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1 まえがき

ビッグデータを処理するべく機械学習が注目さ

れているが, データ収集に複雑な実験や大規模シ

ミュレーションが必要で, 費用や時間などの膨大

なコストを要する場面がある. この状況下では, 効

率的なサンプリングと未知なデータに対する高精

度な推定が求められる.

例えば, 材料分野では未知な物理現象や物性を

知るために,物質内のポテンシャルエネルギー曲面

(PES)全体を評価する必要がある. しかし, PES

全体の評価には膨大な計算コストを要する. 一方

で，プロトン伝導体の導電性を調べたい場合，物

質中の低 PE領域さえわかればプロトンの移動経

路を知ることができる (図 1(a))．

(a) PES (b) BaZrO3

図 1. 材料物質内のエネルギー曲面

本稿では，プロトン伝導体 BaZrO3 内の低 PE

領域を効率的に同定する問題を考える．PEは三

次元空間座標の関数として考えられる (図 1(b)).

今回, 事前に定めた α ∈ (0, 1)に対して，物質内

の候補点の下位 100α%の点を効率的に列挙する

ことを目指す．この問題に対し本研究では，ベイ

ズ最適化に基づき条件を満たす可能性が高い点を

選択的にサンプリングする手法を構築する．また,

各候補点に対する確率的な評価指標の導出と下位

100α%の閾値推定が可能なことを示す．

2 ベイズ最適化

ベイズ最適化とは, 最小値を効率的なサンプリ

ングにより発見する手法である. ベイズ最適化で

は,ガウス過程により関数の推定とその不確実性を

表現し, サンプリング指標 (Acquisition Function)

を用いて目標達成に有効な点を選択する. 図 2に

ベイズ最適化のイメージを示す.
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図 2. ベイズ最適化のイメージ

本節では, ベイズ最適化で重要な二つの要素, ガ

ウス過程とサンプリング指標について説明する.

2.1 ガウス過程

ガウス過程は, 回帰手法の一種であり, 関数の推

定は各グリッド点における分布で表現される.

まず,訓練標本をxi ∈ R,対応する関数値をf(xi

とした, 訓練データ {(xi, f(xi))}ni=1に対する回帰

を考える. このとき, ガウス過程に基づき f(x)の

予測分布はガウス分布N(µ(x), σ2(x))に従うとさ

れる. 平均関数 µ : Rd → Rは

µ(x) := k(x)⊤K−1f ,

で与えられる. ただし, f = [f(x1), . . . , f(xn)]
⊤

とした. ここで, Kij := γ21 exp
(
−∥xi−xj∥2

2γ2
2

)
を ij

要素とするカーネル行列K とベクトル k(x) :=

[k(x,x1), . . . , k(x,xn)]
⊤ を用いた. また, 分散関

数 σ2(x) : Rd → Rは

σ2(x) := k(x,x)− k(x)⊤K−1k(x),

で与えられる. 詳細な導出は文献 [1]を参照され

たい.

2.2 サンプリング指標

ガウス過程により関数推定を予測分布として表

現するため, 確率的計算が可能である. 本稿では,

期待値に基づくサンプリング指標 (Expected Im-

provement:EI)について説明する.

ステップ tまでにサンプリングした点の集合を

Dtとし, f(x+) := min
x∈Dt

f(x)を定義する. I(x) :=
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f(x+)− f(x)を用いると, f(x+)から低い値を取

る期待値 EIは次式で表される.

xt+1 := argmaxEI(x; f(x+)) (1)

= argmaxE(I(x)|Dt).

詳細な計算方法は文献 [2]を参照されたい.

3 選択的サンプリング

提案法では, 2節で紹介したベイズ最適化を拡張

し, 選択的なサンプリングを実現している. 具体的

に, 下位 100α%点の閾値 θαを用いて, 式 (1)にお

いてEI(x; θα)とすることで,選択的なサンプリン

グを可能にする. また, 候補点を閾値を下回る Pα

と上回るNαに分けられ, それぞれの推定 P̂α, N̂α

との関係性を用いて停止基準と閾値を算出できる.

Pα := {i ∈ {1, . . . , N}|f(xi) < θα},
Nα := {i ∈ {1, . . . , N}|f(xi) ≥ θα}.

P̂αは指標に基づき得た既知の点, N̂αは未知の

点の集合と考える. 表 1のように, θαを基準とし

て候補点を検出数#TP (θα),誤検出#FP (θα),未

検出数#FN(θα), 検出不要数#TN(θα)に分類が

される. θα を基準に, P̂α は点の数で, N̂α はガウ

ス過程による予測分布を基に下回る, もしくは上

回る確率の和で表現する.
表 1. 混同行列 (Confusition Matrix)

Pα Nα

P̂α #TP (θα) #FP (θα)

N̂α #FN(θα) #TN(θα)

本節では,提案法において用いるアルゴリズムの

停止基準と閾値推定の算出方法について説明する.

3.1 未検出率

表 1を用いると, 未検出率はPα中の未検出数の

割合で表される. したがって, 未検出率は

ˆFNR :=
#FN(θα)

#TP (θα) + #FN(θα)
,

で算出できる. 実験では, 推定未検出率が提案法

の停止基準として機能することを検証する.

3.2 下位 100α%点の閾値推定
ここまで θαは既知としてきたが, 表 1を用いて

簡単に算出できる. αは候補点の総数中のPαの割
合として表現ができる. そのため αは

#TP (θ̂α) + #FN(θ̂α)

#TP (θ̂α) + #FN(θ̂α) + #FP (θ̂α) + #TN(θ̂α)
= α,

を満たす必要があり, 上記式を満たす θα を推定

の閾値 θ̂αとできる.

4 材料分野への応用

プロトン伝導体BaZrO3による実験結果を示す.

4.1 問題設定

図 1(b)の物質内で対称性を考慮した 1768点の

下位 100α%点を効率的に探索することを考える.

詳細な実験設定については論文を参照されたい.

4.2 検出数による性能評価

10試行において Pαを全て得たステップ数の平

均として表 2に示す. 特に, 手法 d)は非常に効率

的な探索がなされていると確認できる.
表 2. Pα を全て得たステップ数.

α = 0.05 α = 0.10 α = 0.20

a)GP1 1488.5± 239.4 1576.1± 36.9 1539.6± 31.2

b)GP2 1294.1± 180.9 1266.9± 167.9 1269.4± 100.3

c)GP3 511.7± 30.4 617.6± 49.7 875.2± 60.1

d)GP4 114.3± 1.3 235.5± 1.0 394.1± 5.2

e)Random 1749.6± 15.0 1757.1± 11.3 1762.2± 3.9

f)prePES 592 1222 1479

g)ideal 89 177 354

4.3 未検出率と閾値の推移

手法 d)の実験における推定の未検出率と閾値の

推移を示す. 閾値は真値に収束しており, 未検出

率も真値に沿った推移していると確認できる.
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図 3. 未検出率と閾値の推移を示している.

5 まとめ

本稿では, ベイズ最適化を拡張した選択的なサ

ンプリング手法とその停止基準, 下位 100α%点の

閾値推定について紹介し,材料分野における実デー

タを用いた実験により有効性を確認した.
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