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深層学習の広がり 2

[Glow: Generative Flow with Invertible 1x1 Convolutions. 
Kingma and Dhariwal, 2018]

AlphaGo/Zero 画像の生成

画像の変換

画像認識

自動翻訳

[Zhu, Park, Isola, and Efros: Unpaired image-to-image translation using 

cycle-consistent adversarial networks. ICCV2017.]

様々なタスクで高い精度

[Silver et al. (Google Deep Mind): Mastering the game of Go with 

deep neural networks and tree search, Nature, 529, 484—489, 

2016]

[Wu et al.: Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation. arXiv:1609.08144]

[He, Gkioxari, Dollár, Girshick: Mask R-CNN, ICCV2017] 



諸分野への波及 3

タンパク質構造予測

[Niepert, Ahmed&Kutzkov: Learning Convolutional Neural 

Networks for Graphs, 2016]

[Gilmer et al.: Neural Message Passing for Quantum Chemistry, 

2017]

[Faber et al.:Machine learning prediction errors better than DFT 

accuracy, 2017.]

量子化学計算，分子の物性予測

[Google AI Blog, “Deep Learning for Robots: Learning from 

Large-Scale Interaction,” 2016/5/8]

ロボット

[John Jumper et al., "High Accuracy Protein Structure Prediction Using Deep Learning", in 
Fourteenth Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction (Abstract Book), 
pp. 22–24]

[Andrew W. Senior et al., "Protein structure prediction using multiple deep neural networks in 
the 13th Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP13)", Proteins: Structure, 
Function, Bioinformatics, 87(12), pp. 1141-1148]

AlphaFold：CASP13 (2018), CASP14 (2020) で優勝

[Brown et al. “Language Models are Few-Shot Learners”, NeurIPS2020]

[Alammar: How GPT3 Works - Visualizations and Animations, 
https://jalammar.github.io/how-gpt3-works-visualizations-
animations/]

(巨大)言語モデル

モデルのサイズを変えてfew-shot
学習の性能向上を実証
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深層学習の理論解明

なぜ深層学習はうまくいくのか？

4

特徴学習の影響



深層モデルの特徴

• 線形関数のモデル

5

• カーネルモデル

• 深層モデル

非
線
形
化

可
変
基
底
化

学習可能固定

学習可能学習可能
学習可能

固定



深層モデルの特徴

• 線形モデル

6

• カーネルモデル

• 深層モデル

非
線
形
化

可
変
基
底
化

学習可能固定

学習可能学習可能
学習可能

固定問題意識
• 基底を学習可能にすることで何が良くなるか？
• 最適化可能か？



Barron classとランダム特徴量 7

ただし

• 𝑀個のランダム特徴量で張られるモデル：

ある確率測度𝜋が存在して，その𝜋によって決まる再生核ヒルベルト空間の元

𝑓 ∈ ℋ𝜋 ( 𝑓 ℋ𝜋
≤ 1) を適切に取ってくると，以下が成り立つ:

• 𝜋で決まる再生核ヒルベルト空間：

（実際，これは再生核を とするRKHSになっている．）

次元の呪い

定理 (Barron classの近似定理; E, Ma, Wu, 2018)

(誤差𝜖を達成するには𝑀 = 𝜖−Ω(𝑑)必要)

ランダムに生成して固定
(近似対象によって変えない)

[E, Ma, Wu: A priori estimates of the population risk for two-layer neural network. arXiv:1810.06397, 2018]



NNによる次元の呪いの解消

一方で，近似対象の関数𝑓に対して，適切に一層目のパ

ラメータ 𝑢𝑗 𝑗=1

𝑀
を設定すると，次元の呪いを回避できる．

8

[E, Ma, Wu: A priori estimates of the population risk for two-layer neural network. arXiv:1810.06397, 2018]

：NNの集合

NNによって関数近似の効率が改善されている．

𝑀−2/𝑑 ⇒ 𝑀−1

これも動かせる

(一層目固定) (一層目可変)



第1部
深層学習の統計理論
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深層学習の適応的推定能力
-ノンパラメトリック回帰理論-

10



統計的推定理論による比較

深層 vs 浅層 の統計理論

→「関数近似精度/推定精度」を比べてみる．

「多層」による特徴抽出と推定精度

11

ノンパラメトリック回帰の設定

𝜉𝑖 ∼ 𝑁 0, 𝜎2 は観測誤差

※実はこれは二乗損失の平均余剰誤差になっている．

推定誤差 (平均二乗誤差):



典型的な例 12

滑らかな部分と
そうでない部分が混在

変動が大きい
(滑らかでない)

滑らか

大きく変動する方向と
そうでない方向が混在

Besov空間

[Suzuki, 2019]
[Schmidt-Hieber, 2019] [Nakada&Imaizumi, 

2019][Chen et al., 2019][Suzuki&Nitanda, 2019]

[Imaizumi&Fukumizu, 2019]



直感的説明 13

非滑らか

滑らか

• ガウスカーネルを用いた関数近似 (カーネル法・非適応的)

同じ幅の基底の線形結合 → 効率悪い

• NNによる関数近似

場所によって解像度(幅)の違う基底を生成可能 → 効率良い



仮定 𝑓∘ ∈ 𝐵𝑝,𝑞
𝑠 ( 0,1 𝑑): 真が“Besov空間”に入っている．

「浅い」学習との比較 14

≫

(𝑛: sample size，𝑝: uniformity of smoothness，𝑠: smoothness)

カーネルリッジ回帰等：

線形推定量 (非適応的手法) 深層学習

• 深層学習は場所によって解像度を変える適応力がある
→学習効率が良い

• 浅い学習は様々な関数を表現できる基底を
あらかじめ十分用意して“待ち構える”必要がある．
→学習効率が悪い

ミニマックス最適性の意味で理論上これ以上改善
できない精度を達成できている．

平均二乗誤差 E መ𝑓 − 𝑓∗
2

がサンプルサイズが増えるにつれ減少するレート

[Suzuki, ICLR2019]

一様な解像度 適応的解像度

最適ではない 最適

• Wavelet shrinkageより弱い条件
• 基底を用意せず最適化するだけでOK



線形推定量 15

例
• Kernel ridge estimator

• Sieve estimator
• Nadaraya-Watson estimator

• k-NN estimator

線形推定量: 観測値𝑌 = 𝑦𝑖 𝑖=1
𝑛 に対して線形な推定量.

線形

Kernel ridge regression:

“浅い” 学習法
正則化付き最小二乗推定量

(特徴マップ)

固定

学習可能

固定

グラム行列 (カーネル関数)

(see also [Imaizumi&Fukumizu, 2019])



典型的な例 16

滑らかな部分と
そうでない部分が混在

変動が大きい
(滑らかでない)

滑らか

大きく変動する方向と
そうでない方向が混在

Besov空間



(超)高次元入力NNの学習理論 17

不変な方向

変化する方向

𝑠1, 𝑠2, 𝑠3: 滑らかさ

• 真の関数が方向によって異なる滑らかさを持つ状況では
DNNは重要な方向を見つけ，次元の呪いを回避する．

• 一方で，浅い学習法は次元の呪いを受ける．

Suzuki&Nitanda: Deep learning is adaptive to intrinsic dimensionality of model smoothness in anisotropic Besov space. 
NeurIPS2021, spotlight.

Hayakawa and Suzuki: Neural Networks 2020.

関連研究：

- 教師生徒設定における大域的最適化と次元の
呪いの回避

- 深層学習の浅層学習への優位性: 

Suzuki and Akiyama: ICLR2021, spotlight.

: 非等方的Besov空間 (𝐵𝑝,𝑞
𝑠(ℓ)).

真の関数のモデル：
非等方的Besov空間の元の合成関数

➢ 滑らかさが方向によって異なる関数空間
➢ 合成することで様々な形状を実現

(例：多様体上の関数: 一層目で座標を抽出，二層目がその座標上の関数)

Def. (非等方的Besov空間)

真の関数の滑らかさが方向によって大きく異なる
状況滑らかでない方向が少なければ次元の呪いを
回避できる．
→ 「非等方的Besov空間」を用いた理論．

例：データが低次元多様体まわりに分布し，
真の関数は多様体に直交する成分に依存しない．



(超)高次元入力NNの学習理論 18

不変な方向

変化する方向

𝑠1, 𝑠2, 𝑠3: 滑らかさ

• 真の関数が方向によって異なる滑らかさを持つ状況では
DNNは重要な方向を見つけ，次元の呪いを回避する．

• 一方で，浅い学習法は次元の呪いを受ける．

Suzuki&Nitanda: Deep learning is adaptive to intrinsic dimensionality of model smoothness in anisotropic Besov space. 
NeurIPS2021, spotlight.

Hayakawa and Suzuki: Neural Networks 2020.

関連研究：

- 教師生徒設定における大域的最適化と次元の
呪いの回避

- 深層学習の浅層学習への優位性: 

Suzuki and Akiyama: ICLR2021, spotlight.

: 非等方的Besov空間 (𝐵𝑝,𝑞
𝑠(ℓ)).

真の関数のモデル：
非等方的Besov空間の元の合成関数

➢ 滑らかさが方向によって異なる関数空間
➢ 合成することで様々な形状を実現

(例：多様体上の関数: 一層目で座標を抽出，二層目がその座標上の関数)

Def. (非等方的Besov空間)

真の関数の滑らかさが方向によって大きく異なる
状況滑らかでない方向が少なければ次元の呪いを
回避できる．
→ 「非等方的Besov空間」を用いた理論．

例：データが低次元多様体まわりに分布し，
真の関数は多様体に直交する成分に依存しない．

直感



推定誤差の評価 19

深層

（次元の呪いを受ける）

浅層

• 特徴抽出能力の重要性を理論的に正当化
• 浅い学習方法は一番滑らかでない方向の滑らかさ

(𝒔𝟏)が支配的で，次元の呪いを受ける．
• 証明には「凸法の議論」を用いる．

定理

(最小二乗推定量)
※今回は最適化手法に関しては議論せず，最適化はできるものと仮定する．

,

各方向への滑らかさの調和平均が収束レートを決める．

例: 𝑯 = 𝟏の時 浅い学習方法との比較 (informal)：

少ない数の方向において𝑠𝑖が小さく
(滑らかでない)，その他の方向には𝑠𝑖
が大きい(滑らか)であるとき，次元
の呪いを回避できる．

不変な
方向 変化する

方向

𝑠1, 𝑠2, 𝑠3: 滑らかさ



他にも様々な理論が

• 真の関数𝑓∘の形状によって深層が有利になる

20

深
層

カ
ー
ネ
ル

縮小ランク回帰

特徴空間の次元
が低い状況は深
層学習が得意

区分滑らかな関数

不連続な関数の
推定は深層学習
が得意

Besov空間

滑らかさが非一
様な関数の推定
は深層学習が得
意

低次元データ

データが低次元
部分空間上に分
布していたら深
層学習が有利

[Suzuki, 2019]
[Schmidt-Hieber, 2019] [Nakada&Imaizumi, 

2019][Chen et al., 2019][Suzuki&Nitanda, 2019][Imaizumi&Fukumizu, 2019]

推
定
精
度



数学的に一般化 21

[Satoshi Hayakawa and Taiji Suzuki: 2020]

「滑らかさの非一様性」「不連続性」「データの低次元性」
凸結合を取って崩れる性質をもった関数の学習は深層学習が強い

例：ジャンプが３か所の区分定数関数

+ =

0.5x 0.5x

ジャンプ3か所 ジャンプ3か所 ジャンプ6か所

深層:1/𝑛, カーネル: 1/ 𝑛

縮小ランク回帰

区分滑らか

Besov空間

低次元構造

非凸性

変動指数
Besov空間

• 線形モデルは広めのモデルで待ち構えている必要あり．
• 特徴抽出による非凸性→深層学習の優位性．



第2部
深層学習の最適化
-非凸性の影響-

22



深層学習の“学習” 23

深層ニューラルネットワークをデー
タにフィットさせるとは？

損失関数：データへの当てはまり度合い

𝑖番目のデータで正解していれば
小さく，間違っていれば大きく

𝑊:パラメータ

損失関数最小化

(Wは数十億次元)

通常，確率的勾配降下法で最適化
最適値



Loss landscape
• 横幅の広いNNの訓練誤差には孤立した局所最
適解がない．（局所最適解は大域的最適解とつ
ながっている）

24

[Venturi, Bandeira, Bruna: Spurious Valleys in One-hidden-layer Neural Network Optimization Landscapes. 
JMLR, 20:1-34, 2019.]

定理

𝑛個の訓練データ 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 𝑖=1
𝑛 が与えられているとする．損失関数ℓは

凸関数とする．
任意の連続な活性化関数について，横幅がデータサイズより広い

（𝑀 ≥ 𝑛）二層NN𝑓 𝑎,𝑊 (𝑥) = σ𝑚=1
𝑀 𝑎𝑚 𝜂(𝑤𝑚

⊤𝑥)に対する訓練誤差
𝐿 𝑎,𝑊 = 1

𝑛
σ𝑖=1
𝑛 ℓ(𝑦𝑖 , 𝑓 𝑎,𝑊 (𝑥𝑖))の任意のレベルセットの弧状連結

成分は大域的最適解を含む．言い換えると，任意の局所最適解は
大域的最適解である．

こうはならない こうなる

(つながっていない)

※とはいえ，勾配法で大域的最適解に到達可能かは別問題．



オーバーパラメトライゼーション

横幅が広いと局所最適解が大域的最適解になる．

25

• 二種類の解析手法
➢ Neural Tangent Kernel (NTK)

➢ Mean-field analysis (平均場解析)

…

狭い横幅

広い横幅

自由度が高いので，目的関数を減少さ
せる方向が見つけやすい．

0

0



二つのスケーリング

• Neural Tangent Kernelのregime (lazy learning )

➢ 𝑎𝑗 = O(1/ 𝑀)

• 平均場解析のregime

➢ 𝑎𝑗 = Ο(1/𝑀)

26

初期化のスケーリングによって，初期値と比
べて学習によって動く大きさの割合が変わる．
→ 学習のダイナミクス，汎化性能に影響

[Nitanda & Suzuki (2017), Chizat & Bach 

(2018), Mei, Montanari, & Nguyen (2018)]

[Jacot+ 2018][Du+ 2019][Arora+ 2019]

（解析の難しさも違う）

(Xavier initialization/He initialization)



(参考) 初期化スケールと学習率の取り方

• ABCパラメトライゼーション [Yang&Hu, 2021]

27

(1) パラメータ設定

(𝑤𝑙が学習パラメータ)

(2) 初期化法 (3) 学習率のスケール

𝑛:横幅

A B C

(適切なスケーリング)

[Yang&Hu: Tensor Programs IV: Feature Learning in Infinite-Width Neural Networks. ICML2021.]



Neural Tangent Kernel 28

初期値のスケールが大きいので，初期値周りの
線形近似でデータにフィットできてしまう．

Neural Tangent Kernel

[Jacot, Gabriel, & Hongler (2019)] 

最適化のダイナミクスや汎化性能などは，
NTKをカーネル関数とするカーネル法としてとらえられる．

カーネル関数は特徴写像の内積

特徴写像とみなせるテイラー展開

各ニューロンの微分で得られる
特徴写像の内積を全ニューロンで平均

(線形モデル)

重要



勾配法とKernel alignment 29

問：勾配法で𝑊を更新することで，データに合った特徴量を獲得できるか？
結果：真の関数がある一つの方向にのみ依存する (𝑓∗ 𝑥 = 𝜎∗(〈𝑥, 𝑤∗〉)) とき，
大きな勾配を用いた一回の更新でその方向を正しく推定することができる．

→ カーネルAlignment，特徴量学習．

𝑛, 𝑑, 𝑁 → ∞の極限を考え，勾配法１回の更新後の予測誤差を評価．

➢ 𝜂 = 𝑁 (大きな学習率)：非線形成分も学習できて，NTKの限
界を超えられる．

➢ 𝜂 = 1 (中程度の学習率)：初期値𝑊は優越するが，TNKの限界
は超えられない．

➢ 𝜂 = 𝑜(1)では初期値𝑊と同じ予測誤差．
（勾配はほぼランク１（シグナル方向だけを補足））

Gaussian equivalence property + Random matrix theory 

→ Exact risk evaluation.

点: 実測値
実線: 理論値

[Jimmy Ba, Murat A. Erdogdu, Taiji Suzuki, Zhichao Wang, Denny Wu, Greg Yang: High-dimensional Asymptotics of 

Feature Learning: How One Gradient Step Improves the Representation. arXiv: arXiv:2205.01445]

参考

(平均場設定)

NTKの限界



特徴学習による影響 30

• 𝜂 = Θ(1) (中間的な大きさのステップサイズ):

• 1ステップのGDでも精度が必ず改善させる．
• しかし，大きく改善させることはできない．なぜなら

• 𝜂 = Θ( 𝑁) (大きな学習率):

(𝑅𝑊(𝜆): 一層目を𝑊として二層目をリッジ回帰(正則化パラ𝜆)で学習した場合の予測誤差)

• Τ𝑑 𝑛 → 0で誤差がいくらでも小さくできる．
• 学習率を大きくすることで非線形成分も学習でき，精度を大きく改善している．

Maximal update parameterization (𝜇P) [Yang and Hu, 2020]
として知られている．

非線形成分も
学習できている

ただし𝑃>1𝑓
∗は𝑓∗から線形関数の成分を引いたもの．

つまり，非線形成分が学習できない！(高次元特有の問題)

参考



𝑾𝟏のスペクトル分布のスパイク 31

𝑾𝟎のスペクトル: MP則
(一回の更新で変わらず)

𝑓∗の第一線形成分への

alignment 
(特徴学習)

参考



ノイズあり勾配法と大域的最適性

32

より高次の情報を学習するには非凸最適化を扱う必要がある．



GLD/SGLD

• 確率的勾配ランジュバン動力学

33

定常分布：

(勾配ランジュバン動力学)

(非凸)

GLD:

SGLD:

確率的勾配

(Euler-Maruyama scheme)

𝛽: 逆温度パラメータ

時間離散化 [Gelfand and Mitter (1991); Borkar and 

Mitter (1999); Welling and Teh (2011)]

Stochastic Gradient Langevin Dynamics (SGLD)



定常分布 34

適当な条件のもとGLDの定常分布は以下で与えられる: 

➢ 𝛽が大きければ，定常分布は最
適解周りに集中する．

➢ 定常分布からのサンプリング
にも使える (というかこっちが
本来の目的)．

Gaussian noise
Gradient descent



対数ソボレフ不等式と幾何的エルゴード性 35

定常分布

[Bakry, Gentil, and Ledoux: Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators. Springer, 2014. Th. 5.2.1]

対数ソボレフ不等式 (𝝅∞の性質): 

幾何的エルゴード性 𝜇𝑡: 𝑋𝑡の周辺分布

定常分布へKL-divergenceの意味で指数オーダーの収束

任意の(𝜋∞に対して絶対連続な)確率分布 に対し，

例：
• 二次関数+有界関数
• Weak Morse型関数

KL-div Fisher-div



対数ソボレフ不等式の十分条件 36

Bounded perturbation lemma:

[R. Holley and D. Stroock. Logarithmic sobolev inequalities and stochastic Ising models. Journal of statistical physics, 46(5-
6):1159–1194, 1987.]

• 散逸的 (dissipative): 

• 平滑性: 

[Raginsky, Rakhlin and Telgarsky, 2017]

𝐿(𝑥) が𝜇-強凸⇒強凸な場合:
[Bakry and Émery, 1985]



Wasserstein勾配流としてのGLD 37

Vector field:𝑣𝑡

Mass: 𝜇𝑡(𝑥)
: 𝑋𝑡の分布 (密度関数であると考えてもらって問題ない)

𝜇𝑡の従う偏微分方程式: Fokker-Planck方程式 (伊藤の公式)

次のように解釈できる: 

−𝑣𝑡とおく

実は，これは以下の目的関数を最小化するWasserstein勾配流である: 

[連続の方程式]

参考



Wasserstein勾配流 38

以下，無視

連続の方程式 𝜇𝑡 = −𝛻 ⋅ [𝑣𝑡𝜇𝑡] に従っているなら

特に， は最急降下方向で

定常分布𝝁∗からのKL-divを最小化するWasserstein勾配流

参考



離散時間ダイナミクスの収束レート 39

定理 (informal)

[Raginsky, Rakhlin and Telgarsky, 2017; Xu, Chen, Zou, and Gu, 2018; Erdogdu, Mackey and Shamir, 2018]

過程: 𝐿 は𝑀-平滑:

• ただし，一般には対数ソボレフ不等式は𝛽に指数的に依存することに注意．
（そうでない場合もある：強凸目的関数，Weak Morse関数）

• 逆温度パラメータ𝛽が十分大きければ，目的関数が非凸でも最適解の近くに
到達できる．

where 𝑐, 𝑐𝐶𝐿𝑆,𝛽,𝑑 > 0 are constants. 

幾何的エルゴード性 時間離散化の誤差 𝐸𝜋∞ 𝐿 𝑋 − 𝐿(𝑋∗)

[Vempala and Wibisono, 2019]定理

散逸性と平滑性の条件のもと (and other technical condition),

定常分布が最適解まわりにど
れだけ集中しているか
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GLDによるNNの最適化

41



where .

二層NNの最適化 42

観測モデル:

教師生徒設定 with ReLU活性化関数:

Teacher Student (overparameterization)

• 教師と生徒で同じサイズとする. (おそらく緩和可能)
• 生徒は教師を多項式時間で推定できるか？



勾配ランジュバン動力学による最適化 43

L2-正則化あり経験損失関数: 

L2-正則化

ReLUではL2-正則化はスパース正
則化 (L1-正則化) でもある．

二段階最適化

(1) 探索フェーズ: GLD 

ガウスノイズ

(2) 収束フェーズ: ノイズ無し・正則化なしの勾配法



収束の様子 44

勾配ランジュバン動力学による探索：最適解近傍への収束

最適解まわりでは大体強凸
→ 普通の勾配法で線形収束

二段階の収束フェーズ：実験的にも観測されている (Hidden progress)

1. 探索フェーズ:  

2. 収束フェーズ:

ニューロン１

ニューロン２

ニューロン３

目的関数値



収束解析 45

定理 (informal)

Phase 1 (大域的探索フェーズ):

Phase 2 (収束フェーズ):

(𝑚, 𝑑, 𝜎min固定の元で)適当な定数時間𝐾1が存在して，

𝑅 Θ 𝐾1 ≤ 𝜖0

[Akiyama and Suzuki: Excess Risk of Two-Layer ReLU Neural Networks in Teacher-Student Settings and its 
Superiority to Kernel Methods. arXiv:2205.14818]

しばらく探索すると期待損失をある閾値以
下まで減らせる (真に近くなる)

𝑅0 Θ 𝑘 − 𝑅0 Θ∗ ≤ 𝑐1 exp(−𝑐2(𝑘 − 𝐾1)).

大域的最適解へ線形収束

➢

➢

𝑊∘ = (𝑤1
∘, … , 𝑤𝑚

∘ )のm番目の特異値は𝜎minで下から抑えられる．➢



数値実験：二段階の学習ダイナミクス 46

探索フェーズ 収束フェーズ



予測誤差の比較

• 前ページのアルゴリズムで最適化して得られた解Θ𝑘

47

• 線形推定量の予測誤差の下限: 

線形推定量は次元の呪いを受ける
→ 特徴量も学習することで改善

多項式時間の計算量で線形推定量より予測誤差を改善できている．

（サンプルサイズ𝑛に対して多項式時間）



2層NNの学習・粒子勾配法

48



• 前のスライドでは横幅が小さいNNの最適化を
考えた．

• 実際は過剰パラメータ化した横幅が広いNNを
使うことが多い (表現力を上げるため)．

• 先のGLDの収束レートには次元が現れるので，
そのままでは使えない．

(実際，次元に指数関数的に依存する)

→ 平均場ランジュバン動力学

49



2層NNのGLDによる最適化 50

例: 

他の粒子との相互作用がある

𝑀 → ∞

多粒子化（平均場）：

𝑀 → ∞, 𝑡 → ∞の極限で粒子𝜃𝑗の分布𝜇𝑡は以下の分布に収束: 

重要：分布𝝁に対しては凸関数！(if 損失が凸)

定理 (Hu, Ren, Šiška, and Szpruch, 2021; Mei, Montanari, and Nguye, 2018)



粒子による分布の最適化 51

•各ニューロンのパラメータを一つの粒子とみなす．
•各粒子が誤差を減らす方向に動くことで分布が最
適化される．

1つの粒子

[Nitanda&Suzuki, 2017][Chizat&Bach, 2018][Mei, Montanari&Nguyen, 2018]

データへの当てはまりを
良くする方向に変化

M個の粒子が移動

(各粒子の移動方向：勾配方向)

(分布)

[Nitanda&Suzuki, 2017]



平均場ランジュバン動力学 52

Example: 

平均場ランジュバン動力学:

有限粒子での近似:

(これは有限横幅NNのGLDになっている)

Remark GLDの場合

モデル

目的関数

𝜇で微分
(局所的に線形化させ
ていることに相当)

(局所線形近似を最小化させる方向に移動)

対応する目的関数



非線形Fokker-Plakck方程式
• 平均場ランジュバン動力学は以下の非線形

Fokker-Planck方程式に従う:

53

ベクトル場: 𝑏(𝑥, 𝜇𝑡)

質量: 𝜇𝑡(𝑥)

※ 𝛿𝐹(𝜇𝑡)

𝛿𝜇
が𝜇𝑡に依存するので「非線形」，普通のGLDは𝜇𝑡について「線形」

これはℒを最小化させるWasserstein勾配流である．

(𝑝𝜇𝑡の定義)

−𝑣𝑡とおく

すると，
[連続の方程式]

(∵連続の方程式)
GLDの場合：

参考



MF-LDの収束 54

近接点更新解:

𝑝𝜇𝑡は一様に対数ソボレフ不等式 (定数𝛼)を満たし，ℓ𝑖が凸であるなら，

定理 (Entropy sandwich)

for all 𝜈.

[Nitanda, Wu, Suzuki (AISTATS2022)][Chizat (2022)]

(c.f., Mirror descent, exponentiated gradient)

LSIは各ニューロ
ンが有界なら成
り立つ by 

Holley--Stroock．

（線形収束！）

損失を線形化して得られる解

𝜇𝑡𝜇∗𝑝𝜇𝑡



難しさ: McKean-Vlasov過程

• 粒子間相互作用のある確率微分方程式 (McKean, 
Kac,…, 60年代)

55

𝑡 = 1 𝑡 = 2 𝑡 = 3 𝑡 = 4

Propagation of chaos: 
𝒕 → ∞で粒子が独立であるかのように振る舞う現象．

離散時間・有限粒子での収束レート・近似誤差は未だ解明されていない．



有限粒子・離散時間アルゴリズム 56

L2-正則化Prob meas.

負エントロピー正則化を加える：分布は密度を持ち，最適化しやすくなる．

難しさ
➢ 基本的に無限次元最適化．
➢ 期待値の陽な記述は得られない．
➢ McKean-Vlasov過程を直接扱う

と難しい．

KL-div from a Gaussian distribution.
密度関数に関して凸関数
→ 通常の凸最適化手法を援用できる．

[Nitanda, Wu, Suzuki: Particle Dual Averaging: Optimization of Mean Field Neural Networks with Global Convergence Rate Analysis. NeurIPS2021]

[Oko, Suzuki, Nitanda, Wu: Particle Stochastic Dual Coordinate Ascent: Exponential convergent algorithm for mean field neural network 

optimization. ICLR2022]

[Nitanda, Wu, Suzuki: Convex Analysis of the Mean Field Langevin Dynamics. AISTATS2022]

ℓ:滑らかな損失関数,
ℎ𝜃:パラメータ𝜽のニューロン

→ 解決策:

• 粒子を用いたモンテカルロ近似．
• 勾配ランジュバン動力学等でサン

プリング．
• 各ステップごと内部イテレーショ

ンを回して分布を収束させる．



二つの手法 57

𝑞に関する線形汎関数で近似 (勾配を用いる)
近似 (線形近似; ഥ𝒈(𝒕)は基本的に勾配)

解:

→ この分布からは以下の勾配ランジュバン動力学
を用いてサンプリング可能:

時間離散化

ഥ𝒈(𝒕)の決定に双対平均化法のルールを用いる

具体形が得られる．

粒子双対平均化法
(Particle Dual Averaging; PDA)

粒子確率的双対座標上昇法
(Particle Stochastic Dual Coordinate Ascent; P-SDCA)

1. 外側ループ: 

2. 内側ループ: 

計算量解析：

(GLDによる)

⇒合計: 𝑶(𝝐−𝟑)の勾配アップデートで十分．

➢ 初の多項式オーダー最適化手法

主問題

双対問題

=

by Fenchelの双対定理

ただし

• 双対変数の座標をランダムに選択し，
その座標に関して最適化．

→確率的双対座標上昇法

計算量解析：
双対ギャップ𝝐𝑷を達成するのに必要な外側ループ数：

➢ 指数オーダーでの収束を達成
➢ サンプルサイズ𝑛への依存を緩和

[Nitanda, Wu, Suzuki: NeurIPS2021] [Oko, Suzuki, Wu, Nitanda: ICLR2022]
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𝑀個の粒子

勾配降下による更新

サンプリングで近似

サンプリング

目標の分布を更新
(勾配降下)



Kernel alignment 59

一層目：
特徴抽出

カーネルalignment:

一層目で抽出された特徴量が教師信
号(y)とどれだけ相関しているか？
→ 高いほど特徴量が真の関数の成分
を多く含んでいる．

一層目ほぼ固定

前ページの方法で学習

一層目も学習することで真の関数に
より適合した特徴量が学習できている．

固有値の分布：



まとめ

• 深層学習はなぜうまくいくのか？[世界的課題]

• 数学による深層学習の原理究明
➢ 「表現能力」，「汎化能力」，「最適化」

60

理論により深層学習を“謎の技術”から“制御可能な技術”へ
深層学習を超える方法論の構築へ

カーネル法

スパース推定

テンソル分解
特徴抽出

深層学習の理論

Besov空間

連続方程式 Wasserstein幾何

確率集中不等式

数学 確率過程

関数近似理論

学習


