
平成 27年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集

計算応用科学分野

機械学習における高速感度分析

学籍番号 26413509 氏名 奥村 翔太

指導教員名 竹内一郎 教授

1 まえがき

近年, ネットワークや通信インフラの急速な発

展に伴い, 人間が扱うことのできるデータサイズ

が飛躍的に増加しており, 大規模データに対する

解析の需要が高まってきている. 大規模データが

得られるような状況において, 単なるロジスティッ

ク回帰や, サポートベクトルマシンを解いて学習

するためには, 大きなコストがかかる. しかも, 現

実の問題において, 一度学習したら終わりである

ことは少なく, 次々にデータが更新される状況も

多々あり, 学習を何度もやり直す必要がある場合

が多い. このような設定は逐次学習と呼ばれ, 盛

んに研究がなされている. 提案法では, これまで

とは違ったアプローチでの逐次学習の高速化を行

う. 本稿では, 提案法である高速感度分析を様々な

タスクに利用し, それが有用であることを示す.

2 逐次学習

学習モデルを逐次的に更新する手法は逐次学習,

オンライン学習などと呼ばれ, 機械学習の分野で

盛んに研究がなされている. 逐次学習において

は, 標本が追加/削除される度にモデルの最適化

が必要となるため, 効率的なアルゴリズムが必要

とされている. 今すでに得られているデータ群を

Dold := {xt|yt}nold
t=1 とする. すると, Doldを用いた

以下の最適解 β∗
oldは得られていることになる.

β∗
old := arg min

β∈Rd

1

nold

∑
i∈Dold

ℓ(yi, f(xi;β)) +
λ

2
∥β∥2.

(1)

このモデルを学習した後に, Doldに標本が追加さ

れたり, 削除されたりすることにより変化した後

に得られたデータを Dnew := {xt|yt}nnew
t=1 とする.

ここで, 追加された標本群をDA := {xt|yt}nA
t=1,削

除された標本群をDR := {xt|yt}nR
t=1とする. この

β∗
oldを得られている状況で, Dnewを用いた以下の

最適解 β∗
newを得ることが逐次学習の目的となる.

β∗
new := arg min

β∈Rd

1

nnew

∑
i∈Dnew

ℓ(yi, f(xi;β)) +
λ

2
∥β∥2.

(2)

ここから, 表記の簡単のために, ℓi(β) =

ℓ(yi, f(xi;β))とする. もちろん, (2)を解くだけな

ら, (1)をと同じ方法で解くことはできるが, デー

タが変化するたびに (2)を解く必要がある. 何度

も (2)を解くためには, 大きな計算コストがかかる

ため, 出来るだけ効率的に解くためのアプローチ

が必要となる.

3 提案法

計算コストの最も大きな部分は, (2) の最適化

にかかるコストであった. そこで提案法では, 学

習自体をなるべく行わないことでの高速化を考え

る. 提案法ではデータ集合の変化によって β∗
oldか

ら β∗
newにどの程度変化するか (感度)を評価する

ため, その意味で感度分析と呼ぶ. 学習を行わな

ければ, β∗
new を求めることはできないが, 提案法

を用いることで,以下のL(η⊤β∗
new)とU(η⊤β∗

new)

を学習を行う前に高速に導出することができる.

L(η⊤β∗
new) ≤ η⊤β∗

new ≤ U(η⊤β∗
new). (3)

ここで η ∈ Rd は任意のベクトルである. 具体的

に, 以下のような定理が成り立つ.

定理 1 追加/削除された標本のβ∗
oldにおける損失

関数の勾配の平均を

∆s :=
1

nA + nR

(∑
i∈A

∇ℓi(β
∗
old)−

∑
i∈R

∇ℓi(β
∗
old)

)
.

(4)

と置く. このとき, 任意のベクトル η ∈ Rdにおい

て, β∗
newについての線形スコアである η⊤β∗

new は
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(nA + nR)/nold
0.01% 0.1% 1%

逐次学習 提案法 逐次学習 提案法 逐次学習 提案法

a9a 確定率 N.A. 9.96345e-01 N.A. 9.88742e-01 N.A. 9.65412e-01
ntrain = 32561 (±1.68e-03) (±4.33e-03) (±1.01e-02)

d = 123 計算時間 [sec] 6.80e-02 4.15e-04 7.89e-02 4.36e-04 8.82e-02 6.38e-04
ntest = 16281 (±1.09e-02) (±1.90e-05) (±1.78e-02) (±1.04e-05) (±1.98e-02) (±3.84e-05)

ijcnn 確定率 N.A. 1.00000e+00 N.A. 1.00000e+00 N.A. 1.00000e+00
ntrain = 49990 (±0.00e+00) (±0.00e+00) (±0.00e+00)

d = 22 計算時間 [sec] 1.13e-01 2.80e-03 1.10e-01 2.86e-03 1.37e-01 3.14e-03
ntest = 91701 (±2.13e-02) (±1.50e-04) (±1.38e-02) (±1.63e-04) (±1.37e-02) (±1.20e-04)

cod-rna 確定率 N.A. 9.99728e-01 N.A. 9.99354e-01 N.A. 9.98612e-01
ntrain = 59535 (±5.51e-05) (±1.71e-04) (±4.63e-04)

d = 8 計算時間 [sec] 1.40e-01 5.30e-03 1.55e-01 5.15e-03 1.96e-01 5.76e-03
ntest = 271617 (±3.26e-02) (±4.20e-04) (±3.42e-02) (±1.31e-04) (±2.45e-02) (±4.57e-04)

kdd2010 確定率 N.A. 9.99869e-01 N.A. 9.99583e-01 N.A. 9.98672e-01
ntrain = 8407752 (±7.49e-06) (±1.76e-05) (±9.61e-05)
d = 20216830 計算時間 [sec] 1.25e+02 1.40e-01 1.48e+02 1.67e-01 1.67e+02 3.49e-01
ntest = 510302 (±7.47e+00) (±9.27e-03) (±1.80e+01) (±8.01e-03) (±1.25e+01) (±2.14e-02)

表 1: ラベル予測の高速感度分析 (λ = 0.01).

以下の式を満たす.

η⊤β∗
new ≥ L(η⊤β∗

new)

:=
nnew + nold

2nnew
η⊤β∗

old − λ−1nA + nR

2nnew
η⊤∆s

− 1

2
∥η∥

∥∥∥∥nA − nR

nnew
β∗
old + λ−1nA + nR

nnew
∆s

∥∥∥∥ ,
(5a)

η⊤β∗
new ≤ U(η⊤β∗

new)

:=
nnew + nold

2nnew
η⊤β∗

old − λ−1nA + nR

2nnew
η⊤∆s

+
1

2
∥η∥

∥∥∥∥nA − nR

nnew
β∗
old + λ−1nA + nR

nnew
∆s

∥∥∥∥ .
(5b)

定理 1の証明は紙面の都合上省略するが, 上記の

計算を高速 (O((nA + nR)d))に計算できる. これ

を使うことで, 以下のような様々なタスクに利用

ができる.

• 係数のバウンド

• ラベル予測の例

• LOOCVの高速化

• モデル変化量の推定

4 計算機実験

ここでは紙面の関係上, ラベル予測の確定率に

ついての実験のみ紹介する. 全テスト標本 xtest

の中で, ラベルを確定することができた割合を用

いた. nold を ntrain の 99%, λ = 0.01で固定し,

(nR+nA)を noldの {0.01%, 0.02%, 0.05%, 0.1%,

0.2%, 0.5%, 1%} で変化させた. 実験は全て追加/

削除する標本を変えて 30回行い, それぞれの平均

と標準誤差を表と図に示す. それぞれの場合の確

定率と, 計算時間を表 1に示す. これらの結果か

ら,バウンドのタイトさを見ると, nA + nRが nold

より相対的に小さければ小さいほど, バウンドが

タイトになっていることが確認できる. また, 計

算時間を比較すると, 提案法は逐次学習よりも比

べ物にならないぐらい速いことが分かる. 他には,

ほとんどのテスト標本についてラベルを確定でき

ていることが分かる. これは, 判別器を更新しな

くても, ほとんどのラベルを判別するすることが

可能であることを示している.

5 まとめ

本稿では, 二次正則化分類問題の逐次学習につ

いて, 最適解に関する線型スコアの上限と下限を

学習前に, 高速に導出できることを説明した. また

その線型スコアを用いることで様々なタスクに利

用ができ, その一つの例としてラベル予測ができ

ることを示し, 実験によって有用性を検証した.
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