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1. はじめに

多項ロジット (multinomial logit; MNL) モデルは
離散選択モデルの一つであり，人が複数のカテゴリから
一つを選択する行為をモデル化したものである．この
モデルは重み行列W = (w1,w2, . . . ,wm) ∈ R

m×p

をもち，それを用いて各カテゴリに対する選択確率を
予測する．ここでは，教師あり学習の標準的状況を仮
定し，人 iは説明変数ベクトル xi ∈ R

p で表され，カ
テゴリ yi ∈ {1, 2, . . . ,m}を選択したことが観測済み
であるとする．重み行列の推定にはたとえば観測デー
タを用いた最尤推定が用いられるが，過適合によりモ
デルの予測精度が低下する問題点が指摘されている．
そのため，重み行列のいくつかの要素を 0にしてモデ
ルの表現能力を削減することが重要となる．
変数選択はモデルの表現能力を削減するための一つ

の方法であり，負の対数尤度関数として次式で定義さ
れる損失関数を，説明変数集合の基数制約下で最小化
する変数選択問題により実現される．

�MNL(y,η) = −ηy + log

m∑
s=1

exp(ηs).

ここで，η = (η1, η2, . . . , ηm) ∈ R
m は各カテゴリに対

する好ましさを表す．観測済みの人 iについては，好まし
さの予測値は ηr := w�

r xiとなり，損失は �MNL(yi,η)

と算出される．ただし，この損失関数の非線形性と基
数制約の整数性から，MNL モデルの変数選択問題に
対する効率的な厳密解法は知られていない．代わりに，
これまで L1 正則化手法をはじめとした多くの凸近似
手法が提案されてきた．これらの手法は求解時間が小
さいが，得られる推定量の質が悪い場合が存在するこ
とが知られている．
その一方で近年，MNL モデルの特殊ケースの一つ

である 2項ロジット (binomial logit; BNL)モデルに
ついて，整数最適化を用いた厳密解法に近い手法が提
案されてきている．たとえば Sato et al. [1]は目的関
数を区分線形関数で近似することで，元問題を混合整

数線形計画問題に近似した．彼らの手法は説明変数の
個数 p が 33 以下のインスタンスに対し現実的な実行
時間で近似モデルに対する最適解を発見し，ヒューリ
スティクスの一つであるステップワイズ法に比べ高い
予測精度を示す．また Bertsimas et al. [2] は目的関
数に L2 正則化項を加えることで，変数選択問題のよ
り大規模なインスタンスが外部近似法を用いて効率的
に求解可能であることを示した．ここで外部近似法と
は，一般の混合整数非線形計画問題に対する汎用解法
の一つである．
Bertsimas et al. の手法は既存手法である L1 正則

化手法に比べよい推定量を十分高速に出力するが，い
くつかの問題点を有している．まず損失関数に対して
凸性だけを仮定しているが，たとえば損失関数の共役
関数が複数の停留点をもつ場合にアルゴリズムが動作
しない．次に，実用的に興味のある L2正則化パラメー
タと予測精度や実行時間の関係が不明である．そこで
本研究では，この手法に対し多クラス分類モデルの変
数選択問題への拡張を施したうえで，上述の問題点を
解決することを目指した．

2. 外部近似法を用いた整数最適化

多クラス分類モデルの変数選択問題について，目的
関数に L2 正則化項を加えることを考える．この最適
化問題は，最適な変数集合を求める最適化問題と L2 正
則化最尤推定の 2段階計画問題に等価変形できる．提
案手法は，このうち前者の最適化問題に対して外部近
似法を適用することで実現される．具体的には，L2 正
則化最尤推定の最適値を関数値とする関数 cを用いて，
変数選択問題を次式で定式化した．

(BS)

∣∣∣∣ minimize
z∈S

p
k

c(z).

ここで z は説明変数の取捨を規定する 0–1 変数であ
り，Sp

k = {z ∈ {0, 1}p | ∑p
j=1 zj ≤ k} は説明変数

集合の基数制約を表す．外部近似法は混合整数線形計
画問題を繰り返し解く手法であり，非線形関数の各整
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数点での 1次近似である外部近似を各反復で逐次的に
追加していき元問題の最適解を得る．最適化問題 (BS)

に対しては，第 t反復目に以下の混合整数線形問題を
解く手法として定義できる．

(B̃St)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
minimize
z∈S

p
k
, ζ∈R

ζ

subject to ζ ≥ c(zi) +∇c(zi)
�(z − zi)

(i = 1, 2, . . . , t).

数値実験では，現実問題を反映したものとランダム
生成したものから成るインスタンスセットを用い，L1

正則化手法との比較を行った．その結果を受け，上述
の拡張が予測精度や実行時間の意味で有効であること
を示した．

3. 収束性の解析

提案手法が最適解を得るための十分条件は，Bonami

et al. [3]が述べる外部近似法の収束に必要な仮定を利
用して整理した．外部近似法が KKT条件を用いて収
束性が示される都合から，関数 cの凸性や連続的微分
可能性が要求される．これらの条件は凸解析の枠組み
で議論でき，特に損失関数が実数値関数の場合は，損失
関数とその共役関数に関する条件で記述し直せる．た
とえば勾配∇cの連続性は，L2 正則化最尤推定の双対
問題に対する最適解写像の連続性が本質的となる．そ
こで凸解析における結果を用いると，この条件は損失
関数の共役関数に対する狭義凸性と連続性に言い換え
られる．これらの解析結果は，理論的に不完全であっ
た Bertsimas et al. の結果を補完している．
本論文では特に MNL モデルに対して，損失関数

�MNL とその共役関数が上記の条件を満たし，提案手
法で最適解が得られることを証明した．

4. アルゴリズムの高速化

提案手法を高速化する手段として，損失関数 �MNL

に対する近似手法を提案する．本稿 2 節で述べたと
おり提案手法は混合整数線形計画問題の反復解法で
あるが，外部近似を追加するたびに勾配 ∇cの計算が
必要となるため，非線形計画問題を繰り返し解く必要
がある．そして，この非線形性は損失関数の共役関数
�̂MNL : {1, 2, . . . ,m}×R

m → R∪ {+∞}が対数関数
を含むことに起因する．そこで，この関数を次式のと
おり凸 2次関数で近似し，最適化問題を凸 2次計画問
題に変形させることで計算効率の向上を図った．

図 1 提案する近似手法（BNL モデル）

�̂MNL(y,α)=
∑
s�=y

αs logαs + (1 + αy) log(1 + αy)

≈
∑
s�=y

(
5

2
α2
s − 5

2
αs − 1

12

)
.

ここで，実効定義域に関する記述は省略している．
提案する近似手法は，MNLモデルの損失関数をBNL

モデルの損失関数の和で近似する Titsias [4]による既
存手法と，BNL モデルの損失関数の共役関数に対す
る多項式回帰（図 1 (a)）で構成される．ここで後者
の BNL モデルの損失関数に対する近似は，二つの既
存手法の利点を併せもつ方法であると解釈できる（図
1 (b)）．これらの結果から，提案する近似がアルゴリ
ズムの高速化に寄与し，かつ高い近似精度をもつと予
想した．
数値実験では，本稿 2節の実験に関して損失関数に

近似を施しても同等の予測精度が実現されることを確
認し，上述の予想が正しいことを実証した．
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