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Machine Learning (Deep Neural Network)

莫大なinputを扱える、スケーラビリティ

ネットワーク
重み,バイアス：チューニング可能（自動的にデータ等を使ってやる）、大量の自由度
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パーセプトロン (0か1を返す)

w1 = w2 = �2, b = 3例えば、
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これは、NANDゲートになっている

NANDゲートがあれば任意の論理関数を構成できる（完全性）
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output = �(w · x+ b)



シグモイドニューロン (0～1の連続値を返す)

output = �(w · x+ b)

w無限大の極限でステップ関数になる

活性化関数

滑らかな関数を使う事で、微分ができるようになる

２つ組み合わせれば、デルタ関数を 
任意の精度の近似でexplicitに作れる
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任意の関数はDNNで表現が可能 (1層でも可能) 

関数で表現できない問題はない 
つまり、どんな問題も表現可能で適応可能(汎用性)

問題は、w, bの組をどのように得るかのみ

DNN ⌘ function/map



誤差逆伝搬法
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何らかの損失関数 を定義

これを最小にするように調整したい
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勾配降下法を使う 
　　ローカルminimumの問題等色々ある 

　　そもそも最小値になるべきか(過学習の問題)
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誤差消失問題  

　チェーンルールに活性化関数の微分 < 1

活性化関数にReLUを使う 

（微分が常に1）
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N^2個の微分を直接計算するのに比較して、O(1)の計算量
線形関数では線形にしかならない



Convolutional Neural Network (畳み込みNN)
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局所的な特徴の学習 (並進対称性)
重みの共有

例：28x28 から 5x5 filter-> 24x24

線、エッジ、角等の局所構造の特徴の検出（特徴マップ、フィルタ、カーネル）：フーリエ変換のようなもの

アーキテクチャの選択：どの重みをw=0とするか
いわば具体的な Ansatzを置くようなもの

更に、Convolutional +pooling 層を重ねる事で、階層性を持った特徴を表現・取り込める
画像認識の分野において、ブレークスルー、DNNと言えばConvNN (visualization: 1311.2901)

LHCのイベントも階層性を持っている（パーツに分けれる）、どの段階でもCNNが使える

検出器ヒット
トラック

ハドロン運動量 ジェットカロリメータ
再構成された 
崩壊粒子 イベント全体



Jet images

Top タグ : 画像認識問題と言える

画像認識問題 : convolutional neural networks (CNNs)で解ける 	

   the weights learned は 異なる場所の、画像のパーツに関する convolutional kernels

	 [G. Kasieczka, T. Plehn, M. Russell and T. Schell, JHEP 1705 (2017) 006.]	  

[J. Cogan, M. Kagan, E. Strauss, A. Schwartzman, JHEP02(2015)118]

Top

QCD

 カロリメータにおけるエネルギーデポジット= glayscale imageのピクセルとおく事で

赤：シグナルlike
青：バックグラウンドlike



machine learning/deep learning

DeepTop 
	 [G. Kasieczka, T. Plehn, M. Russell and T. Schell, JHEP 1705 (2017) 006.]	  

better

QCD-baseのmultivariate BDT 2種と比較

DeepTopとQCD based BDTのパフォーマンスはcomparable, 

DeepTopが少しだけ最もパフォーマンスが良い 
   proper top reconstruction, multivariate hypothesis testing, data-based machine learning



4-momenta listがinputとなるため、	

tracking-info を追加するのは簡単

machine learning/deep learning
	 [Anja Butter, G. Kasieczka, T. Plehn, M. Russell, SciPost Phys. 5 (2018) no.3, 028[arXiv:1707.08966]]	  

better because mass drop is crucial

(DeepTopLoLa)Top tagging with Lorentz Layer

take list of the 4-momenta as inputs

DNN

If diagonal metric is allowed to learn,

DeepTop LoLa outperform the image based (only calorimetry), or QCD based taggers, 
especially at high pT (tracking 情報が重要となるため)



Track-assisted jets

track-jets : constructing jets only with charged particles (特定のクラスの分類には十分ジェットシェイプが重要な場合）

トラック粒子の解像度はcalorimetryより良い
Track Assisted Subjets (TAS) : 

Track Assisted Reclustered Subjets (TAR)

track-jets reconstructed by rescaling the momentum using calorimetry information

: recluster the rescaled tracks



Calorimetry-info importance

Jet obs. inputs: 
BDT of ⇒

arXiv:1709.08705
Nhan Tran’s talk at Felmilab (Nov.)

ニュートラルコンポーネントは 
質量に依存した場合に重要

エネルギー分布(jet shape)にはそんなに重要でない



Nhan Tran’s talk at Felmilab (Nov.)

1 TeV

5 TeV

Neutral particle reconstruction performance (calorimetry) is a big deal for jet substructure  
when mass is a key observable 次世代の検出器設計に考慮の必要あり

Shape-based 分類 (q vs g), tracking information で十分
calorimetry が必要になる for W vs q, even more so for W vs. Z

Calorimetry-info importance
arXiv:1709.08705



オートエンコーダ(自己符号化器)

次元圧縮の方法として元々は考案
損失関数を |x0 � x|

事前学習の方法としても使われてきた
(教師なし学習)

異常検知に使える
学習データにない特徴を持つデータを入力すると、損失関数が大きくなる

zを確率分布 Norm(μ, σ)として学習するVariational Autoencoder
乱数でzを選び、x’を生成できる

z（特徴量空間の座標）を与えると、 

それに対応するx’をdecodeできる (学習データの外挿)

データの生成器として使える
ノイズ除去

1層ずつ学習し、積み重ねることもできる



オートエンコーダによる新物理探索 at LHC
arXiv:1808.08992[M. Farina, Y. Nakai, D. Shih]

QCDジェット 100k イベント (pythia8, Delphes3)

pT=800-900GeV, |η|<1 でtraining

シグナル：トップイベント , RPVグルイーノ(400GeV)を考慮

潜在変数の次元をいくつにすべきか？この場合は、k=6を示唆

実際には、実データを用いてtrainingしても、結果がほぼ変わらないようだ

10％シグナルが混ざったもので訓練しても、discrimination powerがなくならない



オートエンコーダによる新物理探索 at LHC
1808.08979 [Theo Heimel, Gregor Kasieczka, Tilman Plehn, and Jennifer M Thompson]

QCD jets で訓練して 

non-QCD jetを検出したい

image based, 4-momentum basedの両方を比較

bottleneck数

ジェット質量以外の情報を使うように強制したい

拘束条件つきの最小化

質量を学ぶネットワークを作り、



GAN ：敵対的生成ネットワーク(generative adversarial network)

偽札作りと警官に例えられる

Discriminator（識別器）

Generator（生成機）

両方ともDNNで構成し、対戦させる
乱数から画像を生成

画像を本物か偽物か識別

平衡状態ではGは本物を作り、Dは1/2を返す 
平衡に達するとは限らない、通常不安定なので様々な工夫がある

潜在空間変数 z での演算が可能

結果、潜在空間 z (latent space)を得る



GAN：敵対的生成ネットワーク
ジェットイメージに適応
pythiaで生成されたっぽい画像が作れる

1701.05927 [Luke de Oliveira, Michela Paganinia, Benjamin Nachman]

DCGAN (DeepConvolutinal GAN)を拡張 
Locally connected

speed-up factors of up to 100,000×

更に3D particle shower in multi-layer calorimeter 

arxiv:1705.02355

CALOGAN



RecursiveNN, Recurrent NN 
Fast parton shower simulation arXiv:1807.03685 [J. W. Monk]

arXiv:1804.09720[Anders Andreassen,Ilya Feige,  
Christopher Frye,Matthew D. Schwartz]

スプリッティングが起きる確率は、他の部分( 環境h(t) ) による

環境によって、更新はするが、 
どう依存するかはフィットする

学習用データ（pythiaで作成）
O(100)ニューロンで十分



Classification without labels (CWoLa (pronounced “koala”))
教師あり学習：truth-level informationを用意する必要がある： 

　　　　　　　シミュレーションの不完全性から、artifactの影響を受けやすい

弱い教師あり学習 Learning from label proportions (LLP)と呼ばれる方法に関係 

　　　　　　　　2つ以上の混合サンプルM1, M2 を用意 : 各々S,Bの比のみ既知

q/g の分離などに使える、しかし、そもそも、event by eventには量子力学的に完全には定義できない部分もある

損失関数：

CWoLa : 2つの混合サンプルM1, M2 を用意 （各々S,Bの比も知らなくても良い） 

　　　　これを直接シグナルとBGとして識別器を構成  

　　　　　　　　は重要。損失関数を変える必要はないf1 > f2

あくまで、理想的な場合（最適化の極限で成り立つ）で、実用上はどの程度役に立つのか確認の必要がある

直感的には、2つのサンプルの差分は 

pureにSとなるので

ArXiv:1708.02949[Eric M. Metodiev, Benjamin Nachman, Jesse Thaler]



Classification without labels (CWoLa (pronounced “koala”))
AUC(area under the curve)の比較：
training sampleを増やすと、 

pureサンプルを使う場合との差が 

どんどんなくなる 
!
f=0.5あたりでは難しい（予想通り）

fを間違えて与えてもLLPでも 

f ~0.5でない限り影響は少ない

現実的なセットアップで、 H->qq, H->gg セパレーションを行なうセットアップでも示せる

5このinputを使い、2層のNN, 30 nodes … CWoLa, fully supervisedは同じパフォーマンス

ArXiv:1708.02949[Eric M. Metodiev, Benjamin Nachman, Jesse Thaler]



Classification without labels (CWoLa (pronounced “koala”))

CWoLa, fully supervisedは同じパフォーマンス

ArXiv:1708.02949[Eric M. Metodiev, Benjamin Nachman, Jesse Thaler]

5このinputを使い、2層のNN, 30 nodes …



H → bb (double b-tagging)

at least one largeR jet with pT>450GeV

Measured cross section Z+jets:
0.85± 0.16(stat.)+1.0

�0.4(syst.)pb

1.09± 0.11pb
in agreement with the SM prediction:  

The first observation of Z → bb in the single jet topology

CMS-PAS-BTV-15-002

CMS, PRL 120, 071802 (2018)

CSVv2 (Combined Secondary Vertex)
input: reconstructed tracks, SV, two-SV system

subjets fatjet double-b

τ-axis1

τ-axis2

[CMS-PAS-BTV-15-001] [CMS-PAS-BTV-15-002]

Soft drop mass (β=0, z=0.1) 

H → bb observed at 1.5σ (0.7σ expected)



H → bb (double b-tagging)

at least one largeR jet with pT>450GeV

Measured cross section Z+jets:
0.85± 0.16(stat.)+1.0

�0.4(syst.)pb

1.09± 0.11pb
in agreement with the SM prediction:  

The first observation of Z → bb in the single jet topology

CMS-PAS-BTV-15-002

CMS, PRL 120, 071802 (2018)

input: reconstructed tracks, SV, two-SV system

subjets fatjet double-b

τ-axis1

τ-axis2

[CMS-PAS-BTV-15-001] [CMS-PAS-BTV-15-002]

Soft drop mass (β=0, z=0.1) 

H → bb observed at 1.5σ (0.7σ expected)

CSVv2 (Combined Secondary Vertex)



double b-tag with deep learning

from Roman Kogler’s slide at Felmilab



machine learning/deep learning

Classification of jet flavor by a single algorithm	 [ J. S. Conway, R. Bhaskar, R. D. Erbacher and J. Pilot,  Phys. Rev. D 94 (2016), 094027. ]

Boosted Event Shape Tagger (BEST) :	

  boost the jet into rest frames corresponding to hypothesis (t, W, Z, H). 	

  compute angular distributions such as Fox-Wolfram moments or sphericity in each frame	

    ⇒ fully connected neural network for simultaneous classification.

[CMS, DP-17-027] [CMS, DP-18-046]

...
...

...

j
W
Z
H
t



machine learning/deep learning

Classification of jet flavor by a single algorithm	

clearly separate 5 flavors (light, t, W, Z, H) at once



Summary

CNNがすごい、その他様々なテクニカルな工夫が開発されている
任意の問題に原理的には適用可能

Deep Neural Network

分類問題に特に強い（トップタグ、q/gジェット分類等）

潜在変数空間での表現、特徴の解釈もある程度可能

基本的に、QCD basedな方法より情報を追加するので改善しかしない

思ったより直感に反する事実も多い（証明もあり）、アイデア次第で予想外の収穫があるのでは

Autoencoder, GAN ,… 

CWoLaフレームワーク ： 3つ以上のmixed でも可能なのか？

近年の、QCD basedな方法がかなり成熟していることを示したが、


