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1 まえがき

近年, 情報化社会の発達に伴い, 個人でも容易に
大規模かつ大量のデータを入手することができる
ようになった. そこで, そのデータを計算機を用い
て分析を行う, 機械学習の需要が高まっている.

機械学習における最終的な目的は, 未知のデー
タに対して高い表現力 (判別性能) をもった学習器
を得ることであり, そのためにモデル選択と呼ば
れる手法が用いられる. モデル選択においては, 複
数の候補モデルを用意し, そのモデル全てに対し
て学習と評価を行う. そのため, モデル数分の学
習が必要であり, 高い学習コストが問題となる.

本稿では, 学習途中に得られる実行可能解を用
いることで, 検証誤差のバウンドを得る手法を提
案する. あるモデルの検証誤判別率の下限がこれ
まで学習した中で最良のモデルの検証誤判別率を
上回った場合, 当然検証誤判別率自体も最良の誤
判別率を上回ることが分かる. そのため, そのモ
デルの学習を棄却することができる. 本稿ではこ
の手法で学習を棄却することにより, モデル選択
の計算コストを削減した.

2 問題設定

2.1 L2正則化学習

本稿では代表的な機械学習の一つである教師付
き分類問題を取り扱う. この問題では与えられた
訓練データ {xi, yi}ni=1 に対して学習を行うことで,

各特徴の相関を表す相関ベクトルw ∈ Rd を求め
る. ここでは i 番目のデータ点 (インスタンス) を
x ∈ Rd, 対応するクラスを yi ∈ {−1,+1} とする.

本稿では分類問題の一つである, L2 正則化付き
最適化問題を扱う.
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w
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2
∥w∥2 + C

n∑
i=1

ℓi(xi;w). (1)

(1)式において C は値が大きいほど訓練データの
誤分類を少なくする働きがある.

機械学習の目的は, 訓練データから得た変数w

を用いて未知のインスタンス x′ のラベル y′ を推

定することである. 本稿では未知データ y′ のラベ
ル推定を

y′(x′) = sign(x′⊤w) =

{
+1 if x′⊤w ≥ 0,

−1 if x′⊤w < 0,
(2)

と定義する. (2)式は 2クラス問題でよく用いられ
る推定法である.

2.2 モデル選択

一般的に機械学習アルゴリズムでは, 訓練デー
タの分類のみに適合してしまい, 未知のデータに
対する分類精度が悪化してしまうこと (過学習)を
避けるために, 様々な工夫を行う. その工夫の一つ
として, モデル選択と呼ばれる手法がある.

本稿では検証誤判別率を評価基準に用いたモデ
ル選択を行う. 検証誤判別率とは判別関数に基づ
いて未知データの分類を行うとき, 誤判別した未
知データの割合を表す値である. 未知データに対
する検証誤判別率は以下の式で表される.

1

n

n∑
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I(y′ix
′⊤
i w < 0). (3)

モデル選択においては (3)式の値が最小のモデル
を採択する.

3 効率的なモデル選択

3.1 基本方針

本章では最適解 w∗ を求めることなく, 任意の
ベクトル α と最適解w∗ との内積 α⊤w∗ の上限
と下限を求める. すると (3)式より, 検証誤判別率
のバウンドを得ることができる. ここで最適解と
任意のベクトルの内積の上限と下限を bup, blo と
して,

bup := maxw∈Θα⊤w∗,

blo := minw∈Θα⊤w∗,

と定義する. ここで最適解が存在する範囲Θ を
求めることができれば, bup, blo を求めることがで
きる.

検証誤判別率の下限がこれまで得られた最小の
検証誤判別率を上回っていれば, 現在学習してい
る候補モデルの学習を棄却できる.
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3.2 超球によるバウンド計算

バウンド計算を行うため, 最適解 w∗ の存在す
る範囲 Θ を超球の形で構築する. Θ は Θ :=

{w | ||w −m||2 ≤ r2} と表すことができ, このと
き bup, blo はそれぞれ

bup = αTm+ ||α||r,
blo = αTm− ||α||r,

として表すことができる.

3.3 超球の構築

本節では最適解を含む二つの超球を紹介する.

Gradient bound

特徴空間の任意の実行可能解を w̃ とする. この
とき, 最適化問題 (1)式の最適解w∗ は

Θ := {w | ||w −m|| ≤ r}, (4)

となる範囲に存在する. (4)式は, 中心m, 半径 r

を

m :=
1

2
(w̃ − C

n∑
i=1

∇ℓi(xi; w̃)),

r :=
1

2
||w̃ + C

n∑
i=1

∇ℓi(xi; w̃)||,

とする超球である.

Duality Gap bound

特徴空間の任意の実行可能解を w̃ とする. こ
のとき, 最適化問題 (1)式が σ強凸ならば, 最適解
w∗ は

Θ := {w | ||w −m|| ≤ r}, (5)

となる範囲に存在する. (5)式は, 中心m, 半径 r

を

m := w̃,

r :=

√
2(PC(w̃)−DC(θ̃))

σ
,

とする超球である. ただし PC(w̃), DC(θ̃) はそれ
ぞれ主問題と双対問題の目的関数値とする.

4 動的なバウンド計算

既存のバウンド計算を用いたモデル選択では,初
期解を用いてバウンド計算を行っていた. 本稿で
は学習途中に得られる実行可能解 w̃ を用いて超球

dataset naive Gradient Duality

Breast 3.3 2.1 2.3

SPEC 158900 120494 123493

Connect 5.5 4.6 4.5

Spam 50162.4 12895.8 13836.3

shuttle 430.5 400.0 405.1

表 1: モデル選択の実行時間 (sec)

dataset Gradient Duality

Breast 1.1 0.5

SPEC 110593 100535

Connect 2.8 2.6

Spam 10424.2 9854.3

shuttle 384.1 370.6

表 2: 動的なモデル選択の実行時間 (sec)

を構築することを提案する. 二つの超球はどちら
も最適解に近い w̃ を用いることで, よりタイトな
バウンド計算が行えるため, 提案法は既存のバウ
ンド計算よりも効率的である. さらに w̃ はいくつ
でも得ることができるため, 複数回のバウンド計
算が可能である.

5 計算機実験

それぞれの手法のモデル選択における計算時間
を比較した. 実験の詳細な設定は本論文を参照さ
れたい.

バウンド計算を用いたモデル選択では, naiveな
場合よりもバウンド計算を用いたアルゴリズムの
方が計算コストが低くなっている. また,提案法は,

既存のバウンド計算を用いたモデル選択よりもさ
らに計算コストが低くなっている. 特に Duality

Gap bound において, 提案法の貢献が大きい.

6 まとめ

既存のバウンド計算を用いた効率的なモデル選
択を, 動的に行う手法を提案した. この手法は, 計
算機実験を通して既存の手法よりも効率的なこと
が確認できた.
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