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1 はじめに

本稿では, 2クラス分類器を用いた多変量二標本検定
について検討する. 多変量二標本検定とは, 2つのデー
タ標本の分布が異なっているかどうかを統計的に評価
する手法である. 二標本の分布の差異を何らかの検定統
計量を用いて, 定量化することによって多変量二標本検
定を行うことができる.

多変量二標本検定の検出力の高さは,検定統計量の定
量化の手法に大きく依存するため, 検定統計量にどのよ
うなものを用いるかを適切に決める必要がある. 本研
究では, 強力な 2クラス分類器である Support Vector

Machine(SVM)について考察する. SVMは凸最適化問
題として定式化され, その凸最適化問題を解くことに
よって, 与えられたデータに対する最適な分類境界を得
られる. その分類境界に基づく検定統計量を算出するこ
とで適切な検定統計量が得られると期待できる. 本稿で
は, 目的関数値を検定統計量とした多変量二標本検定を
考える.

統計的仮説検定については, 帰無分布 (二標本が同一
分布から生じている場合の検定統計量の分布)を推定す
る必要がある. ラベル並び替え演算により帰無分布を
推定する際には, ラベル並び替え回数分の SVMを学習
する必要があり, 計算コストが増大してしまうという
問題点が挙げられる. そこで本稿では, 検定統計量の下
限および上限による学習打ち切りアルゴリズムおよび
Warm-startを用い, ラベル並べ替え演算の計算コスト
の削減を行う.

2 ラベル並べ替え検定

本章では帰無分布を推定する際に用いるラベル並べ替
え検定について説明する. ラベル並べ替え検定は, 学習
データとして与えられた標本をランダムに 1000～10000

回並べ替え, 各々のラベルデータに対して検定統計量を
算出することにより, 帰無分布の推定を行う. 得られた
帰無分布と元の標本ラベルの検定統計量を比較するこ
とにより, p値を算出することで 2つの標本の違いを評
価することができる.元の標本ラベルに対する検定統計
量を s∗, t回目のラベル並べ替えデータに対する検定統
計量を s(t), ラベル並べ替え回数を T とすると, p値は

p−value :=
1

T

T∑
t=1

I(s∗ ≥ s(t)) (1)

と表される. 一般的には p値が 0.05を下回ると帰無仮
説が棄却され, 二標本が異なっていると評価される.

3 SVMを用いた多変量二標本検定

本章では, SVMを用いて多変量二標本検定を行う手
法を説明する.

3.1 SVMの目的関数値と検定統計量

本節では, 検定統計量に SVMの目的関数値を用いた
検定について説明する. 学習データを {xi, yi}ni=1, x ∈
Rp, y ∈ {+1,−1}とおくと, SVMは以下の凸最適化
問題によって定式化される:

min
w,b

1

2
∥w∥2 + C

n∑
i=1

max(0, 1− yi(w
⊤xi + b)) (2)

(2)式は主問題と呼ばれ, 第 1項はマージンの逆数, 第
2項は誤差項を表す. マージンとは判別関数とデータ点
との距離を定量化したもので, SVMでは判別関数付近
のデータ点に罰則を与えたうえでマージンを最大化し
ている. 二標本のデータ点が大きく離れているほど (2)

式の目的関数値が小さくなると考えられるため, 目的関
数値により, 二標本の違いを上手く定量化できている
と期待される. SVMは本来は未知のデータを分類する
2クラス分類問題を解く分類器であるが, 上述した目的
関数値の特性を用いて二標本検定に利用することがで
きる.

3.2 計算機実験

SVM の目的関数値による二標本検定の有効性を実
験によって検証する. 実データからリサンプリングを
100回行い, 横軸を有意水準, 縦軸を帰無仮説の棄却率
とした ROC 曲線を図に示す. 実データのリサンプリ
ングは二標本が異分布となるリサンプリングを行った
場合 (dif) と, 二標本が同分布となるリサンプリング
を行った場合 (same)の 2つの方法で行った. 比較手法
として, Hotelling の T 2 検定 (Hotelling)[1], 最近傍検
定 (NN) [2], maximum mean discrepancy(MMD) [3],

Least-Squares Two-Sample Test(LSTT) [4]の 4つを
用いた.

実験結果を図 1に示す. difでは SVMは他の手法に
比べて棄却している割合が高く, 検出力が高いことが
わかる. また, sameでは棄却率が有意水準に近いため,

SVMは検定として妥当といえることがいえる.
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図 1: ROC曲線: M.G.T. (n = 60, p = 10)

4 ラベル並び替え演算の効率化

ラベル並べ替え検定では 1000～10000回の SVMの
学習が必要になるため, 計算コストが膨大になる. そこ
で本節では, 計算コストを削減する方法を提案する.

4.1 検定統計量の下限・上限による打ち切り

本節では, 計算途中の SVMの学習を途中で打ち切る
手法を説明する. (1)式より, s∗ と s(t) の大小関係が分
かると p値を算出することができる. t回目の学習中に
s(t) の上限 u(t) と下限 ℓ(t) が分かっている場合,

ℓ(t) ≥ s∗ ⇒ s(t) ≥ s∗ (3a)

u(t) < s∗ ⇒ s(t) < s∗ (3b)

の関係式を用いて, s∗と s(t)の大小関係が確定する. 学
習中に u(t)と ℓ(t)を得ることができれば, (3)式を用い
て計算を打ち切ることができ, その結果として計算コス
トを削減することができる.

検定統計量として目的関数値を用いている場合,双対
定理により, ℓ(t)は双対問題の実行可能解での目的関数
値, u(t)は主問題での実行可能解での目的関数値で与え
られる. そのため, 学習中にそれらを計算して (3)式を
評価することにより, 学習を打ち切ることができる.

4.2 Warm-start

本節では, SVMにおけるWarm-startの手法を提案
する. Warm-startとは, 最適化問題を解く際に類似し
た問題の解を初期解として解くことによって高速化を
図る手法である. ラベル並べ替え問題ではラベルのみの
異なる共通の学習データを学習するため, Warm-start

を用いるのに適した方法だと考えられる. 具体的には
SVMの双対問題の最終解を用いて

α0(t) = αf (t−1)
(4)

と初期解を定め, 制約条件を満たすように調整を行う.

ただし, α0(t) は t回目の並べ替えラベルの学習におけ
る初期解, αf (t−1)

は t − 1回目の並べ替えラベルの学
習における最終解を表す.

Warm-startではその特性上, ラベル並べ替え検定に
おいては前回からのラベルの変化が少ないのが望まし
い. そこで, 各並べ替えにおいてラベルの類似度が可能
な限り大きくなるように計算順序の変更を行っている.

4.3 計算機実験

実験により,前節までに述べた計算打ち切りとWarm-

start の有効性を検証する. 手法は通常の SVM, 学習
打ち切り SVM(cut-SVM), Warm-start SVM(Warm-

SVM), 計算順序考慮 SVM(Warm2-SVM)の 4手法を
用いて比較を行った. 実験結果を図 2に示す. 打ち切り
とWarm-startによって計算時間を短縮できていると
いえる.
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図 2: 計算時間比較: M.G.T.(n = 60, p = 10),

Musk(n = 60, p = 166)

5 まとめ

本研究では, SVMを用いた多変量二標本検定とラベ
ル並べ替え演算の高速化について考察した. 今後は実用
データへの活用が期待される.
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