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1 はじめに
Stiefel多様体 St(p,N) := {X ∈ RN×p|XTX = I}
上の最適化は主成分分析 [1]やディープニューラルネット
ワークの学習 [2]等，信号処理や機械学習の領域で重要性
が高まっている．これらの応用では各サンプルに対応づけ
られた fi : RN×p → R の和 f(X) := 1

n

∑n
i=1 fi(X) の

最小化が制約条件X ∈ St(p,N)下で求められる．ビッグ
データ解析応用 (nが大)では，計算量削減のため，一部
の fi のみを推定値更新に利用する確率的最適化戦略 (例:
確率的分散勾配縮小法 (SVRG) [3,4])が望まれるが，既
存の「St(p,N)制約付きSVRG」[1]には無制約のSVRG
の特長が十分に継承されていない．小文では，「Adaptive
Localized Cayley Parametrization(ALCP) [5]を利用し
た St(p,N) 制約付き SVRG」を提案する．
2 確率的勾配分散縮小法 (SVRG)
2.1 RN×p 上の非凸最適化のための SVRG
RN×p 上の SVRG [4]は，確率的勾配降下法で問題と
なる確率勾配の分散抑圧のため，基準点 X̃ を設け，一
様ランダムに選ばれた i ∈ {1, 2, . . . , n} を用いた更新:

Xk+1 = Xk − γk(∇fi(Xk)−∇fi(X̃) +∇f(X̃)) (1)

を行う．基準点は，一定回数の反復の後，最新の推定値
に更新される．基準点と推定値での勾配の相乗効果によ
り，確率勾配∇fi(Xk) のみを用いた素朴な確率的勾配
降下法の収束性能が大きく改善されるため，SVRGは近
年の確率的最適化法の代表的な戦略基盤となっている．
2.2 接空間を利用した「St(p,N)制約付き SVRG」
「標準的な St(p,N)制約付き最適化戦略」の各反復で
は，推定値Xk ∈ St(p,N) は，その近傍で St(p,N) を
局所近似する接空間 TXk

St(p,N) 上に制限された負勾
配−∇TXk

f(Xk) を初速度とする測地線上の 1 点に更新
される [6]．既存の「St(p,N) 制約付き SVRG」[1]も，
この戦略に倣って実現されてきたが，基準点の勾配と推
定値の勾配が異なる接空間上に制限されるため，両者の
相乗効果を引き出すことが困難であった．実際に [1]は，
基準点の勾配を最新の接空間に vector transport [6]す
る方針を提案しているが，収束性能劣化を招く「0 に収
束するステップ幅 γk」を用いる必要がある．
3 ALCPを利用した「St(p,N)制約付き SVRG」
最近，筆者らは「O(N) := St(N,N)制約付き最適化戦
略」としてALCP [5]を提案している．[2,7,8]にはO(N)
制約付き最適化問題を，逆Cayley変換Φ−1

I [p = N，S =
I の場合の式 (2)]を用いたベクトル空間 QN,N (I) 上の
f ◦Φ−1

I の最適化問題に帰着する最適化戦略が提案され
ているが，特異点集合 EN,N (I) 周辺での縮尺拡大によ
る収束性能劣化が問題となっていた (図 1) [7, 8]．[5]は
中心点 S ∈ O(N) ごとに定義される逆局所 Cayley変換
Φ−1

S [p = N の場合の式 (2)] を導入し，最新の推定値
Xk ∈ O(N) が EN,N (S) に接近しないよう S を適応的
に更新することにより収束性能の改善を図るアイディア
を示している (図 2)．ALCPは「ベクトル空間上で開
発された最先端の最適化戦略」をO(N)上の最適化問題
に直接導入可能にする大きな特長を備えている．

図 1: EN,N (S) 周辺の縮尺拡大による性能劣化のイメージ
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図 2: ALCP のアイディア 図 3: 数値実験例

小文では，St(p,N)へ逆局所Cayley変換の一般化1:

Φ−1
S : QN,p(S) → St(p,N) \ EN,p(S)

: V 7→ S(I − V )(I + V )−1IN×p (2)

を与えると共に，ALCPを St(p,N) に適用することを
提案している．中心点 S と基準点を同じタイミングで
変更することにより，ALCPを利用した「St(p,N) 制約
付き SVRG」が自然に実現できる．提案法は基準点更
新までの間，同一のベクトル空間上で点列更新 [式 (1)]
されるため，[4]で示された収束解析法も自然に継承で
きる．なお、最近に至るまで SVRGにはいくつかの改
良工夫が見られるが，いずれの工夫も小文のアイディア
で St(p,N)上に直接導入可能である．また，提案法のス
テップ幅 γk の決定に必要な ∇(f ◦ Φ−1

S ) の Lipschitz
定数評価法も得ており，この情報を活用する SVRG以外
の多くの最適化戦略も St(p,N) 上に翻訳できる．O(10)
上の同時対角化問題 [5](n = 104)を例とする数値実験を
新たに実施し，提案法 (ALCPを利用した「St(p,N)制
約付き SVRG」)が極めて優れた収束性能を達成するこ
とを確認している (図 3:∇fi の評価回数に対する性能)．
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1ベクトル空間QN,p(S) :=

{[
A −BT

B 0

]∣∣∣∣AT=−A∈Rp×p

B∈RN−p×p

}
，特

異点集合 EN,p(S) := {U ∈ St(p,N)|det(I +(SIN×p)
TU) = 0}，

IN×p ∈ St(p,N)は単位行列 I ∈ O(N)の左から p列を並べた行列．
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