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1. は じ め に

が異なる部分もあるデータから，目的の問題にも利用で
きる情報・知識だけを取り込んで，より予測精度の高い

転移学習 (transfer learning) という語は，かなり幅広い

規則を得るのが転移学習の目標である．

機械学習の枠組みに対して使われており，統一された形

現在では，Web などから大量のテキストデータはかな

式的定義を与えることは難しい．だが，形式的ではない

り容易に収集できるようになったため，教示情報が不要な

定義としては，転移学習のワークショップの論文募集 [TT

教師なし学習で獲得できる言語モデルなどは格段に精度

05] 中の，次のものが広く受け入れられるだろう．

が向上した．一方，音声認識の音響モデルや，文書分類の
モデルなどはそれほど向上していない．その理由として，

the problem of retaining and applying the knowledge learned in one or more tasks to efﬁciently
develop an effective hypothesis for a new task
新規タスクの効果的な仮説を効率的に見つけ出
すために，一つ以上の別のタスクで学習された
知識を得て，それを適用する問題

これらのタスクには，教示情報付きの学習データが必要
であり，その情報は人手で与えなければならないことが
挙げられる．しかし，こうした教示情報を大量に与える
のは，費用，人的資源，時間などの制約から，一般には困
難だという問題がある．この問題に対処するための機械
学習の方針は三つあるだろう．一つ目は，少数のラベルあ
りデータを準備し，多数のラベルなしデータを活用して

すなわち，ある問題を効果的かつ，効率的に解くために，

予測精度を向上させる半教師あり学習 (semi-supervised

別の関連した問題のデータや学習結果を再利用するのが

learning) [Chapelle 06] である．二つ目は，より効率的な

転移学習である．

分類ができるように選んだ事例に対して，教示情報を与

例えば，コンピュータ雑誌の記事中の単語の品詞を特定

えさせる能動学習 [渡辺 05, 中村 97] である．そして，最

する問題を考えよう．品詞を分類する規則は，それに含ま

後がこの転移学習であり，上記のような需要に応えるた

れる各単語にの品詞を示した文書を集めた，コーパスと

め，転移学習に関する研究は活発になっている．

呼ばれるデータから，機械学習の手法によって獲得する．

転移学習の考えはかなり以前からあり，1995 年の NIPS

コンピュータ雑誌記事のコーパスでは，CPU も monitor

のワークショップ [LtL 95] から，機械学習の一分野とし

という単語も名詞であることが多く，これらの単語が現

て認識されるようになった．転移学習の呼び方が定着し

れたら名詞という規則が獲得される．一般に，このコー

つつあるようなので，この呼び方を本稿では採用するが，

パス中の文書数が多いと，より正確に品詞を分類できる．

例えば，CPU という単語は新聞記事でも名詞として現れ

10 数年にわたっていろいろな呼び方をされてきた．例
えば，帰納転移 (inductive transfer)，ドメイン適応 (domain adaptation)，マルチタスク学習 (multitask learning)，
knowledge transfer, learning to learn，lifetime learning な
どである．さらに，共変量シフト (covariate shift) [Shimodaira 00, 杉山 06]，標本選択バイアス [Heckman 79, 星
野 09]，音声認識分野の話者適応なども，転移学習のよ

るが，monitor という語は『監視する』といった意味で

り限定された分野ともみなせる．

ところが，コンピュータ雑誌記事データは全部使ってし
まい，経済関係の新聞記事のコーパスしかないとしよう．
それでも，こうした新聞記事も，同じ言語で書かれてい
るので品詞の推定に役立つと予測できるが，単純に二つ
のコーパスを混ぜたデータから学習すると問題が起きる．

動詞として新聞記事では現れる．こうした，二つのデー

Pan & Yang の転移学習のサーベイ [Pan 08b] では，体

タの違いをうまく捉え，CPU のような場合だけに新聞記

系的な議論が試みられている．また，自然言語処理で，こ

事のデータを利用して，コンピュータ雑誌記事の品詞を

の転移学習に取り組んでいる Daumé は，ブログ [Daumé]

特定する規則を獲得したい．このように，関連している

で，転移学習に対する考えを示している．本稿では，これ

人工知能学会誌

2

25 巻 4 号（2010 年 7 月）

らの考えを取り入れつつ，著者自身の考えも含めて，転
移学習の分野を 2 章で俯瞰した後，今までに提案された
手法を 3 章にまとめる．なお，本稿では機械学習に関す
る用語を用いるが，これらについては，[Bishop 08, 麻生
03, 元田 06, 金森 09] などの教科書を参考にされたい．

2. 転 移 学 習
(a) 個別に転移
転移学習の見方は研究者により様々だが，私の考えも
交えて転移学習を俯瞰する．

2·1 表

記

図1

(b) 共通部分を転移

マルチタスク学習で転移される知識

マルチタスク学習を実現する方法は二種類考えられる．

本題に移る前に，本稿での表記をまとめておく．転移す

一つは，各ドメインを目標ドメインとして個別に転移す

る知識の送り手側を元ドメイン (source domain)，受け手

ることを，全ドメインについて行う方法である．A，B，

側を目標ドメイン (target domain) とよび，それぞれ，上
が，二つ以上の元ドメインから転移する場合もありうる．

C の三つのドメインがあるとき，最初は B と C を元ド
メインに，A を目標ドメインとして転移学習を適用する．
同様に，A と C から B へ，A と B から C へ転移する．も

いずれかのドメインであることを示すには D ∈ {S, T } を

う一つは，全ドメインに共通する知識を求め，それらを

付きの (S) と (T ) で表す．なお，目標ドメインは一つだ

用いる．各ドメインの入力に該当する確率変数を X (D)

全ドメインに転移する．すなわち，A，B，C に共通する

とし，その定義域を X (D) とする．この定義域は，M 次

知識を求め，それを用いて A，B，C の各ドメインでの学

元の実数ベクトルである場合が多い．各ドメインに出力

習結果を改善する．これら個別に転移する場合と，共通部

が存在するとき，その出力に該当する確率変数を Y (D)

分を転移する場合を比較する．転移される知識について

とｓる．この定義域は Y

は，B と C から A に個別に転移する場合，A ∩ (B ∪ C)

(D)

で，二値分類問題なら {0, 1}

や {−1, +1} などのラベル集合に，回帰問題なら実数と

の図 1(a) の灰色の部分の知識が転移されるだろう．一方，

(D) (D)
(xi , yi )

共通部分を転移する場合，A には A ∩ B ∩ C の図 1(b) の

で，(X (D) , Y (D) ) の実現値である．ラベルなし事例は入

部分の知識が転移されるだろう．そのため，個別に転移

なる．ラベルありの事例は入力と出力の対
(D)

力 xi

のみで，X (D) の実現値である．各ドメインの訓

練事例集合の数は N

(D)

で，両ドメインでの総事例数で

する方が多くの知識を転移できることになる．次に，転
移にかかるコストを考えると，個別に転移する場合には

は N である．各ドメインのデータやラベルを，元データ

全てのドメインについて転移学習を実行する必要があり，

や目標ラベルなどと略す．

その実行コストは大きい．一方で，共通部分を転移する
場合には，共通する知識を求めてしまえば，その知識は

2·2 転移学習の体系

どのドメインでも利用でき，そのコストは小さい．さら

まず，マルチタスク学習 (multitask learning) について

に，ドメインを追加する場合を考えると，共通部分を転

論じる．Daumé は，ドメイン適応/転移学習と，マルチ

移する場合には，共通する知識はその追加したドメイン

タスク学習とを，それぞれ異なるドメインからの転移と，

でも役立つことが多いだろう．音声認識の話者適応では，

異なるタスクからの転移と区別している．自然言語処理

多くの話者について共通のモデルを事前に作成し，それ

が専門である Daumé の観点からは，文書分類，固有表現

を個人の少数のデータを用いて，その個人ようにモデル

抽出，形態素解析などを異なるタスクとして想定し，訓

を調整する．これは，共通部分を転移するマルチタスク

練に使うコーパスの違いを異なるドメインと想定してい

学習とみなせ，100 人の話者に共通する知識は 101 人目

るであろう．しかし，ドメインの違いとタスクの違いと

にもほぼ適用できるといった利点がある．

いうのは自明ではないと，著者は考えている．さらに，こ

次に，メタ学習 (meta learning) [Vilalta 02] との関連

の分野の研究者の間にも，明確なコンセンサスは見あた

について論じる．いわゆる No Free Lunch 定理 [Wolpert

らないので，本稿では，ドメインとタスクを区別せずに，

97] により，あらゆる学習手法には何らかのモデルや帰納

ドメインという用語を用いる．Pan & Yang は，マルチタ

バイアスが存在する．よって，いかなる学習手法も，あ

スク学習を，両ドメインで同時に学習する転移学習の特

らゆる学習問題において，他の全ての学習手法より有効

殊なものとしている．すなわち，元ドメインと目標ドメ

であることはありえない．そこで，データの規模・分布

インの役割が対称であり，互いに相手のドメインから知

や仮説空間などの問題の特性に応じて，適切な学習手法

識を転移して，両方のドメインで予測精度を向上させる

を選択するためのメタ知識を獲得するのがメタ学習であ

ことが目的である．本稿では，このマルチタスク学習の

る．元ドメインで得られたメタ知識を，それと類似した

定義を採用する．

目標ドメインで利用すると考えれば，転移学習はメタ学
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学

習
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を仮定しないこと，および目標ドメインのラベルの定義

表 1 教示情報の有無による転移学習の分類

域には含まれないラベルが付けられるべきデータが元ド

目標ドメインラベル
元ドメイン

あり

ラベル

なし

あり

なし

メインにはある，すなわち，Y (S) ⊇ Y (T ) であることを

(1) S+T +
(3) S−T +

(2) S+T −
(4) S−T −

仮定する．Raina の提案する枠組みが，転移学習である
かについて論じたい．Pr(S) [X] ̸= Pr(T ) [X] であるかを
実データで示すのは困難なため，Raina らに明確な検証
を要求するのはやや過剰ではある．しかし，提案手法の

習の部分問題ともみなせる．

元ドメインでの次元削減は，一般の教師なしの次元削減
であり，特に目標ドメインへの適応を考慮していないよ

2·3 転移学習の設定
転移学習は，元・目標の各ドメインの訓練事例に教示

うに思える．また，後者のラベル集合についても，やは

情報（出力情報）があるかどうかによって，4 種類の設

り元ドメインにラベル情報がないため特別な操作は行わ

定が考えられる．Daumé の表記に従ってまとめたのが

れていない．よって，提案手法が予測精度の向上に効果

表 1 である．例えば，(1) の S+T + の場合は，両ドメイ

的なであることは実験により明確に示されてはいるが，

ンの訓練集合は

(S) (S)
{(xi , yi )}

と

(T ) (T )
{(xi , yi )}

のよう

に，どちらも入力と出力の実現値の対の集合である．Pan

Pr(S) [X] ̸= Pr(T ) [X] という仮定が実験の状況で成立し
ていることの検証は不十分だと著者には思える．

(4) S−T −：この場合でも Pr(S) [X] = Pr(T ) [X] の仮定
が必要で，通常の教師なし学習と同じになると，Daumé

& Yang と Daumé の議論を合わせて，本稿では (1) 帰納
転移学習 (inductive transfer learning)，(2) トランスダク
ティブ転移学習 (transductive transfer learning)，(3) 自己
教示学習 (self-taught learning)，そして (4) 教師なし転移
学習 (unsupervised transfer learning) と呼ぶことにする．

と同様に著者も考えている．ただし，定義域が異なる場

以下，各学習問題を順に論じていこう．

究が提案され始めた時期なので，その位置づけは今後と

(1) S+T +：帰納転移学習の研究は最も多く，標準的な転

合，すなわち， X (S) ̸= X (T ) であれば，新たな枠組みと
みなせるかもしれない．[Wang 08] など，いくつかの研
も考察を続けたい．

移学習の標準設定といえる．ドメインの違いを，分布の違
い Pr(S) [X, Y ] ̸= Pr(T ) [X, Y ] と考えるものが多い．だが，
一部には，定義域の違い X

(S)

̸= X

(T )

やY

(S)

̸= Y

(T )

2·4 転移仮定と転移モデル

を

前節では，データの分布や定義域が両ドメインで，単

考えるものもある．例えば，自然言語処理において，両

に異なっているかどうかについて論じたが，ここでは，ど

ドメインの語彙集合の一部に違いがある場合などである．

の程度や，どの点が異なっているかについて論じる．元

(2) S+T −：トランスダクティブ転移学習は帰納転移学

ドメインでの分布や定義域が全く異なれば，目標ドメイ

習の次に研究が多い．ラベルのない目標ドメインのデー

ンでは全く役立たないであろうし，逆にわずかな差しか

タの適切なラベルを予測することが目的である．Daumé

なければ特別な転移をする必要はないだろう．このよう

や Pan & Yang も共に指摘することだが，目標ドメイン

に転移学習は，適度にドメインや分布が『似ている』デー

のラベルがなくラベルの分布を一致させる手がかりがな

タが元データであることを想定しているが，この『似て

(S)

いので，Pr

[Y |X] = Pr

(T )

[Y |X] を暗黙的，もしくは

いる』ことを形式的に定義することは難しい．これは，

明示的に仮定している．そして，Pr(S) [X] と Pr(T ) [X]

転移学習研究の黎明期から最も重要な課題として認識さ

をうまく一致させることで知識の転移をめざすことにな

れているが [Caruana 97]，未だに明確な解は示されてい

る．なお，半教師あり学習との違いは，ラベルありとな

ない．そこで，普遍的な定義を与えるよりも，どんな観

しのデータで入力 X の分布が異なるであることである．

点で類似していて，どのように知識を転移できるかを仮

実際に，半教師あり学習手法も，転移学習アルゴリズム

定し，その仮定をどのように数学的モデルで表したかを，

の論文では比較実験されているが，転移学習手法の方が

それぞれの学習手法で明確にすることが必要だと著者は

ほとんどの場合で優れている．

考えている．これらを，転移仮定と転移モデルとそれぞ

(3) S−T +：の自己教示学習については議論すべき点が
あると著者は考える．Daumé はこの種の転移学習について
は，Pr(S) [X] = Pr(T ) [X] の仮定が必要だと述べている．

れここでは呼ぼう．適用した転移学習手法の，転移仮定

この仮定があれば，ベイズ型の学習で従来からある，事前

(negative transfer) [Rosenstein 05]』が生じるであろう．

分布と尤度関数を異なる訓練集合から学習する場合に該当

まず，転移仮定について考察する．理論系の研究で広

と転移モデルが，二つのドメイン間で適切ならば知識の
転移は成功し，不適切ならかえって悪くなる『負の転移

する．この種の問題を最初に提起した Raina らの自己教示

く導入されている転移仮定に，二つのドメインの分布間

学習 [Raina 07] では，これとは異なる主張をしている．こ

のダイバージェンスで測り，それが十分に小さいとする

の方法では，元ドメインデータを使って特徴の疎な部分空

ものがある．ここで，図 2 のような例を考えてみよう．正

間を求め，その部分空間を使って目標ドメインのラベルあ

と負クラスの目標データが，それぞれ，別のガウス分布

りデータから学習する．このとき，Pr(S) [X] = Pr(T ) [X]

から生成されているとする．元データもやはりガウス分
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目標ドメイン

正例

図2

識別面

元ドメイン

元データ

25 巻 4 号（2010 年 7 月）

目標データ

変換

負例

簡単に転移ができる分布の例

一般の学習器

(a) 分離アプローチ

布に従うのだが，その分布の中心は目標データのそれと
等しいが，分散はずっと大きいとしよう．この場合，決

元データ

定平面は不変なので，そのまま元ドメインのデータや知

目標データ

識は全て転移できるだろう．しかし，これら両ドメイン
の分布は一致していないので，ダイバージェンスに基づ
く転移仮定では，元ドメイン知識の一部は活用されない
だろう．この例のように，ドメインがどの点で類似して

専用の学習器

いて，どの点で相違しているかについてより多くの情報

内部でドメイン間の差異を考慮

があれば，それを活用しドメイン間に類似性を考えるこ

(b) 統合アプローチ

とができる．広く適用できるダイバージェンスに基づく
ような転移仮定はもちろん重要である．しかし，問題か
ら転移できる知識を明確にし，それに合わせたいろいろ

図3

データを変換する段階の相違に基づく転移モデルの分類

な転移仮定に基づく手法を選択できるように，研究が進
められるべきだろう．

である．

次に，転移仮定を数学的にモデル化した転移モデルに
ついて論じる．Pan & Yang，Daumé，および著者の考え

3. 転 移 学 習 手 法

を合わせて，このモデル化のアプローチを，データのど
の部分を転移時に変換するかによる分類と，転移のどの

本章では，転移学習の手法をいくつか紹介する．

段階でデータを変換するかによる分類の二つの軸で分類
する．一つ目の，変換する部分による分類には特徴ベー
ス (feature-based) と事例ベース (instance-based) がある．

3·1 全

般

これまでに述べたように，転移学習全般についての議

特徴ベースアプローチでは，元ドメインの特徴から目標

論としては [Pan 08b, Daumé, 麻生 09] がある．専門の

ドメインでも有用なものを選択したり，元ドメインの特

ワークショップとしては [TT 05, TSL 09, TM 09] などが

徴空間の中で目標ドメインでも有用な部分空間を求めた

ある．転移学習に関連したアイデアは 90 年代中頃から提

りする．事例ベースアプローチでは，元ドメインの事例

案されてきてはいた [Caruana 96, Munro 97]．だが，こ

を，目標ドメインでの有用性に基づいて重み付けしたり，

の種の問題が機械学習の研究分野の一つとして意識され

選択したりする．

たのは次の二つの論文の影響が大きいだろう．

データを変換する段階の違いによる分類では，分離アプ

一つ目は，Thrun の [Thrun 96] である．ある画像の集

ローチ (separated) と統合アプローチ (integrated) とがあ

合中で，ある特定の画像であるかどうかを識別する問題

る．図 3(a) の分離アプローチでは，元ドメイン側でデー

において，他の画像集合を活用する帰納転移学習問題を

タや知識を，目標ドメインの問題に適合するように変換

論じた．特徴ベース・分離型の方法であり，第 1 段階と

する．目標ドメインでは，変換されたデータを目標ドメ

して元ドメインの画像集合で同じカテゴリの画像は近く，

インのデータとして扱い，一般の学習手法で解く．もう

違うものは遠くなるような目的関数を定義し，ニューラ

一方の統合アプローチ（図 3(b)）では，元ドメインのデー

ルネットで最適化することで特徴空間の変換を求める．そ

タは変換されずに目標ドメインに渡される．そして，元

の後に，距離減衰付きの k 近隣法と，目標データのラベ

ドメインと目標ドメインの差異を配慮したモデルや手続

ルに加えて，変換した距離空間から推定した勾配も同時

きによって，目標問題に適した学習結果を得る．分離ア

に学習させる explanation-based ニューラルネットの二つ

プローチでは，学習手法と転移仮定は独立に選ぶことが

の方法で識別する方法を提案している．

できる利点がある．統合アプローチでは，転移仮定に基

Caruana の [Caruana 97] は，複数のタスクを共通の

づいた変換がモデルに組み込まれているため学習手法と

中間層で学習するニューラルネット（特徴ベース・統合

切り離すのは困難となる．その一方で，モデルと転移仮

型）を，いくつかの帰納転移学習問題に適用し，転移学

定をより密接に結び付けることが可能になることが利点

習について論考した，この時点以前の研究を俯瞰した論
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文であり，一読されることを薦める．転移学習の有効性

階層的なモデルではなく，混合分布を使ったモデルと

を三つのデータで実験的に示したのち，転移が成功する

して [Daumé 06] がある．これは，ラベルの分布が，特徴

理由，転移が可能である状況，ニューラルネット以外の

関数のベクトル f の Gibbs 分布 exp(λ⊤ f ) に比例する最

手法の適用可能性について考察している．ここでは，転

大エントロピーモデルを拡張したもので，帰納転移学習

移が成功する四つの理由を紹介しよう．(1) データ拡張

を目的としている．元データの生成過程もほぼ同様なの

(data ampliﬁcation)：共通する因子がある複数タスクがあ

で，目標データのみについて述べる．目標ドメインと共

れば，共通因子のノイズがタスク間でキャンセルされて緩

通ドメインのいずれかのモデルを選択する潜在変数を導

和されることで学習が容易になる．(2) 属性選択 (attribute

入する．この潜在変数が選んだ目標・共通いずれかのモ

selection)：複数のタスクを同時に学習させることで，そ

デルにより，特徴ベクトルの各要素の値が決まる．同様

れらのタスクで共通に有用な特徴をより容易に発見でき

にパラメータ λ もこの潜在変数によって選ばれる．こう

るようになる．(3) 立ち聞き (eavesdropping)：タスク間

して選ばれた特徴ベクトルとパラメータで決まる Gibbs

で学習の難易度に差があれば，困難なタスクは容易なタ

分布に従い，目標データは生成される．

スクから情報を得てより簡単に学習が可能になる．(4) 表

[Xue 08] のモデルは，pLSA [Hofmann 99] に基づく

現バイアス (representation bias)：各タスクに複数の局所

方法で，両ドメインの文書は共通する語彙集合に依存す

解があるとき，複数のタスクに共通な局所解が選ばれ易

る点では階層的だが，両ドメインの影響を調整する重み

くなる．逆に，他のタスクで使われない局所解は使われ

がある点は混合型ともみなせ，階層型と混合型の中間的

にくくなる．

な方法とみなせる．さらに，元ドメインのラベルを目標

以降，特徴・事例ベースと，分離・統合型の 4 種類の
組み合わせについて，いくつかの方法を紹介する．

3·2 特徴ベース・分離型
[Daumé 07] は非常に簡便な帰納転移学習用の方法を
提案している．入力特徴ベクトルや 0 ベクトルを連結

ドメインに反映させる must/cannot リンク [Wagstaff 01]
を導入してトランスダクティブ転移学習を実現している．

[Ando 08] も同様に両ドメインに共通の因子を持たせる
タイプのもので，情報ボトルネック [Tishby 99] の枠組
みを転移学習に拡張したものである．

して，共通，目標ドメイン，元ドメインに対応した三つ

[Dai 07a] は，二つの集合を共通する要因に基づいて分
割する共クラスタリング (co-clustering) を利用する．ト

の部分で構成される，元の 3 倍の長さのベクトルを生

ランスダクティブ転移学習での文書分類で，元ドメイン

, y ) は，
(〈x , 0, x 〉, y ) に，元ドメインの事例 (x(S) , y (S) )
は，(〈x(S) , x(S) , 0〉, y (S) ) に変換したのち，通常の分類

の文書集合のカテゴリと，それを記述する語彙集合の分

問題として解く．すると，両ドメインに共通して利用さ

での分類を行う．

成する．具体的に，目標ドメインの事例 (x
(T )

(T )

(T )

(T )

(T )

れる特徴は，三つのうちで，両ドメインで特徴が共通し

割を関連付けると同時に，その語彙集合分割と関連付け
た目標文書集合の分割を獲得することで，目標ドメイン
元ドメインのデータのうち，目標ドメインでも有用な，

ている最初の部分が分類規則で利用される．一方，両ド

特徴の部分空間を見つけ出し，その部分空間内に射影し

メインで働きが異なる特徴は，一方のドメインの値が 0

た元データを目標ドメインで利用する方法を紹介する．

になっていて両ドメインで異なっている残りの部分が自
然に利用されるようになる．

[Argyriou 07] は，複数のタスクを同時に解くマルチタ
スク学習である．K 種類のタスクそれぞれについて，k
番目の訓練集合から予測関数 fk (x) =

3·3 特徴ベース・統合型

∑M
m

amk (u⊤
i x) を

学習する．ただし，M は特徴数，ui は直交な射影．ほ

最初は，転移学習の枠組みを組み込んだ生成モデルを

とんどのタスクににおいて係数 amk は 0 であるように

紹介する．3·1 節 で紹介した [Caruana 97] のニューラル

したい．そこで，ui と amk をまとめた行列 U と A を

ネットなども，この種の方法とみなせるだろう．次の基

導入し，次の目的関数の最小化を考える：

本的な階層ベイズモデルはマルチタスク学習を目的とし

K ∑
N
∑

ているといえる．
K
∏

⊤
2
L(yki , a⊤
k (U xki )) + γ∥A∥2,1

k=1 i=1

Pr[xi , yi |Θi ] Pr[Θi |Ψ]

i

例えば，病院 i でのデータは，各病院の固有の要因を反

記号の詳細は省くが，第 1 項は全タスク，全データにわ
たる損失関数の総和であり，データによく当てはまるよ
うにする．第 2 項は正則化項で，全タスクについて L2

映したパラメータ Θi に基づくモデルで記述される．そ

ノルムを各特徴ごとに求め，それらの L1 ノルムを求め

して，各病院に固有の要因は，全病院に共通する要因 Ψ

る．この正則化項により，全タスクに渡って不要な特徴

に基づくモデルで記述されている．このようなモデルは

の重みは 0 となり，全タスクに共通に有用な特徴だけが

明らかにマルチタスク学習を念頭においており，こうし

選択されることになる．

た手法として [Raina 06] などが挙げられる．

[Ling 08] はスペクトルクラスタリング基準の一つであ
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る normalized cut [Shi 00] を用いたトランスダクティブ
転移学習である．W と W

(S)

25 巻 4 号（2010 年 7 月）

ドメインの問題に最適化する．そして，各元データとそ

をそれぞれ全データと元

れに最適なカーネルの対を訓練事例として，任意のデー

データ間の類似度行列，また D = diag(W1)，D(S) =

タに対して適切なカーネルを出力する関数をメタ学習す

diag(W

(S)

1), として，次式を最小化する x を見つける．

x⊤ (D − W)x
x⊤ (D(S) − W(S) )x
+ β∥U⊤ x∥ + λ
⊤
x Dx
x⊤ D(S) x
第 1 項はスペクトラルクラスタリングの Rayleigh 商で

る．このカーネルは，各元データと目標データとの間に定
義されたヒストグラムカーネルと，各元ドメインの最適
カーネルとの線形結合としてモデル化されている．メタ
学習により学習した関数に，目標データを代入すれば，目
標ドメインの問題を解くのに適切なカーネルが得られる．

ある．この式の最小化により，類似度行列 W に基づき
二つのクラスタに分けるとき，各データが 0 と 1 のどち

3·4 事例ベース・分離型

らのクラスタに近いかがベクトル x で示される．第 2 項

単独では予測精度の低い弱分類器を組み合わせて予測

は，詳細は省くが，元データで同じラベルのデータが同

性能を向上させるアンサンブル学習に基づく方法を幾つ

じクラスタになりやすいようにする制約項である．第 3

か示す．これらは，弱学習器として通常の学習器を用い

項は，第 1 項と似ているが，元データのみを分割してい

るため，分離型である．

る．これら三つの項の影響をパラメータ β と λ で調節す

代表的なブースティングである AdaBoost [Freund 96,

ることで，元ドメインのラベルと，データ間の類似度を

フロインド 99] を，帰納転移学習問題に拡張したのが

反映した，目標ドメインの分割が得られる．

TrAdaBoost [Dai 07b] である．通常のブースティングで

2·3 節でも述べた [Raina 07] の自己教示学習も特徴の

は訓練事例を重み付けし，弱学習器はこの重みを反映し

部分空間を利用する．元ドメインのラベルなしデータか

た誤差を最小化するように学習する．その弱分類器に事

ら，m 個の M 次元基底ベクトル b1 , . . . , bm を次式の最

例を分類させて，分類を誤った，すなわち苦手な事例を

小化で求める．

重視するように，事例の重みを更新する．このように学

min
a,b

∑

(S)

∥xi

−

i

m
∑

習した弱分類器の予測を，分類誤差に応じて凝集するこ

aij bj ∥22 + β∥ai ∥1 ,

s.t. ∥bj ∥2 ≤ 1

j

とで，最終的な予測結果を得る．TrAdaBoost では，苦
手な目標ドメインのデータの重みを増やす点は同じだ

ここで，aij は i 番目の事例についての，m 次元部分空

が，誤って分類した元ドメインデータは目標問題への関

間中の j 番目の特徴に対する係数である．こうして求め

連が弱いとみなして，その重みを下げる．さらに，全て

た基底 b を用いて，次式で目標ドメインの特徴データを

の弱分類器ではなく，一連の弱分類器のうち後半で獲得

射影する．

されたもののみを採用する点も異なる．もう少し形式的

(T )

arg min ∥xi
ci

−

∑

に述べると，弱分類器を学習する総回数を T ，t 回目の

cij bj ∥22 + γ∥ci ∥1

j

こうして求めた m 次元に射影した特徴ベクトル ci と，も
とのラベル

(T )
yi

を用いて学習をする．

学習器のラベル出力を ht (xi ) ∈ {0, 1}，元と目標の両訓
練データに対する ht (·) の重み付き誤差を ϵt < 1/2 とす
る．βt = ϵt /(1 − ϵt ) として，誤分類された目標データの
み，その重みを 1/βt 倍する．元データも，分類を誤った

05] は，特定の特徴の状態を他の特徴から予測するといっ

√
(2 ln t)/T ) 倍する．最終の分類は次
式を満たすときラベル 1 を，それ以外でラベル 0 を出力

た目標問題に関連した補助問題を利用して，目標問題を

する．

解くのに適切な部分空間を獲得する．[Argyriou 08] は，

∏T

次元削減を使う他の方法を幾つか挙げておく．[Ando

類似したタスクのクラスタを求め，各クラスタごとに部

ときにのみ 1/(1 +

−ht (x)
t=⌈T /2⌉ βt

≥

∏T

−1/2
t=⌈T /2⌉ βt

分空間を求める．[Satpal 07] は，特徴の各ドメインでの

順位付け用の RankBoost[Freund 03] にこのアイデアを導

期待値を求め，それらの値のドメイン間距離で特徴を重

入した [数原 09] などもある．

み付けするトランスダクティブ帰納転移である．[Wang

もう一つのアンサンブル学習であるバギング [Breiman

08] は次元削減そのものを目標にしており，目標ドメイ

96] を転移学習用に拡張したのが TrBagg[Kamishima 09]

ンのデータをクラスタリングでラベル付けするステップ

である．バギングは，訓練データからブートストラップサ

と，両ドメインのラベルを用いて Fisher 判別分析による

ンプリング，すなわち重複を許してサンプリングして生

次元削減を繰り返すトランスダクティブ転移学習である．

成した訓練事例集合をいくつか作り，それぞれから弱分

他に [Do 06, Pan 08a] なども次元削減を用いる方法とみ

類器を作る．最終分類結果はこれらの弱分類器の多数決

なせるだろう．

で決める．TrBagg は目標データからではなく，両データ

カーネルを使った特徴ベースの手法である [Rückert 08]

を併せたデータからサンプリングして弱分類器を学習す

を紹介する．複数の元ドメインがある状況を想定し，基

る．すると，これらの弱学習器には目標ドメインに適し

礎カーネルの線形結合で決まるカーネルの重みを，各元

たものとそうでないものが混在してしまう．そこで，目
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標データを分類し，その経験誤差を悪化させるような弱
分類器を廃棄し，残った弱学習器の多数決により最終結
果を決める．

木，ソフトマージンの SVM は大域的学習器である．
トランスダクティブ転移学習の [Xing 07] では，元デー
タで学習した分類器で目標データを分類する．ここで，元

マルチタスク学習で，複数の元データから学習された

データと目標データには違いがあるため，一度，両者の中

分類器を統合する方法が幾つかある．[Eaton 08] は，目標

間である両方のデータを混ぜたデータへ転移し，その分類

データのみで学習した場合と，元データを考慮して学習

結果をさらに目標データへの転移に用いるという bridged

した場合での予測精度の差で定義される転移可能性の概

reﬁnement を提案している．

念を導入している．最終的な分類器は，この転移可能性
の大きな分類器が，より重視されるように作られる．ト

3·5 事例ベース・統合型

ランスダクティブ転移学習の [Gao 08] は，各元データか

Migratory-Logit [Liao 05] は，帰納転移学習問題を扱

ら訓練した分類器の重要性を入力データの一致性に基づ

う．ロジスティック回帰をベースにした次の目的関数を

いて決める．この一致性は，クラス境界が分布の低密度

最適化するように，各元データの重要度 µi と，重み w

部分にあるという仮定の下，目標データのクラスタリン

とを求める．

グ結果と，元データのラベル付けの一致性で測る．
共変量シフト (covariate shift) [Shimodaira 00] は転移
学習とは異なる経緯で提案されたが，トランスダクティ

max
w,µ

∑

(T )

σ(yi

w⊤ xi )
(T )

i

ブ転移学習と類似している．この問題での仮定は，教師

+

∑

(S)

情報ありの元データの入力は分布 Pr

[X] から得られる
が，予測の対象となる目標データの入力は分布 Pr(T ) [X]
に従う．そして，入力が与えられたときの出力の分布は両

ln σ(yi w⊤ xi
(S)

(S)

(S)

+ y i µi )

i

subject to

ドメインで等しい，すなわち Pr(S) [Y |X] = Pr(T ) [Y |X]

1
N (S)

∑

(S)

(S)

yi µi ≤ C, C ≥ 0, yi µi ≥ 0

i
(D)

∈ {−1, +1} なので，yi w⊤ xi

である．出力が実数である回帰問題において，両ドメイ

ここで，ラベル変数は yi

ンの入力分布は既知としたとき，次式を最小化するよう

が正ならば予測は正しく，負なら誤りである．目標デー

にパラメータ θ を定めることで，漸近的に目標ドメイン

タについては通常のロジスティック回帰だが，元データ

で適切な予測ができる．

には yi

(T )
N
∑

Pr(T ) [xi ]

i

Pr(S) [xi ]

(S)

(S) (S)
(S)
µi がある．元データ xi が誤分類されると
(S)
(S)
(S) (S)
yi w⊤ xi は負になるが，この正の追加項 yi µi に

(S)

loss(yi , xi ; θ)

共変量シフトについては [杉山 06] の解説が詳しい．そ

よって『埋め合わす』，すなわち一部の元データを無視
する．ところが，無制限に元データを無視してしまうと，
当然ながら元データは役に立たないので，この追加項の

の他，[Sugiyama 07b, Huang 07, 杉山 07a] などの研究も

総和をたかだか N (S) C に抑える．よって，このパラメー

ある．

タ C を大きくすると，より多数の元データが無視される

調査対象である母集団の特徴が，実際に標本を集めた
集団とは異なる標本選択バイアス (sample selection bias)

ことになる．
より簡潔な定式化として [Wu 04] のような方法もある．
これは，元データと目標データそれぞれに対する損失の

[Heckman 79, 星野 09] も転移学習と関連がある．機械
学習分野で標本選択バイアスを扱った [Zadrozny 04] で
は，入力 x と出力 y に加えて隠れ変数 s ∈ {0, 1} を導入
する．標本 (x, y) はランダムに母集団からサンプリング
されているのだが，隠れ変数が s = 1 であれば標本は参
照できて分析に利用できるが，s = 0 であれば参照できな
い．ここでは，x が与えられたとき s と y が条件付き独立
である，すなわち Pr[y|s, x] = Pr[y|x] である場合につい

の生成モデルと類似しているが，元・目標モデルに共通す

て次の結果を示した．訓練事例が増えたときに学習器の

のとみなせるため，[Wu 04] の方法は事例ベースのアプ

出力が Pr[y|x] のみに依存する局所学習器と，Pr[y|x] と

ローチとして扱った．

線形和を全体の損失とし，元データに対する損失が，目
標データのそれより相対的に小さく評価されるように係
数を掛けている．この方法は，3·3 節で紹介した混合型
る因子があるため，本稿では特徴ベースに分類した．生
成モデルを使う学習手法でも，両ドメインを繋ぐ要素が
なければ，両ドメインからの訓練事例を重み付けしたも

Pr[x] の両方に依存する大域的学習器とを考えると，局所
的学習器は標本選択バイアスに影響されないが，大域的
学習器は影響を受ける．なぜなら，Pr[y|s, x] = Pr[y|x]
より Pr[y|x] は s に依存せず，そのままデータから推定
できるが，Pr[x] は s に依存しているからである．独立

3·6 そ の 他 の 観 点
最後に，手法そのもの以外で，転移学習に関連する話
題を取り上げる．
カリキュラム学習 (curriculum learning) [Bengio 09] は，

性仮定のないベイズ分類器，ロジスティック回帰，ハー

目標タスクを解くための訓練集合を最初から与えるので

ドマージンの SVM などは局所的で，単純ベイズ，決定

はなく，目的タスクとは関連があるが，それよりも相対
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的に容易なタスクの事例を先に与えるものである．例え
ば，任意形状の丸・三角・四角の 3 種類の画像を識別する
目標タスクに対して，正円・正三角形・正方形の 3 種類
だけを含むような訓練事例を初期的に与える．また，自
然言語処理での学習で，当初は語彙数を減らして訓練す
る場合などもある．こうしたカリキュラム学習の枠組み
を採用することで，多峰性の目的関数をオンライン学習
をするとき，良い解に早く収束するだけでなく，汎化性
能も良くなる事例を実験的に示している．

[Rosenstein 05] は，転移学習で元データを利用したこ
とで，かえって予測精度が低下する負の転移 (negative
transfer) 現象について論じた．元データと目標データが
共通の事前分布に依存する階層ベイズモデルにおいて，
元と目標データの分布の差異が大きいと負の転移が起き
ることを実験的に示している．

[Shi 08] では，こうした負の転移の問題に対処するた
め，元データからの転移に，人手によるラベル付けを加
える枠組みを提案している．まず，転移学習器の予測が
信頼できればそのラベルを，信頼出来なければ専門家に
ラベル付けさせる．この手続きで，得られたラベル付き
目標データから最終の分類器を学習する．転移学習によ
る予測の信頼性は，元データと目標データそれぞれで訓
練した分類器の予測の一致，ラベルのある目標データ数，
分類器の確信度などに基づいて判定している．
目標ドメインでの誤差限界についての議論もある．元ド
メインや目標ドメインで学習した予測器の線形結合で目
標問題を解く場合に，汎化誤差を最小化するように重みを
定める問題を扱う [Blitzer 08, Crammer 08] や，転移学習
で獲得した予測器の汎化誤差について論じた [Ben-David

07, Dai 07b] がある．

4. お わ り に
以上，本稿では転移学習を体系的に捉える試みを行い，
いろいろな転移学習手法を紹介した．現在の転移学習の
研究では，ベクトルを入力とするような識別・回帰問題
に対する手法から，木・時系列・グラフなどより複雑な
入力を扱うようになってきている [TSL 09, TM 09]．さ
らに，ドメイン間の関連性の多様化，目標データ数が少
ない場合，パラメータ調整のノウハウなども重要だと考
えている．
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