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な最適化をしてしまうことであると指摘された．そこ

近年の通信技術や情報サービスの発展と多様化によ

で非負 PU 学習はこの最適化の対象となる経験損失に

り，膨大な量と多種にわたるデータが利用可能となっ

max 関数を用いて，正例データについての最適化を緩

た．それらを用いることで，様々な分野や目的に対し

くすることで達成される．

て機械学習によるパターン認識の活用が期待されてい

3

提案手法

る．本研究では，機械学習での分類問題における，多

本研究では PNU 学習へ PU 学習や NU 学習の代わり

層パーセプトロンや畳み込みニューラルネットワーク

に非負 PU 学習の方策を組み込むことで，複雑なモデ

などをはじめとした複雑なモデルに対して過学習を抑

ルの学習において過学習を抑制できる半教師あり学習

えられ，学習データの生成にかかるコスト削減の実現

の方法を提案する．提案手法を記す手順として，はじ

を目指す半教師あり学習の方法について取り組む．

めに非負 PU 学習を提案した先行研究の論文 [2] の補正

一般に半教師あり学習はラベルあり正例データ，ラ
ベルあり負例データ，ラベル無しデータの 3 種の学習
データを用いて経験損失と呼ばれる目的関数を最小化
するようなモデルパラメータを求める．経験損失は学
習データに対してどのくらい正しく分類できるかの度
合いを表す．本研究及び先行研究はこの最適化式の設

構築をする．

3.1

先行研究の補正の提案

先行研究の論文 [2] 中では非負 PU 学習についてこれ
の経験損失の設計と，これを実装して実験した際のア
ルゴリズムが記されている．ここで設計された経験損

計についてである．

失は前述の通り max 関数を用いた式である．しかし実

先行研究

2

の提案をし，次にそれをもとに提案手法の最適化式の

験に用いられたアルゴリズムは max 関数ではなく，正

2.1 PNU 学習

例データに関する項が小さくなりすぎないように制約

PNU 学習 [1] は半教師あり学習の手法の一つで，ラ

条件が付加されたものであると考えられる．つまりこ

ベルあり正例データとラベルあり負例データによる PN

れら 2 種類の最適化は，① max 関数を用いた最適化，

学習，ラベルあり正例データとラベル無しデータによる

②制約条件を用いた最適化となるように異なるもので

PU 学習，ラベルあり負例データとラベル無しデータに

ある．

よる NU 学習を組み合わせることで構成される．PNU

ここで 2 種類の最適化について，それぞれがどのよ

学習は既存する他の半教師あり学習の方策と比べて，学

うな学習をするのか計算機を用いて比較実験を行った．

習に大きく影響を与えるモデル過程を必要としないた

この結果から，②の制約付き最適化の方が①の max 関

め，より安定的な学習が期待できる手法である．ここ

数を用いた最適化よりも，評価データにおいて安定的

で，PU 学習と NU 学習についてこれらが複雑なモデル

に小さな損失値と大きな正答率をもたらすことが確認

の学習で過学習をする傾向があると指摘された [2]．

できた．したがって，以降では制約条件を付加する方

2.2

針を用いて提案手法を構築する．

非負 PU 学習

非負 PU 学習 [2] は，PU 学習について過学習を抑制

3.2

提案手法の最適化式

するために変更が加えられた方法である．これは PU 学

提案手法は先行研究の PNU 学習の方策をもとに，ラ

習と同様ラベルあり正例データとラベル無しデータに

ベルあり正例データとラベルあり負例データによる PN

よる学習である．PU 学習が過学習をする原因として，

学習，ラベルあり正例データとラベル無しデータによ

ラベルあり正例データについて詳しくなりすぎるよう

る学習に制約条件を付加した非負 PU 学習，ラベルあ
り負例データとラベル無しデータによる学習に制約条
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件を付加した非負 NU 学習の 3 種の学習を組み合わせ

タでは増加している．これは PNU 学習が過学習したこ

ることにより構築した．ここで，非負 NU 学習は前述

とで生じたと考えられる．これと比べて非負 PNU 学習

の非負 PU 学習について正例と負例を反転させること

は評価データの損失値は小さいまま留まり，過学習を

で改めて定められる．

抑制することができたと見られる．また非負 PU 学習

具体的な構造として，この手法は最適化式の構築に

と比較したときこれより小さい損失値を達成している

あり最適化の対象となる経験損失は PN 学習と PU 学

ことが確認できた．他のデータセットについても同様

習，NU 学習の経験損失がハイパーパラメータ η によっ

の結果が得られた．

て重み付きで足し合わされ，そこへ制約条件が加えら
れている．要素となっているそれぞれの経験損失の比
重は η によって調節可能である．以後，この提案手法
を非負 PNU 学習と呼ぶ．非負 PNU 学習の最適化式は



minimise (1 − η) R̂PN (g) + η R̂PU (g)




subject to R̂− (g) − π R̂− (g) ≥ −π β ifη ≥ 0
U

P

P

P



minimise (1 + η) R̂PN (g) − η R̂NU (g)




subject to R̂+ (g) − π R̂+ (g) ≥ −π β
N N
N
U

otherwise
(1)

である．ただし，これに記される各記号及び関数は [2]

Fig. 1: MNIST 訓練データ損失値

に記されるものと対応する．

4

実験
提案した非負 PNU 学習と先行研究の PNU 学習 [1]，

非負 PU 学習 [2] がそれぞれどのような学習をするの
か，計算機による比較実験を行って確かめた．記述で
きるスペースの都合上，実験に用いた複数種類あるデー
タセットのうち MNIST に対する実験について記す．
学習するモデルは多層パーセプトロンを用いた．こ
のモデルは入力層 1 層，中間層 5 層，出力層 1 層で設計
し，このモデルパラメータの総数は 505, 500 である．モ

Fig. 2: MNIST 評価データ損失値

デルパラメータ数が非常に多いこのモデルは複雑であ
り，過学習しやすいと言える．また，本実験はミニバッ
チ勾配降下法をもとにした更新アルゴリズムを用いた．
評価方法はホールドアウト検証を採用した．MNIST は
もとよりデータ全てにラベルの付いたものであるが，半
教師あり学習のために各学習ごとでラベルありデータ
から無作為にラベルを除くことでラベル無しデータを
生成した．学習は 30 回繰り返し，各エポックごとに損
失値の平均値と標準誤差を算出した．
訓練データにおける損失値を Fig. 1，評価データに

5

まとめ
PNU 学習へ非負 PU 学習の手法を組み込むことで，

複雑なモデルに対して過学習を抑制できる新たな半教
師あり学習の方策，非負 PNU 学習を提案した．また，
この方策が上記 2 つの方策よりも良い分類器が生成で
きることが計算機実験より確認できた．
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おける損失値を Fig. 2 に示す．各線は値の平均値，薄

の一環として実施されました．
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