学
習を行う特徴選択とみなすことができる.

3 提案手法

3.1 ℓ2,1 + ℓ2正則化

提案手法では, スパース正則化として ℓ2,1 正則
化を拡張した ℓ2,1 + ℓ2 正則化を考える. ℓ2,1 正則
化で考えられる欠点としては, 独立な学習におけ
る Lasso(ℓ1正則化)のようにデータにスパース性
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を取り入れることで学習器の性能が落ちる場合が
ある. そのため, Elastic Netのようにスパース性
を調整するハイパーパラメータ θ ∈ [0, 1]を用い
て新たな正則化項

Rℓ2,1+ℓ2(W , θ) = θRℓ2,1(W ) + (1− θ)Rℓ2(W ), (2)

を考える. これをマルチタスク学習に応用すると,

最適化問題は

min
{bt, wt}Tt=1

T∑
t=1

n∑
i=1

L(τt, wt, bt, xi, yi)

+
C

2
Rℓ2,1+ℓ2(W , θ),

(3)

と表現される.

3.2 パラメトリックタスク学習

前節では, 用意する分位点が離散的な場合を考
えたが, その分位点が分位点全体を通して有意な
タスクかは不明である. 現実的に, 分位点は連続パ
ラメータであり, 分位点全体を通した構造を学習
するならば, 部分的に同時学習するのではなく, 分
位点の取りうる値 [0, 1]全体を一括して学習する
方が自然である. この時, パラメトリックタスク学
習は, 全分位点に対する損失の総和を取るため, 定
積分を用いて

min
b(τ), w(τ)

∫ 1

0

n∑
i=1

L(τ,w(τ), b(τ),xi, yi)dτ

+
C

2

∫ 1

0
R(w(τ))dτ,

(4)

と表される. 正則化項である R(w(τ))は, 提案法
である ℓ2,1 + ℓ2正則化をパラメトリックタスク学
習で扱うことができるように拡張する.

一方で, 特徴選択を行う本手法は, 有用な特徴
を生成する特徴抽出を行うように拡張できる. 学
習する特徴空間を正規直交行列 U により射影さ
れるものだと考えると, 特徴抽出における関数は
g(xi) = w⊤U⊤xi+bとなる.しかし,解wと行列
U を同時に求める場合, 非凸な最適化問題になっ
てしまう. そのため, a = Uwによる 2変数の同時
学習をすることで, 解 aに関する凸な最適化問題
を解き特徴抽出学習を行う. 具体的な変換や証明
などは本論文で述べる.

3.3 位置尺度モデルへの対応と利用

本提案法は, 位置尺度モデルと呼ばれる関数モ
デルと対応付けた学習を行うこともできる. 位置

尺度モデルは回帰データの期待値 µ(xi), E[ϵ] =

0, V [ϵ] = 1を満たすノイズ ϵ, 入力により尺度が
変わる分散 σ(xi)より, Yi = µ(xi) + σ(xi) · ϵと
表現される.

この時, 期待値 µ(xi)を最小二乗法で学習し, 提
案法で学習する出力を ŷi = yi−µ(xi) と変形する
ことで, 位置尺度モデルの分散部分 σ(xi) · ϵを直
接学習することが可能である. この対応関係は, 非
凸な位置尺度モデルの最適化問題を凸緩和するこ
とで導出可能で, 詳細は本論文にて説明する.

4 計算機実験

分位点回帰分析による全分位点に対する, テス
トデータに対する損失 Lを, 従来法と提案法で比
較する.複数のデータセットに対して,解を学習し,

全分位点における損失の総和の平均を示したもの
が表 1である. 実験の詳細は本論文で述べるが, 表
より, 提案法が従来法に比べてより有用な結果を
出していることが確認できる.

表 1: 実験結果
Data 従来法 特徴選択 特徴抽出

yacht h 16.66 14.78 14.70

eunite2001 23.10 21.79 21.84

mpg 19.22 18.53 18.53

housing 24.47 23.26 23.24

concrete 62.71 58.19 57.98

mg 106.7 106.9 107.0

airfoil 101.7 98.12 98.09

wine(red) 174.3 175.5 175.6

space ga 238.1 235.1 234.0

5 まとめ

本稿では, 無数に存在する分位点回帰分析に対
し, 提案法であるスパース正則化を用いて分位点
全体を同時に学習することを提案し, 計算機実験
を行うことでその有用性を確認した.
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