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機械学習における劣モジュラ性の利用と
組合せ論的アルゴリズム
河原 吉伸
機械学習において，本質的には集合関数最適化である問題は数多く存在する．近年このような問題に対し
て，集合関数における凸性としてとらえられる離散構造である劣モジュラ性が，効率的な学習アルゴリズム
の構築や理論的解析において有用であることが認知されてきている．本稿では，劣モジュラ性を用いた機械
学習とそのアルゴリズムに関して，最近の研究動向の紹介を行うとともに基本的事項について解説する．
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われている重要な概念である [10, 11]．最近では，劣

1. はじめに

モジュラ性を含む離散凸構造に関して，離散凸解析と

高度な知能情報処理を実現するための理論／アルゴ

して統一的な体系化も進められている [32]．機械学習

リズム体系である機械学習は，近年ますます重要性を

分野においても，多くの問題に対して，劣モジュラ性

増す研究領域の一つである1 ．機械学習では，確率・統

が効率的なアルゴリズムの構築や理論的解析などに有

計や情報理論，最適化など種々の応用数理に基づき，

用であることが広く認識されつつある．

データの背後にある規則性を推定・獲得するための方

本稿ではこのような情勢を踏まえ，劣モジュラ性を用

法論に関する議論が行われる．機械学習で扱われる問

いた機械学習とそのアルゴリズムや応用に関して，最

題の多くにおいて，組合せ的計算，特に集合関数の最

近の研究動向の紹介を含めて解説する．まず第 2 章で

適化は本質的役割を果たす．例えばデータのクラスタ

は，機械学習における組合せ的問題の代表例を概観し，

リングにおいては，すべてのサンプルにおのおのが属

これらにおいて劣モジュラ性がどのような役割を持つ

するクラスターのラベルを割り当てるという組合せ的

かについて説明する．そして第 3 章では，劣モジュラ

なタスクを行う．また機械学習や統計において議論さ

性を用いた学習アルゴリズムのいくつかの代表的な例

れる特徴選択（詳細は後述）においては，すべての変

について，基本的事項を説明する．

数（特徴，次元）の中から，分類や回帰などに有用な

2. 機械学習と劣モジュラ性

一部の変数だけを選択する（つまり全変数の索引から

機械学習において扱われる代表的問題には，特徴選

成る集合から，その一部をある基準により選択する集
合関数最適化問題としてとらえられる）．

択（変数選択）やクラスタリングなど，本質的に組合

機械学習分野では，このような本質的には組合せ的

せ的計算を伴うものも多い．本節ではこのような問題

計算である問題に対して，一般に連続最適化への緩和

の例を挙げ，これらにおいて劣モジュラ性がいかに有

を通した近似的なアプローチをとる．しかし一方で，組

用であるかを概観する．具体的な学習アルゴリズムに

合せ的問題として直接扱うことが有効な手段となりう

ついては，次節においていくつか取り上げて解説する．

2.1 機械学習における組合せ的問題

る場合も多い．最近ではそのような場面で，劣モジュ

上述のように，機械学習では組合せ的問題が数多く

ラ性と呼ばれる，集合関数における凸性としてとらえ
られる離散構造が注目されている．劣モジュラ性は，組

扱われる（表 1 を参照）．

合せ最適化分野で 1970 年代に入ってその有用性が認

例えば冒頭でもふれた（k クラス）クラスタリング

識されるようになって以来，現在でも盛んに議論が行

では，全サンプル（サンプルから成る集合を V とする）
に対して，属するクラスタ 1〜k の割り当てを行う．こ
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れは明らかに一種の整数計画 (IP) 問題であり，実際
1

良質な書籍としては [4] や [14] などがある．
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表 1 機械学習における集合関数最適化の例
問題

有限集合

評価関数の例

文献（発表年順）

特徴選択

説明変数の索引

能動学習

サンプル

2 乗誤差
Fisher 行列の比

クラスタリング

サンプル

カット関数，MDL

[37, 23]

画像セグメンテーション

画素

エネルギー（カット）

グラフ構造学習

ノード

相互情報量

[6, 26]
[35, 7]

[9, 2]
[17]

図 1 集合関数最適化としての，クラスタリング（左）と
特徴選択（右）の概念図

IP によるアプローチに関する研究も古くから行われて

図 2 劣モジュラ関数の定義 (2.1) の概念図

いる [13]．なお k = 2 に限った場合は，クラスタリン
グは集合関数最適化問題としてもとらえられる（図 1
参照）．しかし一般に機械学習で議論されるクラスタ
リングへのアプローチは，直接組合せ的問題として扱
うのではなく，緩和を通して連続最適化として定式化
される．例えば機械学習における代表的アプローチで
図 3 カット関数の例

あるスペクトラル・クラスタリングにおいては，一般
化固有値問題として緩和解を計算し，それを整数解へ
丸めることでクラスタリングを行う [31]．
また，先に例として挙げた特徴選択に関しても一般
に同様のことが言える．教師あり学習2 を例に考える

問題は，劣モジュラ性との関連から議論できるものが
多い．

2.2 劣モジュラ性

と，出力 y の予測に有用となる特徴 x （の次元）の部

本節では，劣モジュラ性の基本的事項について紹介

分集合を何らかの基準により選択する．例えば線形回

する．個々の具体的な学習アルゴリズムでの劣モジュ

帰モデル y = w x （w ∈ Rd は回帰パラメータ）の

ラ性の利用の詳細に関しては，次節において述べる．

推定を考えた場合，手元にあるデータから自乗誤差な

劣モジュラ性の定義

どに基づき w を決定する．変数の索引から成る集合を

劣モジュラ性は，集合関数における凸性としてとら

V とした場合，特徴選択では各部分集合 A ⊆ V に関

えることができる離散構造である [11, 32]．いくつか

して（サイズ制約などの制約の下で）基準を計算して

の等価な定義があるが，次の定義は直感的にもわかり

最適な A を選ぶ（図 1 参照）．

やすくよく用いられる (∀A ⊆ B ⊆ V, ∀j ∈ V \ B)．

上述のクラスタリングでは，その基準としてカット
関数や最小記述長 (MDL) が用いられることが多い．
一方特徴選択では，自乗誤差や相互情報量などが基準

f (A ∪ {j}) − f (A) ≥ f (B ∪ {j}) − f (B) (2.1)
つまり包含関係にある 2 つの集合 A と B に関して，包

となることが多い．これらは，集合関数の凸関数とし

含される集合 A へ新しい要素 j を加えた際の差分が，

てとらえられる劣モジュラ関数であることが知られて

包含する集合 B の場合のそれより大きくなる（図 2 参

いる．このように一般に機械学習で扱われる組合せ的

照）．このように劣モジュラ関数は，サイズとともに

入力 x ∈ Êd と出力 y ∈ Ê の組から成るデータ {xi ,
yi }n
i=1 が与えられたとき，教師あり学習では，入力 x から
y までの予測器（分類器や回帰器など）を推定する．
2
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れる劣モジュラ性の等価な定義としては，次のものが

アプローチでは，元の組合せ的問題の真の解とは異な

ある．

る近似的な解しか得ることができない．しかし予測が

f (A) + f (B) ≥ f (A ∪ B) + f (A ∩ B) (∀A, B ⊆ V)

目的である場合には，効率性と精度のトレード・オフ
の観点から，このアプローチで十分である場合が多い．

これ以外の定義については [39] などを参照されたい．

データを生成している機構自体の解析が目的である場

また ∀A ⊆ B ⊆ V に対し，集合関数 f が f (A) ≤ f (B)

合には，
（局所的ではなく）大域的な最適性を持った解

を満たすとき f は単調であるという．さらに ∀A ⊆ V

の探索が必要となる．また後で見るように，組合せ的

に対し，f (A) = f (V \ A) となるとき f は対称であ

なアプローチ自体がそもそも効率的で，かつ精度の高

るという（記号 \ は差集合を表す）．劣モジュラ関数

い解法となる問題もある．このように問題や目的に応

の最小化は，多項式時間で計算可能であることが知ら

じて，緩和による定式化や組合せ的な定式化を考える

れている [11]．一方でその最大化や，制約付きの最小

ことが重要であると言える．なお図 4 は，特徴選択に

化 NP 困難であり，一般に効率的な計算方法が存在し

おける連続緩和・組合せ的方法の関係と研究例を示し

ない．

たものである．

劣モジュラ関数の例

3. 劣モジュラ性を用いた学習アルゴリズム

まず一つ目の例として，クラスタリングなどでも
用いられるカット関数を紹介する．頂点集合を V =

{1, . . . , d}，辺集合を E とする無向グラフが与えられ，

本節では，劣モジュラ性を用いた機械学習アルゴリ
ズムに関して，代表的な具体的問題の基本事項の説明

さらに各辺 e ∈ E には正の重み ce が定まっていると

と最近の研究事例の紹介を行う．また図 5 は，劣モジュ

する．このとき，カット関数は次式で定義される．

ラ最適化の観点からの代表的な機械学習問題の分類を

f (A) =



{ce : e ∈ E (A, V \ A)} (A ⊆ V)

示したものである．

3.1 劣モジュラ最大化と貪欲法の適用

ここで E (A, V \ A) は，端点の一方が A に，もう一方

機械学習分野で劣モジュラ性が議論され始めたのは

が V \ A に含まれる辺の集合を表す．つまりカット関

2000 年代後半になってからのことであるが，当時最も

数は，頂点集合 A と V \ A に両端点がまたがる辺上

多く行われたのは，扱う問題を劣モジュラ関数の最大

の重みの和になる．図 3 は，d = 5 の場合の例を表す．

化として定式化して貪欲法を適用する，という流れの

もう 1 つの例として（予測）自乗誤差について述べ

研究である．先に紹介した特徴選択をはじめとして，多

る．自乗誤差は，機械学習や統計の最も基本的な評価

くの問題が劣モジュラ最大化として定式化できるため，

誤差の 1 つであると言える．Das–Kempe は，特徴集

関連した研究例が近年多数見られる [8, 17, 28, 41]．

f : 2V → R を劣モジュラ関数とした場合，サイズ制

合の関数としての線形回帰における自乗誤差関数

f (A) = E[(y −


i∈A

ŵi xi )2 ]

(2.2)

約下での劣モジュラ最大化は次式のように表される．

max f (A)
A⊆V

が優モジュラ関数3 であることを示した [9]．上式にお

s.t. |A| ≤ k

ける ŵi は，A に限定した場合の最適な回帰係数であ

ただし V は有限集合，k は正の整数である．一般にこ

る．したがって，線形回帰における自乗誤差最小化に

の問題は NP 困難であることが知られており，効率的

基づく特徴選択は，劣モジュラ最大化であることが言

な（厳密）アルゴリズムの存在は絶望的である [39]．

える．

しかし関数が単調である場合には，貪欲法により良い

2.3 緩和と劣モジュラ性に基づくアプローチの
関連

近似解が得られることが理論的にも保証される．サイ
ズ制約下での劣モジュラ最大化への貪欲法では，サイ

上で述べたように，機械学習分野では，組合せ的な
問題を緩和を通して連続最適化（凸最適化）として近
似的な定式化を行う場合が多い．その大きな理由は，効
率的な計算が可能になることが挙げられる．当然この

ズ制約を満たすまで 1 つずつ，解を最も改善する要素
を加えていくという手順からなる：
1
2
3

3

(−1) 倍が劣モジュラ関数であるような集合関数を優モ
ジュラ関数と呼ぶ．

2013 年 5 月号

4

A0 ← ∅, i ← 1 に設定．
while i ≤ k do
+
ρ+
ji (Ai−1 ) = arg maxj∈V\Ai−1 ρj (Ai−1 ) となる
要素 ji ∈ V \ Ai−1 を選択．
Ai ← Ai−1 ∪ {ji }, i ← i + 1 に設定．
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図 4 特徴選択の場合の緩和と組合せ的方法の関係

図 5 代表的な機械学習問題の分類

ただし ρ+
j (A) := f (A ∪ {j}) − f (A) である．このよ
うに貪欲法は極めて単純な手順であるにもかかわらず，

(1 − 1/e) ≈ 0.632 の近似率を達成することが知られ
ている（e は自然対数の底） [39]．経験的にも多くの
問題で，問題を劣モジュラ最大化として定式化し貪欲
法を適用することにより，極めて実用的な解が得られ
ることが多数報告されており，その応用は，センサ配

図 6 マルコフ確率場の概念図

置 [28] やグラフマイニング [41]，能動学習 [17] など
コンピュータ・ビジョンのさまざまなタスクにおい

多岐にわたる．
例えば 2.1 節でも述べた自乗誤差に基づく特徴選択
は，選択する特徴集合に関する自乗誤差 (2.2) を最小

ては，画像中の各画素にラベルづけを行う問題として
定式化されるものが多い．このような問題は一般に，

化する．この問題は選択する特徴の数の上限を k とし

格子状のグラフ構造 (E , V) を持った確率変数（マルコ

た場合，上述のようにサイズ制約下の劣モジュラ最大

フ確率場：MRF）に関する推論問題として扱われるこ

化である [9]．したがって貪欲法により良い近似解が得

とが多い（E と V はおのおのエッジとノードの集合，

られることが理論的にも保証される．貪欲法の適用は，

図 6 も参照）．エネルギー最小化は，MRF における最

統計的，あるいは経験的にも良い近似解が得られるこ

大事後確率推定を，事後確率の負の対数であるエネル

とがこれまでも報告されている [29, 44]．

ギー関数の最小化問題として扱う枠組みである．最も

3.2 グラフカットの利用

簡単なケースである 2 値一階 MRF の場合には，エネ

劣モジュラ性が機械学習において用いられるもう 1

ルギー関数 E : 2V → R は次のように表される．

つの代表例としては，画像処理などで議論されるエネ
ルギー最小化へのグラフカット（最小カット）の適用

E(x) =



v∈V

φu (xu ) +



φuv (xu , xv )

(u,v)∈E

が挙げられる [6, 26]．グラフカットは，いわゆる最小

ただし φv および φuv は，各ノード／エッジ上に与え

カット最大流定理に基づき，きわめて効率的な計算が

られた実数値関数（ポテンシャルと呼ばれる）である．

可能な問題部類であることがよく知られている [12]．

Boykov らは，2 値ラベルの場合のエネルギー関数が劣
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図 8 d = 2 の場合の Lovász 拡張の例

正則化に基づく学習は，学習タスクの評価関数（損
失関数） L : Rd → R に対して，最適化されるパラメー
タへの一種のペナルティ項 Ω : Rd → R （正則化項と
も呼ばれる）を加えた定式化を行う（ [4] などを参照）．

min L(w) + λ · Ω(w)

w∈Rd

λ ∈ R は，損失関数と正則化項のバランスを調整する
パラメータ（正則化パラメータ）である．正則化項の
選択により解を疎（パラメータ w 中の多くの次元の
図 7 正則化による特徴選択の概念図

値が 0）にできるため，機械学習分野では特徴選択の
定式化としてよく用いられる．図 7 は d = 2 におい

モジュラ性を満たす場合4，グラフカットにより厳密解

て，Ω として l2 正則化 (Ω(w) = w

を得ることができるのを示した [6]．実際の応用では，

(Ω(w) = w 1 ) をおのおの選択した場合の概念図で

2
2

) と l1 正則化

必ずしもエネルギー関数が劣モジュラ性を満たすわけ

ある．図からわかるように，l1 正則化を選択した場合

ではないが，多くのタスクにおいて近似的に満たすた

のほうが，解が軸上に乗り 0 になる要素が多くなりや

め，グラフカットにより有用な解が得られることが知

すい [42]．

られている [18, 27]．

構造正則化は，この正則化学習の枠組みにおいて，

エネルギー最小化以外の学習問題へのグラフカット

グループ構造やグラフ構造といった構造に関する正則

の適用例もいくつか見られる．例えば Blum-Chawla

化項 Ω を用いることで，問題に対する事前情報を反映

は，一般的な分類学習への最小カットの適用について

した学習を行うための方法である．構造の例としては，

議論している [5]．また Azencott らは，グラフ構造情

次のようなものが挙げられる．

報を用いた特徴選択を最小カットにより定式化し，遺

グラフ正則化 [16]

伝子データ解析へ適用している [1]．最近では，機械学

の重み cij (i, j ∈ V) が与えられたとき，正則化項

習においてもさまざまな応用で重要となる劣モジュラ

として正規化したグラフ・ラプラシアン5 L̄ を用いて

最小化に関して，最小カットにより効率的に計算する

Ω(w) =

オンライン・アルゴリズムが提案されている [22]．

性が高い変数が同時に選択されやすいように機能する．



ij

グラフ構造 (E , V) とエッジ上

L̄ij |wi − wj | とすると，グラフ上で連結

3.3 構造正則化と劣モジュラ最小化

例えば画像のセグメンテーションを考えた際には，通

近年注目される機械学習における枠組みの 1 つに，学

常オブジェクトは連続した複数の画素にわたるため，

習における事前情報としての構造（グループ構造，グラ

隣接する画素は同一のセグメントへと含まれやすいと

フ構造など）を利用した構造正則化学習がある [2, 43]．

考えるのが自然である．このような場合は，格子状の
グラフに関するラプラシアン正則化を用いることがで

4

2 次のポテンシャル関数における劣モジュラ性は，集合
関数の定義 (2.1) から次式のように導かれる [6]．
φuv (0, 0) + φuv (1, 1) ≤ φuv (0, 1) + φuv (1, 0)
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5
グラフの各辺上の重み行列（隣接行列）C が与えられた
とき，グラフ・ラプラシアンは L̄ = D − C のように定義
される．ただし D = diag(C1) である．
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リズムを提案している [38]．バランス・クラスタリング

きる．
グループ正則化 [21, 43] 重なりを許した集合の組

に対しては，著者らも離散ニュートン法（Dinkelbach

G が与えられているとする（つまり G の各要素 g ∈ G

法）に基づく反復的なクラスタリング・アルゴリズム

が V の部分集合 (g ⊂ V)）．このとき，次式で定義さ

を提案している [23]．また永野らは，劣モジュラ性か

れる l1 /lq -正則化を用いることで，グループに含まれ

ら導かれる離散構造（劣モジュラ多面体 [11] の性質）

る変数は同時に選ばれやすく，かつグループに関して

を利用して，クタスタ数を事前に指定する必要がない

は疎になりやすい特徴選択が可能となる．

クラスタリング手法を提案している [34]．

Ω(w) =



wg

また機械学習においても，データを生成する機構に
q

g∈G

関して解析を行うためには，大域的な解を探索するア

ここで wg は，グループ g に含まれる次元のみで構成

ルゴリズムは重要となる．これに関連して最近著者ら

されたパラメータ・ベクトルである．この正則化は，階

は，機械学習においても重要となる代表的な NP 困難

層的構造を持つ変数を持つデータや，時系列のような

問題である，劣モジュラ最大化と離散 DC 計画（2 つ

シーケンス・データ，2 次元格子状の構造を持つデータ

の劣モジュラ関数の差の最小化）への大域最適化手法

などへ適用可能である [3]．

を提案している [24, 25]．また機械学習でも重要な役割

近年 Bach は，機械学習分野で知られる構造正則化

を持つ劣モジュラ最小化に関しては，データが得られ

の多くは，劣モジュラ関数の Lovász 拡張で統一的に

るたびに解を更新するオンライン・アルゴリズムもい

表されることを示した [2]．集合関数 f : 2d → R に対

くつか提案されている [15, 22]．最近では，統計的な独

する Lovász 拡張 fˆ : Rd → R の定義は次式のように

立性基準やダイバージェンス（分布に関する距離的な

なる．

もの）の一種である Bregman ダイバージェンスと，劣

fˆ(x) =



モジュラ性との関連に関する研究も見られる [20, 40]．

m−1

(x̂i − x̂i+1 )f (Ui ) + x̂m f (Um )

これらに加えて，劣モジュラ最小化を用いたグラフ
構造の学習 [7, 35] や，機械学習に有用な基礎的な劣モ

i=1

ここで x̂1 ≥ · · · ≥ x̂m (m ≤ d) は x 中の異なる値を並

ジュラ最適化のアルゴリズムに関する研究なども見ら

べたものであり，Ui = {j ∈ V : xj ≥ x̂i } である [30]．

れる [19, 33, 36]．

この Lovász 拡張が凸関数であるとき，またそのとき
に限り元の集合関数は劣モジュラ関数であることが知

4. まとめ

られている．図 8 は d = 2 の場合の例である6．Bach

劣モジュラ性は，集合関数における凸性としてとら

はこの関係に基づき，構造正則化への最も一般的な解

えられる離散構造であり，近年では効率的な学習アル

法の 1 つである近接勾配法における各反復の勾配計算

ゴリズムの構築や理論的解析において有用であること

が，劣モジュラ最小化により計算可能であることを示

が認知されるようになった．本稿では，最近の関連す

した [2, 3]．

る研究動向の紹介を行うとともに，劣モジュラ性を用

3.4 その他の学習アルゴリズム

いた代表的な学習アルゴリズムの基本的事項に関して

上述のもの以外にも，機械学習で議論される劣モジュ

解説を行った．特に，学習問題を劣モジュラ最大化と

ラ性を用いた学習アルゴリズムは数多く見られる．

して定式化後に貪欲法を適用する一連の研究や，コン

まず，機械学習で扱う代表的問題の 1 つであるク

ピュータ・ビジョンなどへのグラフカットの適用，ま

ラスタリングは，劣モジュラ関数であるカット関数

た構造情報を利用した学習（構造正則化）と劣モジュ

や MDL などをその基準として扱う場合が多い [37]．

ラ性との関連に関し詳細に説明した．劣モジュラ性を

Narasimhan–Bilmes は，クラスタ間のサンプル数に

利用した機械学習の研究は最近になり議論が行われる

偏りの少ないクラスタリング（バランス・クラスタリン

ようになった領域であり，今後のより盛んな研究が期

グ）に対して，劣モジュラ性に基づく局所探索アルゴ

待される．

6

関数値が f (∅) = 0, f ({1}) = 0.8, f ({2}) = 0.5,
f ({1, 2}) = 0.2 と与えられた場合（図中黒丸），Lovász 拡
張は図中の灰色の平面で表される．例えば x = (0.2, 0.6) の
場合，定義に従い x1 = 0.6，x2 = 0.2，および，U1 = {2}，
U2 = {1, 2} となり，fˆ = (0.6 − 0.2) × f ({2}) + 0.2 ×
f ({1, 2}) = 0.24 のように計算される．
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