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ロバスト最適化から見た機械学習
武田　朗子

機械学習の分野では，データから規則性やパターンを発見するため，しばしば数理最適化手法が用いられ
ている．本稿では，われわれの成果も含めた 2 つの研究を取り上げ，ロバスト最適化がどのように機械学習
において使われたかを紹介する．この研究成果の紹介を通して，「数理最適化の研究者（私）が機械学習分野
で何ができたか」をお伝えしたい．

キーワード：ロバスト最適化，機械学習，2値判別問題，サポートベクターマシン，ミニマックス確
率マシン

1. はじめに

機械学習 (machine learning) は「見えている情報
（データ）を手がかりに，見えていないのものを予測す
る技術」と言われている．典型的には，数字，文字，画
像などのデータから，規則性・パターンを発見し，現
状を把握や将来の予測をする．データから規則性やパ
ターンを発見する過程は，しばしば数理最適化問題と
して定式化され，最適化手法を用いて解かれている．
機械学習の研究会には，統計，計算機科学，統計物

理，アルゴリズム，最適化，さまざまなバックグラウ
ンドを持った研究者が集まって，活発に交流している．
私は最初に機械学習関連の研究会に顔を出し，研究成
果を聞いたとき，「ここでこんなに数理最適化手法が使
われているのか」と驚いた．それ以来，オペレーショ
ンズ・リサーチ，とりわけ数理最適化の専門家として，
機械学習分野で何か面白い研究ができないものかと目
論んでいる．機械学習分野には多くの若い研究者達が
活発に研究を行っている．最近の数理最適化の関連研
究をよく勉強し，どんどん研究に取り入れており，研
究スピードがとても速く感じる．少し前には，機械学
習分野において，二次錐計画法，半正定値計画法とい
う言葉をよく聞いた．最近は，劣モジュラ最適化，DC

(difference of convex functions)最適化を用いた研究
をよく目にする．
ここ最近，機械学習分野では，「ロバスト最適化法」

を用いた研究成果がいくつか発表されている．本稿で
は，Xu-Caramanis-Mannorの成果 [13]，そしてわれ
われの成果 [11] について紹介したい．ちなみに [13]
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の著者の一人である Caramanis も私も，最適化分野
でロバスト最適化法を研究していたというバックグラ
ウンドを持っている．機械学習分野において応用問題
を持っているわけでもなく，特別なデータを持ってい
るわけではない私にとって，新しい機械学習モデルを
考案するには少々敷居が高く，また流行りのモデルに
対して効率的なアルゴリズムを考案しようにも機械学
習研究者のスピードについていけずに乗り遅れている
状況である．そこで，私にとって参入しやすく，また，
機械学習分野に多少なりとも貢献できる研究としては，
“機械学習分野においてまだそれほど知られていない最
適化のツールを使って，よく知られた機械学習モデル
の性質をより深く調べる”ような研究，つまり既存モ
デルをより深く掘り下げる研究であった．
このような研究スタイルは賛否両論のコメントをも

らいやすい．かつて，既存の 2値判別モデルの予測性
能を理論的に評価した研究論文 [12] を投稿した際に，
ある査読者からは「今まで数値実験を通してモデルの
良さは示されていたが理論的にモデルの良さを示した
初めての論文だ」と手放しの賛辞を送られ，別の査読
者からは「この研究は新しいモデルも新しいアルゴリ
ズムも提案していない」との批判をいただいた．機械
学習分野において，王道の研究スタイルではないかも
しれないが，既存モデルをより深く掘り下げる研究も
大切だと考えて研究を行っている．
本稿では，2値判別問題の紹介，既存手法の解説をす

るとともに，機械学習分野においてロバスト最適化法を
用いた研究（Xuらの成果 [13]とわれわれの成果 [11]）
を紹介することで，「数理最適化の研究者が機械学習分
野で何ができたか」をお伝えしたい．
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図 1 線形分離可能なデータ集合（左）と線形分離不可能
なデータ集合（右）

2. 2値判別問題

2値判別問題とは，複数のデータが二つのグループに
分かれている状態で新たな未知データが与えられたと
きに，そのデータがどちらのグループに属しているか
を決める問題である．ベクトルとラベルの組：(xi, yi),

i ∈ M := {1, . . . ,m} が与えられており，yi は −1ま
たは 1の 2値をとるラベルで，xi は i番目のデータベ
クトルを表すものとする．“学習”とは，これらのデー
タに何らかの基準で最も合う関数 y = h(x)を求める
ことである．この関数を用いて，未知のデータ x̂のラ
ベルを y = h(x̂)と予測できる．ここでは簡略化のため
に，線形関数に基づく判別関数h(x) = sign(w�x+b)

に限定して話を進めたい．ここで，w ∈ IRn，b ∈ IR，
そして sign(ξ) は ξ ≥ 0 のときに 1，ξ < 0 では −1

をとるものとする．
与えられたデータに合わせすぎた予測関数 h(x)を

得てしまうことを“過学習”と呼ぶ．汎化誤差（学習
に使わなかった未知のデータに対する予測誤差）をい
かに小さくするかが機械学習の課題である．機械学習
モデルの自由度に抑制を加えて過学習を防ぐため，正
則化項（例えば，‖w‖2）を含んだ定式化がなされるこ
とが多い．

3. 代表的な判別手法

さまざまな判別手法が提案されているが，ここでは
後の議論に必要な判別手法のみを挙げておく．

3.1 サポートベクターマシン (SVM)

サポートベクターマシン (SVM)は現在知られてい
る多くの手法の中でも最も判別性能の優れた学習手法
の一つである．
図 1（左図）に示すように，▲のグループと●のグ

ループに分離可能なデータ集合が与えられていた場合，
SVM では，分離超平面（ここでは直線）とデータ間
の距離：

f(w, b;x, y) :=
y(w�x+ b)

‖w‖
を用いて，すべてのデータに対する最小値
（mini∈M f(w, b;xi, yi), これをマージンと呼ぶ）
が (w, b) について最大になるように分離超平面が求
められる．これを定式化すると以下の問題になる：

max
w,b

min
i∈M

f(w, b;xi, yi)

また，これを変形して

min
w,b

1

2
‖w‖2 s.t. yi(w

�xi + b) ≥ 1, i ∈ M (1)

という凸 2次計画問題に帰着される．(1)はハードマー
ジン (hard margin) SVM [3] と呼ばれる．マージン
を最大にするような分離超平面が最も汎化能力の高い
（つまり汎化誤差を最小にするような）超平面であるこ
とが知られている．
実問題で線形分離可能な場合は稀であり，(1) の制

約を緩める工夫が必要である．そのような代表的なモ
デルとして，C-SVM [4]:

min
w,b,ξ

1

2
‖w‖2 +C

m∑
i=1

ξi

s.t. yi(w
�xi + b) ≥ 1− ξi, ξi ≥ 0, i ∈ M

や ν-SVM [10]:

min
w,b,ξ,ρ

1

2
‖w‖2 − νρ+

1

m

m∑
i=1

ξi

s.t. yi(w
�xi + b) ≥ ρ− ξi, ξi ≥ 0, i ∈ M

が知られている．正の値をもつ ξi は，線形分離の違反
に対応しており，損失とみなされるものである．図 1

（右図）の△や○（例えば，xk）に対応する ξk が正の
値をとる．C-SVMと ν-SVMは，マージン最大化と
経験損失最小化の二つの目的をコントロールするため
に，それぞれ，C (> 0) と ν (∈ [0, 1]) という正値パ
ラメータを含んだ定式化がなされている．
C-SVMと ν-SVMは凸 2次計画問題であり，SMO

(Sequential Minimal Optimization) といった効率的
な解法が提案されている．パラメータ変換により，ν-

SVMと C-SVMは基本的に同じモデルとなることが
示されている [10].

線形分離不可能なデータセットに対して，ν-SVMの
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パラメータ νをある下限値 νmin以下に設定すると，最
適解 (w, b)がすべて 0になってしまう（詳細は [5]等
を参照のこと）．ν = 0まで取れるように ν-SVMを拡
張したモデル (Eν-SVM [9]) も提案されている．

3.2 ミニマックス確率マシン (MPM)

次に，Lanckriet ら [7] によって提案されたミニマ
ックス確率マシン (Minimax Probability Machine;

MPM)を紹介する．MPMでは，2値判別問題の各ク
ラスの入力データとして，n次元の確率変数x+，x−が
用いられ，また，それぞれについて平均 x̄+，x̄− ∈ IRn

と分散共分散行列 Σ+，Σ− ∈ IRn×n が与えられてい
るものとする．ここで，分散共分散行列は正定値対称
行列と仮定する．
この与えられた平均と分散共分散行列をもつあらゆ

る分布に対して，最も高い確率で二つのクラスのデー
タを分けるように超平面w�x+ b = 0を決定すること
が目的である．これを定式化すると以下の問題となる．

max
α,w,b

α

s.t. min
x+∼(x̄+,Σ+)

Pr{w�x+ + b ≥ 0} ≥ α

min
x−∼(x̄−,Σ−)

Pr{w�x− + b ≤ 0} ≥ α

(2)

x+ ∼ (x̄+,Σ+)は，平均 x̄+ と分散共分散行列 Σ+ を
もつある分布に確率変数 x+ が従うことを示す．x−に
おいても同様である．(2)は，判別に関して最悪 (min)

な分布を想定した場合を最も良く (max)判別すること
を表す．この定式化はミニマックス確率マシン (MPM)

と呼ばれている．(2)は二次錐計画問題に変形できる．

min
w

‖Σ1/2
+ w‖+ ‖Σ1/2

− w‖
s.t. w�(x̄+ − x̄−) = 1

　

(3)

ただし，Σ1/2
+ は Σ+ の平方根行列とする．さらに，(3)

の最適解から (2)の最適解 (b∗, α∗)が求まる．
Nath-Bhattacharyya [8]は，マージン最大化の考え

方をMPMに取り入れたモデルを提案した．判別誤り
に対して許容する率を η ∈ [0, 1] として，以下のよう
に定式化される．

min
w,b

1

2
‖w‖2

s.t. max
x+∼(x̄+,Σ+)

Pr{x�
+w + b < 0} ≤ η,

max
x−∼(x̄−,Σ−)

Pr{x�
−w + b > 0} ≤ η.

(4)

このモデルをここではMM-MPMと呼ぶことにする．

MPMと同様に，MM-MPMもまた二次錐計画問題に
変形できる．

4. ロバスト最適化

ここでは，ロバスト最適化について簡単に説明をし，
ロバスト最適化の観点から正則化項に新しい解釈を与
えた Xuらの成果 [13]について，簡単に紹介したい．

4.1 ロバスト最適化とは
現実の問題にはさまざまな不確実性が存在しており，

現実の問題を数理最適化問題として定式化する際には，
“測定誤差が含まれているデータ”や“将来の需要の代
わりに過去のデータを用いた予測値”などを使わなけ
ればならないこともある．そこで，微小なデータの変
動に対して強健な解を得ることを目的としたロバスト
最適化法 [1]が，近年注目を集めている。ロバスト最
適化では，不確実なデータの生じ得る範囲をあらかじ
め設定し，その中で最悪の状況が生じた場合を想定し
たモデル化が行われている．ロバスト最適化による解
は，不確実なデータが想定範囲内で動く分には制約式
を破ることもなく目的関数値もひどく悪くなることは
ないため，微小な変動に対して強健な解を得ることが
できる．
ここでは，目的関数にのみ不確実なデータが含まれ

た意思決定問題として，以下の最適化問題を考える．

min
w∈W

f(w, x̂) (5)

ここで，x̂ は不確実なデータ，w は意思決定変数，
f(w, x̂)は目的関数，W は実行可能領域とする．
問題 (5)の不確実なデータ x̂が生じうる範囲を不確

実性集合と呼び，ここでは U と記述する．(5)に対す
るロバスト最適化問題は，次のように定式化される．

min
w∈W

max
x∈U

f(w,x) (6)

不確実性集合 U の要素が無限にある場合には，問題
(6)において無限本の目的関数 f(w,x)，∀x ∈ U，を
考慮することになる．(6) は，そのような目的関数の
中から最悪状況を想定して，最もよい解を見つける問
題である．
たとえwの実行可能領域W が凸集合で与えられて

も，U として一般的な集合を想定した場合には，ロバ
スト最適化問題を解きやすい最適化問題に帰着させる
ことは難しい．しかし，矩形や楕円形などの扱いやす
い不確実性集合 U を仮定すれば，(6) は解きやすい凸
計画問題に帰着されることが知られている [1].

256 （12）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



図 2 各データに不確実性集合を想定

4.2 正則化項とロバスト化の同値性
過学習を防ぐための工夫として，判別モデルの定式

化に正則化項 ‖w‖2 がしばしば用いられる．この正則
化項をロバスト最適化の視点で解釈を与えたのがXu

ら [13]である．
Xuらは C-SVMの正則化項を除き，経験損失だけ

を最小化する問題

min
w,b

m∑
i=1

[1− yi(w
�xi + b)]+ (7)

を扱っている（ただし，[X]+ := max{X, 0}）．
データ xi(i = 1, . . . ,m)が誤差を含んでいて不確実

であると仮定し，xi の代わりに不確実性集合（所与の
データ x0

i，i ∈ M，を中心とした楕円の集合）：

U =

⎧⎪⎨⎪⎩(x1, . . . ,xm) :

xi = x0
i +Δxi, i ∈ M,

m∑
i=1

‖Δxi‖ ≤ σ

⎫⎪⎬⎪⎭
を想定する．パラメータ σ により楕円の大きさが決め
られる．この経験損失最小化問題 (7)をロバスト化す
ると次の問題：

min
w,b

max
Δxi,i∈M

　
m∑

i=1

[1− yi{w�(x0
i +Δxi) + b}]+

s.t.
∑

m

i=1
‖Δxi‖ ≤ σ

が得られ，次の等価な問題に帰着される [13].

min
w,b,ξ

σ‖w‖+
m∑

i=1

ξi

s.t. yi(w
�x0

i + b) ≥ 1− ξi, ξi ≥ 0, i ∈ M

(8)

問題 (8) の目的関数は“正則化項+損失項”から成り
立っており，C-SVMと非常に似た問題となっている．
経験損失最小化問題をロバスト化することによって正
則化項が得られており，“ロバスト化＝正則化”という

関係が示唆される．つまり，所与のデータ x0
i , i ∈ M

に対して過学習を避けるために正則化を取り入れた判
別ルールを，データの不確実性を考慮したロバスト解
を用いて構築することができる．

5. ロバスト最適化に基づく判別モデル

本節では，Xuら [13]とは異なる方法で，ロバスト
最適化法を機械学習に適用することを試みる．

5.1 ロバスト判別モデル
ロバスト判別モデルを定式化するうえで，x+ をク

ラス 1に対するデータの代表点（例えば，平均ベクト
ル），x− をクラス−1に対するデータの代表点とみな
すことにする．また，x+ と x−の生じ得る範囲をそれ
ぞれ U+，U− と記述し，観測データ (xi, yi)，i ∈ M，
を用いて構築する．
ロバスト判別モデルを次のように定式化する．

max
w:‖w‖=1

min
x+∈U+,x−∈U−

(x+ − x−)
�w (9)

この最適解を w∗ とし，(9) の内側の最小化問題の最
適解 x∗

+ と x∗
− を用いて b∗ を適切に求める（詳細につ

いては [11]を参照）．不確実性集合 U+，U− としてあ
るタイプの凸集合を想定すると，ロバスト判別モデル
と既存モデルの判別関数 h(x)が一致することを示す
ことができる（表 1を参照）．
ロバスト判別モデル (9)は非凸な制約式 ‖w‖2 = 1

を含んでおり，一見，求解が難しく見える．しかし，問
題の難しさは U+ と U− に交わりがあるか否かに依存
する．もし，図 3（左図）が示すように，U+ と U−

に交わりがない場合には，凸制約式 ‖w‖2 ≤ 1 に変
えても最適解は変わらない．つまり，(9) の制約式を
‖w‖2 ≤ 1に変えて，凸最適化問題を解けばよい．し
かし，図 3（右図）が示すように，U+ と U− に交わ
りがある場合には，(9) の制約式を ‖w‖2 ≥ 1 に変え
ることができるものの，依然として非凸最適化問題の
ままである．この問題に対して局所最適解を求めるた
めの解法 [9, 11] が提案されている．

5.2 既存の判別モデルとの関係
ロバスト判別モデルに必要な入力データである不確

実性集合，つまり (9) の U+ と U− の例を紹介する．
U+，U− として 2種類の楕円体や凸多面体を採用した
場合，表 1が示すように，それぞれが既存の判別モデ
ルと対応していることを簡単に述べる．
■ハードマージン SVM： 与えられたデータセット
(xi, yi), i ∈ M を M+ = {i ∈ M : yi = 1} と
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表 1 ロバスト判別モデルと既存の判別モデルとの関係（詳細は [11]を参照）．×はそのケースが生じないことを表し，√
は

対応する既存モデルがないことを表す．

不確実性集合 U±
U+ と U− の関係

交わらない 接する 真に交わる
楕円-a (12) MM-MPM [8] MPM [7]

√
楕円-b (14) FS-FDA [2] FDA [6]

√
縮退凸包 (11) ν-SVM [10]

√
Eν-SVM [9]

凸包 (10) ハードマージン SVM [3] × ×

図 3 U+ と U− が交わりを持たないケース（左図）と U+ と U− が交わりを持つケース（右図）．直線は (9) の最適解によ
る判別平面を示し，黒い四角は最適解 x∗

+ ∈ U+,x∗
− ∈ U− を示す．

M+ = {i ∈ M : yi = −1} の二つのクラスに分け，そ
れぞれのクラスに対するU+（U− も同様）を以下のよ
うに構築する．{ ∑

i∈M+

λixi :
∑

i∈M+

λi = 1, 0 ≤ λi, i ∈ M+

}
. (10)

データセットが線形分離可能，つまり，U+ ∩ U− = ∅
のときには，ロバスト判別モデル (9)とハードマージ
ン SVM (1)は一致する．
■ ν-SVMと Eν-SVM： また，縮退凸包 (reduced

convex hulls) [5] を用いて，x+ の不確実性集合 Uν
+

を以下のように定義する．{∑
i∈M+

λixi :
∑

i∈M+

λi = 1, 0 ≤ λi ≤ 2

νm
, i ∈ M+

}
. (11)

x− の不確実性集合 Uν
− も同様に定義する．

3.1節で導入した，ν-SVMで取りうるパラメータ ν

の下限値 νmin を用いると，Uνmin
+ と Uνmin

− は接する
縮退凸包となる．以下の命題が成り立つ．

命題 5.1 ([11]). パラメータ ν > νmin を用いて作ら
れた Uν

+ と Uν
− は Uν

+ ∩ Uν
− = ∅であり，ロバスト判

別モデル (9) は ν-SVMと等価である．ν ≤ νminの場
合には Uν

+ と Uν
−は交わりを持ち，(9) は Eν-SVMと

等価である．

■MPM とMM-MPM： ここでは，不確実性集

合として，それぞれ，中心を x̄± に持ち，正定値行列
Σ± で形が定まる楕円：

Uκ
+ = {x̄+ + Σ1/2

+ u : ‖u‖ ≤ κ} (12)

と同様に定義した Uκ
− を考える．この不確実性集合の

もとで，(9)は次の問題に帰着される．

min
w:‖w‖2=1

κ‖Σ 1
2
+w‖+κ‖Σ 1

2
−w‖−w�(x̄+−x̄−) (13)

Uκ
+ と Uκ

−が接するようなパラメータκ の値を κmax

とする．問題 (13)は非凸計画問題でありこのままでは
解くことが難しいようにみえるが，κ < κmax の場合
には二つの楕円は交わりを持たず，最適解を変えるこ
となく非凸制約式 ‖w‖2 = 1 を凸制約式 ‖w‖2 ≤ 1に
置き換えることができる．

命題 5.2 ([11]). κ ∈ [0, κmax) の場合には，(13) は
MM-MPM (4)と等価であり，κ = κmax の場合には，
(13)はMPM (3)と等価である．

■ FDA と FS-FDA： 誌面の都合上，割愛するが，
表 1の FDA [6] や FS-FDA（FDAに基づく特徴選択
法）[2] は，不確実性集合

Uζ = {x = (x̄+ − x̄−)

+ (Σ+ +Σ−)
1/2u : ‖u‖ ≤ ζ}

(14)

を用いたロバスト判別モデル (9)として，表すことが
できる。
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6. おわりに

表 1に示したように，ロバスト最適化による定式化
(9) を用いていくつかの既存の判別モデルをつなげる
ことができた．入力データや定式化が全く異なる既存
モデル（SVM や MPM）がロバスト最適化問題とし
て記述でき，それらの違いは不確実なデータ x+ と x−

に対して想定する範囲（U+，U−）にある．これに気
づいたときには，非常に面白い知見が得られたように
感じた．数ある既存モデルの関係が明らかになり，さ
らに，うまく U+，U− を設定すれば，よりよい判別
モデルが得られる可能性もある．既存モデルの関係を
探ることによるメリットがあると思われるが，研究ス
ピードが早く，どんどん新しい数理モデルが生まれる
分野ではこういった研究はなかなか評価されない．実
際に，既存モデルを関係づけただけでは評価してもら
えず，表 1 の

√
に対応する新しい判別モデルを提案

し，数値実験を通して「どのようなときにこの新しい
モデルが有効か」を示すことで，ようやく評価しても
らうことができた．
数理最適化の知識をウリにして機械学習分野で研究

を行うことに，今なお難しさを感じる．その一方で，機
械学習分野には数理最適化法の応用先がいろいろとあ
る．また，機械学習分野に出入りすることで，どのよ
うな最適化法が望まれているのかもわかる．異分野で
研究を行うことは苦労もあるが，得られるものも多い．
本稿を通して，“異分野で研究することの面白さ（大
変さだけではなく…）”を感じていただけたら幸いで
ある．
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