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1 はじめに

現実の機械学習問題を考えるとき, 一度学習し
た結果を永続的に使い続けるのではなく, 新たな
データや知見による学習結果の改善を要求される
場面は多い. このような状況では, 当然, 新しい情
報の加え方で学習結果の改善度は大きく変わり得
る. 他方, ストリーミングデータのように, 全ての
データを用いた (バッチ的)学習が困難な状況もし
ばしば観察される. すなわち, 学習に使えるデータ
数に上限があり, 学習者はこの制約の下で最良の
学習結果の獲得を目指す. 以上のような環境の下
では, 学習者には, 常に判別器の汎化性能が改善す
るような学習データ集合の更新が要求される. ま
た, 学習問題を考えるとき, 外れ値が判別器の性能
に与える影響も無視できない. もし外れ値を学習
データ集合に加えてしまえば, 判別器の汎化性能
が悪化する可能性は高い. 従って, 新たに得られ
たデータを学習データ集合に追加する際に, その
データが外れ値かどうかを判定し, 外れ値であれ
ば学習データに加えないといった措置を講じる必
要がある.

本研究の目的は, 1. 逐次的に得られるデータを
バッファに加えるかどうかを判定するアルゴリズ
ムを構成する, 2. 上述したアルゴリズムは, 外れ
値に対して頑健であるようにする, の 2点に集約
される. これら 2つの目的は, 判別器の検証誤差を
基準としたフィルタを用いることで同時に達成さ
れる. 本研究では, 判別器の更新に交差検証法を
多用するが, その際 ball test[3] を用いることで効
率化を図る.

2 逐次追加学習

逐次追加学習とは, すでに学習した概念や知識
などを新たな事実や観測を基に, より洗練させて
いく方法である. “逐次的”という言葉は, 問題と
アルゴリズムの両者に用いられる. 逐次的な問題
の特徴としては, 学習データが事前に得られない
代わりに, 時間とともに 1つずつ得られることや,

学習サンプルが現れるたびに無制限に学習を行う
必要があることが挙げられる. 一方, 逐次的アルゴ

リズムの特徴として, 以前に得られた学習データ
の再学習を必要としないことや, 学習アルゴリズ
ムが学習データの発生分布の変化に適応的である
こと, また, 以前に生成した仮説が目的を達成する
ために遥かに最良に思われても, 常に学習を行い,

得られる結果の質を向上させることが挙げられる.

逐次追加学習の例として, 生まれつき人間が備え
ている学習機能や, ロボットなどの自己適応など
がある.

3 学習効率化の準備

3.1 サポートベクトルマシン

サポートベクトルマシン (SVM: Support Vector

Machine)は機械学習における教師あり分類問題で
用いられる判別器の 1つである. SVMは分類性
能の高さから実データの解析に広く利用されてい
る. 本研究では切片項のない L2-SVM(式 (1))を
用いる.

min
w

1

2
||w||2 + C

n∑
i=1

ξ2i , (1a)

s.t. yi(w
⊤xi) ≥ 1− ξi, ξi ≥ 0, i = 1, . . . , n.

3.2 ball test

SVMの最適解w∗の存在領域は, ある実行可能
解と損失の勾配ベクトルから算出される中心mと
半径 rから

||w∗ −m||2 ≤ r2

とする超球に含まれることが知られている [3]. こ
のことにより, モデルの評価値の範囲が

x⊤m− ||x||r ≤ x⊤w∗ ≤ x⊤m+ ||x||r

と得ることができる. このことを利用して, ball

testにより検証誤差の上限と下限を得られる.
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4 逐次追加学習のための効率的な
データフィルタリング法 (提案法)

本研究では, 逐次的に得られるデータの効率的
なフィルタリング法を提案する (Algorithm 1). 学
習に用いれる学習データ数に上限がある場合を想
定し, 新たに得られたデータを追加するか否かを,

交差検証法を用いて得られた検証誤差により判定
する (提案法 1). 追加すべきと判定された場合に
は, 保持する学習データからランダムに 1インス
タンス取り除くことを繰り返す. また, 交差検証
法で検証誤差を得る前に, ball testを適用し, 検証
誤差の上限と下限を得る. ball testで判定された,

真の検証誤差を得る価値のある場合のみに, 交差
検証法を行うことで, SVMの学習を削減し, 計算
の効率化を図る (提案法 2).

Algorithm 1 Proposal (naive version)

Input buffer B with size N , initial training data
{(xi, yi)}ni=1, criterion of validation error CV Ec,
threshold α.
for t = 1, 2, ... do

Step 1 receive a new data (xnew, ynew).
Step 2 compute a k-fold cross validation error,
CV Et, w.r.t. B ∪ {(xnew, ynew)}.
if CV Et < CV Et−1 × (1 + α) then
B ← B ∪ {(xnew, ynew)}.

end if
if n > N then

update B by randomly replacing one instance
in B with (xnew, ynew).
solve (1) w.r.t. updated B, obtain wnew, set
CV Ec ← CV Et and go to Step 1.

end if
end for

Output wnew.

5 計算機実験

L2-SVMの正則化パラメータはC = 1
bufferSizeと

固定して実験を行う. 検証誤差は 10分割交差検証
法により得る. また, 外れ値を想定し, 4回に 1度
の頻度で新たに得られたインスタンスのラベルを
反転させる.

5.1 実験結果

図 1に汎化誤差の比較を示す. 赤線は従来法, 緑
線は提案法の汎化誤差を表す. 従来法に比べて, 検
証誤差によりフィルタリングを行った提案法の方
が汎化誤差を改善していることがわかる. また, 表
1に 2つの提案法での計算時間を示す.

 0.108

 0.1081

 0.1082

 0.1083

 0.1084

 0.1085

 0.1086

 0.1087

 0.1088

 0.1089

 0.109

 0.1091

 0  100  200  300  400  500

e
rr

o
r

iteration(500)

cod-rna: Error (threshold = 1)

stream oblivious
proposal

図 1: cod-rna: buffer/test=29535, add=500

表 1: 【提案法の計算時間の比較 [sec]】括弧内は
バッファ更新回数を示す. α = 0, 10回平均.

提案法 1 提案法 2

Dataset SVM SVM ball test total

cod-rna 264.736 156.765 0.4946 157.26

6 まとめ

逐次的に得られるデータの効率的なデータフィ
ルタリング法を提案し, 計算機実験によりその有
効性を検証した.
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