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あらまし 関連する複数のタスクがあるとき、これらを別々に解くより同時に解いたほうが 効果的なことがある。こ
のようはアプローチは多タスク学習 (MTL)と呼ばれる。この論文では新しい多タスク学習アルゴリズムを提案する。
提案法はすべてのタスクの解が必ず近くなることが保証されるように、 タスク間の関係に局所制約を加えるものであ
る。 このアプローチをサポートベクトルマシンに適用すると、その最適化問題は 二次錘計画問題で表現できること
を示す。多クラス識別、順序回帰、リンク予測，協調フィルタリングの問題が多タスク学習問題として扱えることを
示し、実験により提案法の有用性を示す。
キーワード 多タスク学習，２次錐計画問題，順序回帰，リンク予測，協調フィルタリング
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Abstract In the case of having several related tasks, solving them simultaneously has been shown to be more
effective than solving them individually. This approach is called multi-task learning (MTL). In this paper, we pro-
pose a novel MTL algorithm. Our method controls the relatedness among the tasks locally, so all pairs of related
tasks are guaranteed to have similar solutions. We apply the above idea to support vector machines and show that
the optimization problem can be cast as a second-order cone program, which is convex and can be solved efficiently.
The usefulness of our approach is demonstrated in ordinal regression, link prediction and collaborative filtering,
each of which can be formulated as a structured multi-task problem.
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1. は じ め に

多くの応用において，いくつかの関連する学習タスク
がある．関連するタスクは共通する要素を共有してい
ることがしばしばあり，これらを同時に解いたほうが，
別々に解くより利点があると期待できる．このような
アプローチは，多タスク学習 (Multi-Task Learning,
MTL)と呼ばれており，理論的にも実験的にも有用性が
証明されている [1]～[10]．

典型的には，タスク間の関係は関連タスク間の解の近
さを要求することで実現される．しかし，多タスク学習
法はこれまで次のような欠点があった．従来法では，タ
スク間の関連性を，すべてのタスク間の解の距離の合計
の上限を与えることで実現させていた [8]．このような制
約は大域制約(Global Constraint) [11]と呼ばれる．この
制約では，関連するタスクの解は必ずしも近くならず，
いずれかはかなり離れた解になりうる．
この論文では，上述の短所を克服する新しい多タスク
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学習法を提案する．提案法では，関連タスクの各ペアに
対して，それぞれ上限距離を設定する．この制約を局所
制約(Local Constraint)と呼ぶ．さらに，提案法では，タ
スク関連ネットワークによってあらわされるタスクの関
連性を扱うことができる．我々は，この考えをサポート
ベクトルマシン (SVM)の枠組みに適用すると，学習算
法は二次錘計画問題(Second-Order Cone Program) [12]
に帰着できることを見出した．二次錘計画問題は，凸計
画問題であり，大域解を効率的に計算できる．実験を通
して，提案法は既存の多タスク学習法より予測性能が良
いことを示す．
多タスク学習の考え方は様々な応用において有用で

ある：
• 多クラス識別: 複数のクラスからクラスラベル

を予測する [13],
• 順序回帰: ユーザの好み (「好き」「普通」「嫌

い」)など順序のあるクラスラベルを予測する [8], [14],
• リンク予測: 部分的にリンクの有無が分かってい

るネットワークに対して，残りのリンクの有無を予測す
る [15]～[18],

• 協調フィルタリング: 多くのユーザの好みの情報
を使って商品の推薦などを行う [19].
特に，多クラス識別はすでに他の多タスク学習の応用例
として知られており，順序回帰については文献リンク予
測と協調フィルタリングのこれらの応用において提案法
は従来法を上回る予測性能を有することを実験を通し
て示す．定理の証明は，本論文の long versionである文
献 [20]に掲載したので，そちらを参照されたい．
問 題 設 定

M 個の２クラス識別タスクを考える．それらのタス
クは入出力空間 X × {±1}を共有している [21]．当分
の間，簡単のため，X ⊂ R

dを仮定する．第 3.節以降，
R

d を再生カーネルヒルベルト空間に拡張する．M タ
スクを学習するとし，第 iタスクは ni 個の学習用例題
(xt,i, yt,i) ∈ X × {±1} (t = 1, . . . , ni) をもつ．例題の
総数を � とする：� ≡ ∑M

i=1 ni. 最終的に得たいものは各
識別タスクのスコア関数

fi(x; wi, bi) = w�
i x + bi, for i = 1, . . . , M,

である．ただし，wi ∈ R
d および bi ∈ R は第 iタスク

のモデルパラメータである．

2. タスクネットワークを使った局所的多タス
ク学習：線形版

本節では，新しい多タスク学習法を提案する．

2. 1 基本的な考え方

タスク間に関連がない時，M 個の学習タスクを別々に
解くことができる：
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図 1 多タスク学習のデモ．多タスク学習では，(a) のように
境界が互いに似ていることを事前に知っていることを仮
定している．もし，(b)のように各タスクに与えられて
いる例題が少なければこれまでの SVMでは (c) のよう
に学習されてしまい，うまく境界面を捉える事が出来な
い．そこで，式 (2) のようにタスクの解の差に上限を与
えると，(d) のようにうまく学習することができる．

∀i = 1, . . . , M :

1
2
‖wi‖2 + Cα

ni∑
t=1

Hinge(fi(xt,i; wi, bi), yt,i). (1)

ただし，Cα ∈ R+ は正則化定数であり，Hinge(·, ·)はヒ
ンジ損失関数と呼ばれ：

Hinge(f, y) ≡ max(1 − fy, 0)

のように定義されている．式 (1)はサポートベクトルマ
シン (SVM) [22]として知られている．第１項目は２つ
のクラスを分けるマージンの単調減少関数である．SVM
は２つのクラスを分ける超平面のうちマージンが最大と
なるものを見つける．
もしそれぞれのタスクの学習用例題が少ないと，この
個別に解く方法の性能は悪くなる．性能を良くするには
より多くの例題が必要となる．
この問題を克服するために，本研究では関連する解

が互いに近くなるように細工を施す．つまり，最適化問
題 (1) 上で次の制約を付け加えることとする：

∀i, ∀j :
1
2
‖wi − wj‖2 <= ρ. (2)

つまり，タスクの解の差に上限 ρ ∈ R+を与えるのであ
る．この制約を局所制約と呼ぶ [11]．しかし，bi には制
約を加えないことにする．なぜなら，これはタスク間で
値が大きく異なることがあるからである．本論文では，
一つの上限 ρのみを使うことにするが，タスクのペアご
とに異なる上限 ρi,j を与えるように一般化するのは簡単
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である．この制約 (2)によって，タスク間で訓練用例題
を共有することになり，結果的に訓練用例題が増えるよ
うな効果を持つ．
式 (1) と (2) を組み合わせると

1
2M

M∑
i=1

‖wi‖2 + Cα

M∑
i=1

ni∑
t=1

Hinge(fi(xt,i; θ), yt,i) + Cρρ,

を得る．ただし，Cρ ∈ R+ は非負の定数である．
すると，学習のための最適化問題は次のようになる：

min
1

2M

M∑
i=1

‖wi‖2 + Cα‖ξ‖1 + Cρρ, (3)

wrt w ∈ R
Md, b ∈ R

M , ξα ∈ R
�
+, ρ ∈ R+,

subj. to ∀i, ∀j ∈ NM :
1
2
‖wi − wj‖2 <= ρ,

∀i ∈ NM , ∀t ∈ Nni :

yt,i

(
w�

i xt,i + bi

)
>= 1 − ξα

t,i,

where w ≡ [
w�

1 , . . . ,w�
M

]�
,

ξα ≡ [
ξα
1,1, . . . , ξ

α
n1,1, ξ

α
1,2, . . . , ξ

α
nM ,M

]�
.

一般に，制約が少なければ凸問題は高速に解くことがで
きる．問題 (3)の欠点は wi のすべてのペアに制約があ
ることである．したがって，この問題は多大な計算コス
トがかかる．タスクをノードとする全結合のネットワー
クでこの制約をあらわすとする (図 2(a)参照)．後の節
で，エッジをいくつか削っても性能が下がらないことを
実験的に示す．残ったエッジの集合を E ≡ {ik, jk}K

k=1

とあらわすことにする．すると，最適化問題は次のよう
になる：

min
1

2M

M∑
i=1

‖wi‖2 + Cα‖ξ‖1 + Cρρ, (4)

wrt w ∈ R
Md, b ∈ R

M , ξα ∈ R
�
+, ρ ∈ R+,

subj. to ∀k ∈ NK :
1
2
‖wik

− wjk
‖2 <= ρ,

∀i ∈ NM , ∀t ∈ Nni :

yt,i

(
w�

i xt,i + bi

)
>= 1 − ξα

t,i,

where w ≡ [
w�

1 , . . . ,w�
M

]�
,

ξα ≡ [
ξα
1,1, . . . , ξ

α
n1,1, ξ

α
1,2, . . . , ξ

α
nM ,M

]�
.

今後，エッジ集合を E とするネットワークをタスクネッ
トワークと呼ぶことにする (図 2(b)参照)．タスクネッ
トワークの自動獲得も挑戦的な課題ではあるが，本研究
では，タスクネットワークは事前に与えられていると仮
定する．

3. タスクネットワークを使った局所的多タス
ク学習：カーネル版

本節では，非線形な識別面も学習できるようカーネル
トリックを提案法に適用する．
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図 2 MTL-SVM の主要な特徴はそれぞれのタスクペアのモ
デルパラメータの差に上限を設けることである．MTL-

SVM (local/full)の上限は (a)に示すようにすべてのタ
スクペアに与えられる．MTL-SVM (local/network)

の上限は (b) に示すように一部のペアだけに設け
られる．MTL-SVM (global/full) および MTL-SVM

(global/network) の上限は，それぞれ，すべてのタスク
ペアの差の合計，および，一部のタスクペアの差の合計
に与えられる．

3. 1 双 対 形 式

Kfea を半正定値行列とし，その (s, t)要素は特徴ベク
トル xs と xt の内積とする：K fea

s,t ≡ 〈xs, xt〉 . これは
特徴ベクトルのカーネル行列である．タスク間のカーネ
ルを Knet(λ) ≡ (

1
M IM + Uλ

)−1
と定義する．ただし，

λ ∈ R
K
+ はK 次元のパラメータベクトルである．ここで，

Uλ ≡
K∑

k=1

λkUk, Uk ≡ Eikik + Ejkjk − Eikjk − Ejkik

と定義した．E(i,j) ∈ R
M×M は，(i, j)要素のみが 1で，

それ以外は 0 の行列である．これは第 kエッジの重みが
λk のグラフラプラシアンカーネル [23] として知られて
いる．行列 Z ∈ N

M×� をそれぞれの例題がどのタスク
に対応するか示すように次のように定義する：

Z� ≡

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1n1 0n1 · · · 0n1

0n2 1n2 · · · 0n2

...
...

. . .
...

0nM 0nM · · · 1nM

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

.

すると，タスクの情報は � × � のカーネル行列
Z�Knet(λ)Z によってあらわされる．アダマール積
◦ を用いて，この２つのカーネル行列 Kfea および
Z�Knet(λ)Z は

Kint(λ) ≡ Kfea ◦
(
Z�Knet(λ)Z

)
, (5)

と統合できる．このパラメータつき行列 Kint(λ) は，
λ >= 0K である限り，半正定値であることが保証されて
いる [24]．
次の定理に示すように，上記の記法を用いると，双対

形式を簡潔に記述できる：

Theorem 3.1. 主問題 (4)の双対問題はパラメータつ
き統合カーネル行列 Kint(λ)を使って次のようにあらわ
される．
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min
1
2
α� diag(y)Kint(λ) diag(y)α − ‖α‖1,

wrt α ∈ R
�
+, λ ∈ R

K
+ ,

subj. to α <= Cα1�, Z diag(y)α = 0M ,

‖λ‖1 <= Cρ. (6)

∀i, NM ∀t ∈ Nni に対して，αt,i は

α = [α1,1, . . . , αn1,1, α1,2, . . . ,

αnM−1,M−1, α1,M , . . . , αnM ,M ].

を満たすような双対変数 α ∈ R
�
+ の要素である．

α および λ の最適解は，�1 ノルムの影響から，疎に
なる傾向にある．次の定理により，提案法は二次錘計画
法の既製のエンジンを使って効率的に学習することがで
きる．

Theorem 3.2. 双対問題 (6)は二次錘計画問題に帰着
される．

カーネル行列 Kfeaの定義を線形カーネルから非線形
カーネルに変えることによって，提案する多タスク学習
法は非線形な識別面も得られるようになる．さらに，文
字列カーネルやグラフカーネル [25]～[32] などを使うこ
とによって，数ベクトルではない構造データも扱うこと
ができる．
予測の段階では，第 jタスクに属する未知の例題 xは

fj(x) =
M∑
i=1

ni∑
t=1

αt,iyt,ikfea(xt,i, x)knet(i, j) + bj ,

によって識別できる．ただし，kfea(·, ·) および knet(·, ·)
は，それぞれ，特徴のカーネル関数とタスクのカーネル
関数である．

4. 議 論

4. 1 標準的な SVMとの関係

提案する多タスク学習法は標準的な SVM を特殊ケー
スとして含む．実際に，タスク数が 1 のとき，問題 (6)
は標準的な SVM最適化問題に帰着される．このように，
提案法は SVM の自然な拡張とみることができる．
タスクネットワークにエッジが全くなかったとき，提
案法は，個別に SVM を訓練する場合と全く等価にな
る．タスクネットワークのエッジをなくした SVM を
Individually Learned SVM (IL-SVM) と呼ぶこと
にする．

4. 2 大域制約・局所制約

本研究に先んじて，多タスク学習法のための異なる
算法がすでに提案されていた [5], [6]．その手法は関連す
るタスク間のすべてのペアに対して，解の距離の合計

に上限 1
2

∑M
i,j=1 ‖wi − wj‖2 <= ρ. を与えるものであっ

た．合計に上限を与える制約を大域制約 [11]と呼ぶ．タ
スク間のすべてのペアに対する合計に上限を与えるこ
とから，タスクネットワークは完全結合しているとみる
ことができる．このような理由からこのアプローチを
MTL-SVM (global/full)と呼ぶことにする．大域制
約は距離の合計に上限を与えているだけなので，一部の
距離が大きくなることを許してしまう．実際に，これが
顕著に性能を低下させてしまうことを第 5.節にて実験
的に示す．対照的に，我々は各タスクペアの距離に上限
を与えている．これによって，すべてのタスクペアに対
して解が近くなることが保証される．各ペアに上限を
かけることを局所制約 [11]と呼び，我々のアプローチを
MTL-SVM (local/full)と呼ぶことにする．

Micchelli & Pontil [8]は強い関連のあるペアだけに適用
するほかの定式化も与えている：1

2

∑K
k=1 ‖wik

− wjk
‖2 <=

ρ. ただし，各々の k = 1, . . . , Kに対して，第 ik タスク
と第 jk タスクは強く関連しているが，それ以外はそう
ではないとしている．この定式化はタスクネットワーク
の情報を利用するので，このアプローチをMTL-SVM
(global/network)と呼ぶ．我々の局所制約による方法も
タスクネットワークを ∀k ∈ NK : 1

2 ‖wik
− wjk

‖2 <= ρ

のように利用できる．このアプローチを MTL-SVM
(local/network)と呼ぶ．この４つの方法は図 2にま
とめた．

4. 3 順 序 回 帰

多タスク学習は順序回帰にも有用である．順序回帰の
目的は順序のあるクラスラベルを予測することである．
順序回帰問題は２クラス識別問題の集合として定式化で
きる．たとえば，４クラス A,B,C,Dの場合，次の３個の
２クラス識別問題がある：A vs. B, C, D，A, B vs. C, D，
および A, B, C vs. D．一つのやり方は，これらの２ク
ラス識別問題をそれぞれ個別に解く IL-SVMを使う方法
である．これに対して，Shashua & Levin [14] は，すべ
ての重みベクトルを共有し (i.e., w1 = w2 = · · · = wM )，
バイアスパラメータは個別に学習する方法を提案してい
る．彼らの方法をサポートベクトル順序回帰 (Support
Vector Ordinal Regression, SVOR)と呼ぶ．SVOR
の wi を完全に一致するという仮定を緩めると，順序
回帰問題は多タスク学習になる．提案法を使った場合，
Cρ = 0 ならば，IL-SVM に等しくなり，Cρ = ∞ なら
ば，SVOR と等価になる．

4. 4 リンク予測

多タスク学習はリンク予測にも応用できる．n ノー
ドの無向グラフ G が与えられた．ノードの集合を
V = {1, . . . , n} であらわし，すべてのノードのペア
を P ≡ {

(i, j)
∣∣ 1 <= i < j <= n

}
であらわすことにする．

P の要素数は n(n − 1)/2 である．リンクの集合 E は P
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の部分集合であり，その補集合 Ē ≡ P \ E にあるペア
はリンクしていない．リンク情報を yj

i ∈ {±1}で表し，
(i, j) ∈ E ならば +1，(i, j) �∈ Eならば −1とする．それ
ぞれのノードには特徴ベクトル x ∈ R

dが与えられてい
るとする．P の部分集合 Ptra にあるノードペアはリン
クの有無が既知であるとする．つまり，Ptra にあるノー
ドペアはクラスラベルが分かっている．リンク予測は，
Ptra から，残りの集合 P \Ptra にあるノードペアのリン
クの有無を予測する問題ということができる．
一つの標準的な方法は大域的モデル [15]～[17]を使う

ことである．それは，ネットワーク全体で一つのモデル
を構築するものである．しかし，大域的モデルは関連の
ない情報を取り込みやすい．この問題を解決するために，
Bleakleyら [18]は局所的モデルを使うことを提案してい
る．局所的モデルとは一つのノードに対して一つのモデ
ルを作るものである．この方法では，一つの局所的モデ
ルは局所的な情報のみから訓練されるので，無関係な情
報の影響を受けにくい．その代わり，訓練に必要な情報
は限られるので，この方法から得られる予測値の精度は
信頼しがたい．
これに対して，我々は多タスク学習を使うことを提案
する．ある指定された局所的モデルを訓練するために，
リンクしているほかのノードに対応する局所的モデル
を利用する．これは複雑ネットワークの性質 [33]を生か
したものになっている．一方，Bleakleyらの方法 [18]は
IL-SVM に対応する．

4. 5 協調フィルタリング

協調フィルタリングは不完全な表の欠損要素を埋める
ための機械学習の問題である．m× n の不完全で２値の
表を行列 Y ∈ R

m×nであらわすことにする．要素 Yjiは
±1か 0 をとる．ただし，0 は欠損していることを示す．
協調フィルタリングは Yji = 0の要素に対して２クラス
分類を行うことということができる．
行列 Y の各列および各行を Y = [x1, . . . ,xn] =[

y�
1 , . . . ,y�

m

]�
とあらわすことにする．つまり，xi ∈

R
m×1 および yj ∈ R

1×n は Y の第 i 列および第 j 行と
する．
協調フィルタリングを教師あり学習として定式化する

一つの方法は各列 xi を m 次元特徴ベクトルとみなし
て，学習を行うことである．つまり，表の各行 yjを一つ
のタスクとみなす．Yji = ±1の列 i (i.e. 非欠損な列)に
対して，特徴ベクトル xi とクラスラベル Yji を学習用
例題とみなして，２クラス識別器を訓練する．このよう
にして得られた識別器を使って欠損要素の値を予測する．
我々はこの協調フィルタリングに対する定式化を多タ
スク学習問題に拡張するために関連する行を次のように
見つける；第 j′ 行の非欠損要素が，第 j 行と同じクラ
スラベルを持っていたら，タスク j′ はタスク j の関連
タスクとみなす．次節で，提案する多タスク学習法が協

調フィルタリングに対しても有効であることを実験を通
して示す．

5. 実 験

提案法は，多クラス識別問題，順序回帰，リンク予測，
協調フィルタリングにおいて有効であることを示す．な
お，本節で示すすべての実験で，RBF カーネルを用い
た．カーネルのパラメータ σ2

rbf は，訓練用データにおけ
る二乗距離行列に含まれる値の中央値とした．ハイパー
パラメータ Cρ と Cα は，訓練用データのなかで 3-fold
交差確認法を行って決定した．

5. 1 多クラス識別問題

多クラス識別問題における提案法の有効性を調査する
ため，アミノ酸配列からタンパク質のスーパーファミリ
を予測する問題に適用した．特徴ベクトルはアミノ酸
から 2-merをカウントして作った．アミノ酸は 20 種類
あるので 400 次元のベクトルになる．データは SCOP
データベース [34] にあるフォールド ‘Flavodoxin’ およ
び ’OB-Fold’ に含まれる 7 クラスの識別問題を扱った．
これらを one-vs-rest の識別器を構成すると 7 個の学習
タスクが得られる．ここでは，これらの 7 個の学習タス
クが関連するタスクであるとして，提案する多タスク学
習法を適用した．各クラスから 5 例題抜き出し訓練用例
題とした，訓練用例題を使って 3-fold 交差確認法を行い
Cα および Cρ の値を決定した．RBFカーネルを用いた．
RBF カーネルの幅パラメータ σ2

rbf は二乗距離行列に含
まれる値の中央値に設定した．性能評価には ROC カー
ブの AUCを用いた．これを 50 回繰り返し，AUCの平
均をとった．その都度，無作為に木を生成し，MTL-SVM
(local/network) および MTL-SVM (global/network)の
タスクネットワークとした．有意水準 1%として一標本
t検定を行い，AUC の差を検定した．
結果は表 1に掲載した．各行が各スーパーファミリに

おける予測性能である．多くの場合，全体として提案する
局所的多タスク学習法がもっともよい性能を得た．MTL-
SVM (network/full)とMTL-SVM (network/local)の間
にはほとんど差が見られなかった．計算時間を表 2に示
す．MTL-SVM (network/local) はタスクネットワーク
のエッジを減らしたためMTL-SVM (network/full)より
も劇的に高速になっていることが分かる．

5. 2 順 序 回 帰

UCI Machine Learning Repositoryが提供する６個の
データセットを使って順序回帰の性能評価を行った．各
データセットから訓練用例題を 10 個ずつ無作為に選択
し，訓練と予測を行った．これを 100 回くり返し，平
均の正解率で評価を行った．結果は，表 3 に示す．有意
水準 1% として一標本 t検定を行い，AUC の差を検定
した．MTL-SVM (local/full) がもっとも高い性能を示
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表 1 タンパク質スーパーファミリー識別．太字は最高性能，下線は最高性能と統計
的有意差がないことを示す．

Class IL-SVM
MTL-SVM

(global/full)

MTL-SVM

(global/network)

MTL-SVM

(local/full)

MTL-SVM

(local/network)

1 0.893 (0.033) 0.896 (0.032) 0.885 (0.053) 0.887 (0.040) 0.884 (0.043)

2 0.803 (0.066) 0.827 (0.040) 0.820 (0.043) 0.833 (0.035) 0.831 (0.038)

3 0.916 (0.013) 0.919 (0.016) 0.918 (0.018) 0.926 (0.012) 0.925 (0.012)

4 0.702 (0.103) 0.762 (0.046) 0.769 (0.041) 0.776 (0.055) 0.771 (0.067)

5 0.938 (0.030) 0.948 (0.024) 0.947 (0.027) 0.942 (0.023) 0.942 (0.026)

6 0.755 (0.085) 0.763 (0.057) 0.782 (0.041) 0.786 (0.048) 0.785 (0.061)

7 0.591 (0.061) 0.612 (0.067) 0.616 (0.073) 0.629 (0.055) 0.627 (0.060)

ave 0.800 (0.024) 0.818 (0.019) 0.819 (0.021) 0.825 (0.017) 0.823 (0.020)

表 2 計算時間．

Class IL-SVM
MTL-SVM

(global/full)

MTL-SVM

(global/network)

MTL-SVM

(local/full)

MTL-SVM

(local/network)

Time (sec) 0.069 (0.006) 0.269 (0.007) 0.288 (0.016) 2.339 (0.089) 0.884 (0.057)

表 3 順序回帰における正解率．太字は最高性能，下線は最高性能と統計的有意差が
ないことを示す．

Dataset SVOR IL-SVM
MTL-SVM

(global/full)

MTL-SVM

(global/network)

MTL-SVM

(local/full)

MTL-SVM

(local/network)

abalone 0.965 (0.016) 0.965 (0.016) 0.965 (0.016) 0.965 (0.016) 0.972 (0.012) 0.966 (0.016)

bodyfat 0.957 (0.016) 0.958 (0.013) 0.958 (0.016) 0.958 (0.015) 0.962 (0.013) 0.962 (0.013)

cadata 0.974 (0.010) 0.974 (0.010) 0.974 (0.010) 0.974 (0.010) 0.975 (0.009) 0.975 (0.010)

housing 0.969 (0.012) 0.970 (0.012) 0.969 (0.012) 0.969 (0.012) 0.973 (0.011) 0.972 (0.011)

mg 0.969 (0.010) 0.969 (0.010) 0.969 (0.010) 0.969 (0.010) 0.969 (0.009) 0.970 (0.010)

mpg 0.964 (0.012) 0.966 (0.012) 0.963 (0.011) 0.963 (0.011) 0.969 (0.011) 0.969 (0.011)

表 4 酵素ネットワーク予測における ROC カーブの AUC．太字は最高性能，下線
は最高性能と統計的有意差がないことを示す．

Dataset IL-SVM
MTL-SVM

(global/full)

MTL-SVM

(global/network)

MTL-SVM

(local/full)

MTL-SVM

(local/network)

ady 0.733 (0.113) 0.744 (0.122) 0.746 (0.120) n/a 0.752 (0.118)

blast 0.786 (0.102) 0.792 (0.104) 0.800 (0.097) n/a 0.806 (0.098)

diff 0.620 (0.130) 0.630 (0.124) 0.639 (0.122) n/a 0.654 (0.109)

expr 0.630 (0.104) 0.635 (0.109) 0.636 (0.107) n/a 0.645 (0.100)

fft 0.652 (0.111) 0.663 (0.112) 0.668 (0.109) n/a 0.675 (0.103)

lin int 0.588 (0.111) 0.609 (0.129) 0.611 (0.127) n/a 0.614 (0.119)

pfam hmm 0.740 (0.123) 0.748 (0.123) 0.749 (0.125) n/a 0.760 (0.124)

sw 0.732 (0.126) 0.731 (0.135) 0.725 (0.146) n/a 0.753 (0.122)
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表 5 タンパク質相互作用ネットワーク予測における ROC カーブの AUC．太字は
最高性能，下線は最高性能と統計的有意差がないことを示す．

Dataset IL-SVM
MTL-SVM

(global/full)

MTL-SVM

(global/network)

MTL-SVM

(local/full)

MTL-SVM

(local/network)

ady 0.748 (0.139) 0.748 (0.151) 0.750 (0.151) n/a 0.761 (0.144)

blast 0.621 (0.095) 0.657 (0.096) 0.655 (0.095) n/a 0.656 (0.095)

expr 0.820 (0.117) 0.832 (0.124) 0.831 (0.123) n/a 0.832 (0.123)

fft 0.591 (0.109) 0.604 (0.109) 0.603 (0.110) n/a 0.612 (0.104)

pfam hmm 0.628 (0.137) 0.647 (0.136) 0.650 (0.128) n/a 0.657 (0.127)

sw 0.693 (0.114) 0.678 (0.173) 0.672 (0.178) n/a 0.717 (0.132)

表 6 協調フィルタリングにおける ROC カーブの AUC．太字は最高性能，下線は
最高性能と統計的有意差がないことを示す．

Dataset LSI MMMF IL-SVM MTL-SVM
(global/full)

MTL-SVM
(global/network)

MTL-SVM
(local/full)

MTL-SVM
(local/network)

A 0.764 (0.097) 0.760 (0.038) 0.796 (0.043) 0.822 (0.038) 0.813 (0.044) n/a 0.827 (0.035)
B 0.770 (0.076) 0.808 (0.046) 0.785 (0.037) 0.814 (0.029) 0.814 (0.029) 0.816 (0.029) 0.817 (0.028)
C 0.801 (0.088) 0.809 (0.028) 0.803 (0.043) 0.835 (0.040) 0.835 (0.040) 0.832 (0.042) 0.832 (0.042)
D 0.776 (0.081) 0.778 (0.047) 0.786 (0.043) 0.816 (0.041) 0.806 (0.045) n/a 0.817 (0.039)
E 0.770 (0.086) 0.777 (0.050) 0.767 (0.048) 0.798 (0.042) 0.793 (0.044) 0.802 (0.041) 0.803 (0.041)

している．MTL-SVM (local/network) は，MTL-SVM
(local/full) よりもずっと高速に学習できるにもかかわら
ず，MTL-SVM (local/full)との性能の有意差は検出さ
れなかった．

5. 3 リンク予測

リンク予測の実験のために２種類の酵母のタンパク質
のネットワークを用いた．タンパク質のネットワークの
予測は細胞内の機構の解明につながるため，細胞生物学
において重要な問題となっている．一つの代謝ネットワー
クである．遺伝子は様々なタンパク質をコードしており，
いくつかは酵素になる．酵素は細胞内において生化学的
反応を促進させる．連続する反応をつなぐと経路になり，
酵素間のネットワークが形成できる．このようにして作
られる酵素ネットワークは 769 ノード，3,702 エッジを
含む．これは Yamanishi et alが用いたものと同じであ
る [17]．我々の実験で用いたもう一つのネットワークは
タンパク質相互作用ネットワークである．これはタンパ
ク質間の物理的な相互作用の有無をネットワークにして
表現したものである．我々の実験では，von Mering et
al [35]が提供しているものを用いた．このネットワーク
は 984 ノード，2,438 エッジを含む．リンク予測に必要
なカーネル行列は Lanckriet et al. [36] が用いたものと
同じものを用いた．表 4 および 5が２つのネットワーク
におけるそれぞれの結果である．多くの場合において，
MTL-SVM (local/network)がほかの方法より優れた性
能を示した．MTL-SVM (local/full) はこのタスクにお
いては学習に数カ月かかるので，実験を取りやめざるを
得なかった．

5. 4 協調フィルタリング

データセット MovieLenz を用いた．このデータセッ
トは A, B, C, D, E の５つのグループに分かれている．
これら各々における性能を示す．比較手法として，La-
tent semantic indexing (LSI) [19] と Maximum margin
matrix factorization (MMMF) [37] を用いた．表 6が
結果である．いずれのグループにおいても MTL-SVM
(local/network)が最高性能を示した．MTL-SVM (lo-
cal/full) でも良好な性能が得られたが，多くの計算時
間を要した．実際にデータセット A と D に対しては
MTL-SVM (local/full)の評価実験を終えることができ
なかった．

6. 結 論

本論文では次の２つの貢献をした：
• 多タスク学習に局所制約を用いる定式化を提案

した．
• 多タスク学習の新しい応用例として，順序回帰，

リンク予測，協調フィルタリングを示した．
多タスク学習の応用は画像認識の分野にも多く眠ってい
ると考えられ，効果的に関連タスクを設定すればあらゆ
る問題で予測性能を向上できるだろう．我々は，今後，
提案法が画像認識のための新たな基本ツールとして広く
認識されると期待している．
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