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１章

集合知への招待

顧客がオンラインで選んだＤＶＤを家庭に送りINIけるサービスを行っているNetflixという会社があ

る。この会社は顧客の貸出履歴を基に推薦を行っている。2006年後半、Netflixは推薦システムの正

確性を１０パーセント改良した初めての人間に、100万ドルの賞金をⅢすというアナウンスを行った。ま

た、コンテスト''1は妊年、トップに対して５万ドルの岱金も川すとｶﾞ城した。仙界中からものすごい政

のチームが参加し、2007年４月には、トップのチームは７パーセントの改良を達成した。Netnixはそ

れぞれの顧客が楽しんだ映画のデータを使用し、お客さんが見たことも聞いたこともないような映画

を勧め、リピート率を挙げることに成功している。推蘭システムを改良する方法は、どんなものであれ

Netnixにとっては万金の価値があることなのである、

Googleは1998年に後発の検索エンジンとしてスタートした。人々 はこの新参荷が占参のIi人たちに

勝てるとは思わなかった。しかし、GoOgleの創股将たちは、検索結果のランク付けを行うために、艇

数のWebサイトのリンク関係を利用するという、まったく新しいアプローチを採った。Googleの検索

紬来は他の検索エンジンより遥かに優れており、2004年にはWeb上での検索の85パーセントを占め

るようになった。そして、創始考たちは現准、世界の腿器排付の10位以内に位慨している。

この二つの会社に共通するものは何だろう？彼らは両粁とも、多くの人々から巣めたデータに洗紳

されたアルゴリズムを適用することで、新たな知兇を1¥て新しいビジネスチャンスを創出した。悩報を

集める能力とそれを解釈するためのコンピュータのパワーはコラボレーションの機会を拡大し、ユーザ

と噸容についての深い理解を可能にしている。この航いの出来４１は至る所で起こっている－人々に

とってベストなお相手を、紫早く見つけるための手助けをしてくれるデートサイトや、航空迎賃の価格

の変更を予測するサイトも出現しつつある。みんな、もっと肌いすました広告を作るため、顧客につい

て理解しようと考えている。

これらは集合知という興奮させてくれるフィールドのいくつかの例に過ぎない。そして、新たなサー

ビスの急瑚は脈Ｈ新たなチャンスが出現しているということを意味している。機械学習と統iIl･学の手法

についての理解は、今後、咳くさまざまなフィールドで、その亜喫性を１Wしていくと私は怖じている．

その‘'1でも特に、世界中の人々が生み川し続けている膨大な制椴を整蝿し、解釈することが特に亜要

である。
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1.1集合知とは何か？

人々 は集合知という再葉を災いⅢ使い続けてきた。それは新たなコミュニケーション技術の到来と

ともに、ますます人気と敢要性をiｗして米ている。集合知という表現は、集団の意識や超常現象を想

起させるが、技術肴がこの表現を使うMII合は、今までにない知見を生み州すために、典川の振る舞い、

哨好、アイデアを紬びつけることを折す。

果介知はインターネット以Ii1にも典行することがもちろん叩能だった。人々 から,洲,を収果し､加I:、

分析することはWebを利用しなくても叩能だ。果介知のもっとも基礎的な形の一つとして世諭捌森が

準げられる。たくさんの人々 から典めた膨大な回将を利用すれば、個々 人が知らなかった統叶的な結

論を引き出すことができる。つまI)、典介知とは、独立した両献背たちから新たな結諭を作り上げるこ

とである。

よく知られている例の一つとして、経済市場が鵜げられる。そこでは価格は個人や協捌によって決

められるのではなく、多くの独立した人々 のそれぞれが、もっとも利益を得られると信じて行動する搬

る舞いによって決まる。最初はlIx感に反するかもしれないが、個人の専門家の価格の予測より、それ

ぞれが侭じる未来の価怖を蛙に契約がやり取りされる先物市場の価格の予測の〃が当たると与えられ

ている。なぜなら先物市場は一人の人川のｉｆ〔感に依らず、多くの人々の知識、経験、洞察力の組み合

わせを反映したものからだ。

染合知の手法はインターネッI､以前からｲf在したが、Webを通じて数千、数円万の人々 の梢慨を収

巣できるようになったことで、多くの斬しいⅡJ能性がＩＨｌけた。人々 は常にインターネッ,､を通じて側い

物をしたり、柵べものをしたり、奴楽を探したり、脚分のサイトを柵築したりしている。判川粁に闘川

をして利川蕃の邪雌をすることなしに、これらの行肋をモニタリングして情報をﾘ,き出すために利川す

ることがIIJ能である。このような悩報を処理し、解釈するための方法はたくさん存在する。以下に鯉と

なるアプローチの中でも対称的な例を雑げる。

●Wikipediaは利〃１粁によってすべてが作りｌ:げられているオンラインの辞ilFである。すべてのペー

ジは誰でも作成したり、糊集することができる。悪意を持った行動を監視する待理肴の数は少な

いcWikipediaは他のどの辞評よりも項Ⅱが多く、そのいくつかは悪意を持った利用者によって操

作されることもあるが、一・般的にはほとんどの項ロは砿確であると信じられている。これは、それ

ぞれの妃'j$はたくさんの人々によって柵;剛きれ、その納果、これまでどのような団体でも作りｋげ

ることのできなかったような厄人な百科１１１典を作り上げている、という点で巣合知の－．例であると

いえる。Wikipediaのソフトウェアに、利〃1粁の賞献に対して、知的に関わっている部分は特にな

い。Wikipediaのソフトウェアは、jli純に斐更を把掘し最新版を表示するだけである。

●先に述べたGoogICは世界でもっとも人奴のある検索エンジンで、Webページを、そのページを好

む人々の数で評価する手法を取り入れた川釧の検索エンジンである。この部価祁法は符定のベー

ジに対して、多くの人々がどのように前っているかの愉報を取得し、その梢報を検索結果のラン

ク付けに利用している．これは、Wikipediaの場合とはまったく別の形態の集合知の一例である。

Ｉ
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Wikipediaは戊献してもらうためにサイトの利川什を明派的に呼び込んでいるのに対し、GoogIc

は、Webページの作成将が191身のサイトで行ったことから砿饗な梢剛を引き出し、利〃1打のため

のスコアリングに使用している。

Wikipediaはすばらしいサイトであり、典合知の･例として強烈な印象を与えるものではあるが、そ

れが存在できるのはソフトウェアのアルゴリズムがと'うこうというよ')、↑l1i棚を提供してくれる判川考

の存在に依るところが大きい．本普はこれとは別の範川について媒点を当てていく。つまりＧ(x)glcの

PngeRankのように、利用者のデータを利用してi１１．節を行い、利用肴の経験を拡大することのできる
ような新たな情報を作り上げるようなアルゴリズムについて扱う。データのいくつかは、人々に評価し

てもらうような質問をすることで明示的に典められ人々が何を問うかを観察するようなことで、何気な

く染められる。どちらの場合でもiR饗なのは、IIiに1W報を典め戎,j§することではなく、悩棚を知的なﾉｊ

法で処理し新たな怖報を生み出すことである。

本書はオープンなAPIを通じてデータを染める方法について紹介する．そして、さまざまな機械学

判のアルゴリズムと統計学の手法について魂明する．これらを組み合わせることにより、あなたは自分

のアプリケーションから収典したデータに対して典合知の手法を適〃Ｉすることができるようになる。ま

た、いろいろな珊所からデータを集めたり、災験をすることが111能になるだろうｃ

1.2機械学習とは何か？

機械学習は人工知能(Al)の一・分lIfであI)、コンピュータに学判をさせるためのアルゴリズムにＩＮＩ巡

がある。多くの場合、これは、アルゴリズムで'j･えられたデータの特質を推測できるような情慨を生み

出し、その情報を利用して将来現れるであろうデータの予測をするということを意味している。このよ

うなことが可能な理由は、でたらめなデータでないＩＩＪ)、ほとんどすべてのデータは何らかのパターン

を含んでおり、このパターンは機械によって→般化することが111能であるためである。一般化をするた

めには、データのどの面が砿妥なのかを決定づけるモデルをトレーニングする。

モデルがどのように出来上がるのかを服解するため、裡雑なEmailフィルタリングの分野について

鯵えてみよう。たとえば、あなたは｢オンライン蕊Aj」という単語を含んだたくさんのスパムを受け取っ

たとする。あなたは人としてパターンを泌織する能力が側わっているので、すぐに｢オンライン郷j｣と

いう単柵を含んだメッセージはスバムなのでゴミ輔に拾ててしまおうと決心するだろう。これが一般化

である。実際、あなたは何がスパムなのかということについてのメンタルモデルを椴築している。この

ように｢オンライン薬局」という単語を含んだいくつかのメッセージを、スパムであると機械学判アルゴ

リズムに慨告することで、同様の一般化を行うことのできるようなスパムフィルタを作り上げることが

できる。

機械学習のアルゴリズムにはさまざまな棚類があり、すべてがそれぞれの強みを持ち、適川ⅡI能な

lHl紐のタイプが異なる。決定水のようないくつかのアルゴリズムでは、見ている人が機械による処即を

全体的に理解することができるような透明性を排っている。一方、ニューラルネットワークのようない
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<つかのアルゴリズムはブラックボックスである。つまり、回答はj1l§み出すがそのf鰍にある理山を理

解するのは難しい。

機械学習のアルゴリズムの多くは、致学と統帥･学に非常に依存している。先ほどの私の定裟に従え

ば、単純な相関の分析や回船も機械学判の唯礎的な形態であるといえるだろう。本啓では、娩者が統

(作についての知識は持っていないものと想定しており、使用されている統叶学についてはできるだ

け分かりやすい脱明を心がけた。

1.3機械学習の限界

機械学判には弱点がないわけではない。大Iitのパターンの巣合を一般化する能力はアルゴリズムに

よって災なる。そして、そのアルゴリズムがそれまで兇たことのないパターンは膿って解釈されてしま

うことが多い。人間は膨人な職の文化的な知織や経験に頼ることができるし、新たな愉報について決

断を下す際は、似たような状況を思い出すことができるが、機械学習の手法は既に見たデータを蕪に

しか一般化できず、それでさえ完全ではない。

本諜で靴介するスバムフイルタリングの手法は、ｊＭｆやフレーズの出現だけを班にしており、それら

の愈味や、文の櫛遺については考慮していない。理強的には文法を老噸するようなアルゴリズムを榊

蕊することは可能だが、それにより得られるであろう改善結果に比較して、必要となる労力は釣り合わ

ないほど膨大なため、実際にはほとんど柵築されていない。単語の意味や、それらの蝋禰とある人間

の人峨とのIMj巡を剛解するということを尖現しようとすると、スパムフィルタがアクセスできる範洲を

過かに超えたfIIi報が必要となる。

さらに、機械学習の1f法はそれぞれ性簡が汎なるが、すべての手法が過喚の一般化というlIIluを抱

えている。実生活でもそうであるように、少ない例を基に強い一般化を行っても砿確であるということ

は滅多にない。あなたは友人から「オンライン薬局」というlijL謡を含んではいるが砿姿なメールを受け

取る可能性もある。このような珊介、アルゴリズムにそのメッセージはスパムではないと伝える必要が

ある。そうすればアルゴリズムは特定の友人からのメールは受け取るべきだと椎I倉するかもしれない。

多くの機械学習のアルゴリズムは新しい仙削がAIIき続ける限り学習し続ける性質がある。

1.4実生活における例

インターネット上には、さまざまな人々からデータを染め、機械学科と統iil･学の下法を利用してそこ

から利益を得ているサイトが数多く存在する。その中でも、もっとも努力を行っているのはGoogleだ

ろう。Googleはページのランキングを出すためにWebリンクを使用するだけではなく、もっと効率的

に広告を打つために、どのような人が広粁をクリックした、という悩報を集め続けている。４京ではサー

チエンジンについてと、Googlcのランキングシステムの敢要な部分であるPageR8mkアルゴリズムに

ついて学ぶ。

他の例も推薦システムを備えたWebサイトを含んでいる。AmazonやNetnixは人々 が雌入したりし

Ｉ
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ンダルした怖報を利川して似ている人々や剛似した商品を決定し、購入胆腰を雌に推卿を行っている。

PandoraやLast､finのようなサイトでは、さまざまなバンドやlllIに対するあなたの評価を雌に、あなた

が楽しめるようにあつらえたラジオ局を作りだす。２章では推鱒システムの綱築の方法について扱う。

また、予測市場も巣合知の形態の－．つである。もっともよく知られているものの一つとしては、映画

や映両俳優に関する株を充側することのできる、Ｈ<)llywoodStockExchnnge(http:"hsx･com)が挙げ

られる。あなたは雌商仙になると拠際の公1M時興行収入の100ﾉj分の1のⅡiWfになるような株を時価

で光買することができる。価格は勝定の個人によって決められるのではなく、典川のふるまいによっ

て決められる。そしてこの時価を典岡令体の予測するその映画の興行収入としてみなすことができる。

HollywoodStockExchangeによるｒ想は、個々 の専門家による予想よりも決まって疋確である。

cHmFmonyのようなデートサイトでは、州性のよい組み合わせを作るために参加行から集められた

怖報が利用きれる。このような会社は組み合わせを作るためのアルゴリズムを秘密に保つことが多い

が、すべての成功しているアルゴリズムたちは選んだ組がうまくいったかどうかを膿にした再評価を常

に行っていると思われる。

1.5学習アルゴリズムのその他の使用

本書で取り上げられている手法は雌新のものではなく、例題はインターネットを坐にした災合知の問

題に焦点を絞っているが、機械学判のアルゴリズムに関する知識はその他のフィールドの開発肴にとっ

ても大きな助けとなるだろう。特に興味深いパターンを探すための1-(大なデータセットを扱うような分

野では役立つだろう。

バイオテクノロジー

シークエンシングとスクリーニング技術の発鵬はＤＮＡ配列、タンパク質の柵迭、化合物スクリー

ニング、ＲＮＡ発現など、さまざまな棚剛のI（大なデータセットを作りl:げた，これらのすべての

秘顛のデータに対し機械学判は撒械的に過〃ｊされ、生物学的な過穐に対する理解を期すことがで

きるようなパターンを見つけるＦ助けを行っている。

クレジット詐欺の発見

クレジッl､カード会社は詐欺の取り1を検知する新しい〃法を術に槙索し統けている。そのため

ニューラルネットワークの技術名･をNi(い、取引や現金の動きが不適切でないか確かめるためのハル

納的なロジックを採川している。

マシンビジョン

軍用ｐ的や調在同的でビデオカメラからの映像を解釈する分野の研究が活発である。侵入者を自

動的に発見したI)、Ig1動111を符定したり、顔を遡識するために多くの機械学判の技術がⅢいられ

ている。’二I大なデータセットの''１から興味深い特徴を探し川寸ために独立成分分材のような教師

なし学習が使用されていることは特に興味深い。
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製品のマーケティング

災年にわたり、人口分布と流行を班解することは科学というよ'〕芸術の域だった。近年、Mji群か

らデータを収集できる能力が向上して来たことにより機械学習の手法の出折が瑚えて来た。市場

に存在する自然な区分を理解したり、将来の流行についてよりよい予測を行うためにクラスタリン

グのような手法がよく利川されている。

サプライチェーン

大きな組織では、サプライチェーンを効染的にしたり、それぞれの地域での製IYlのf附嬰をjE砿に

予測することで多くのお金を節約することができる。需要に影轡を与えうる要因の数が巨大であ

るため、サプライチェーンがとりうる網のロは大規模である。このようなデータセットを分析する

ために雌適化と学習の技術がよくルlいられる。

株式市場の分析

株式市場の出現以来、人々はお金を稼ぐために数学を使い続けている。参加者が洗練されていく

につれ、分析すべきデータセットも叩え続け、パターンを発見するために、より商度な技術が使

われるようになっている。

国防

世界中の政府機Ⅲによって膨大なjitの怖報が染められており、そのデータを分析し、パターンを

発見したり、それを潜在的な危険と閲辿させるためには、コンピュータが必要である。

これらは機械学刊が１K点的に使われているいくつかの例にすぎない。111:の''１はどんどんW州lを生み

川していく方If1に動いているため、IIi典的な手法で扱える‘WI報の縦を超えるにしたがって、機械学Ｗｌ

や統計学の手法に依存するフィールドはjNえてくるだろう。

利用できる情報は毎日期え続けており、多くの可能性があることは明らかである。機械学Ｗアルゴリ

ズムのいくつかを学べば、どこにでも適川できるということがわかるはずだ。

Ｉ
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麓章

推薦を行う

巣合知のツアーの手始めとして、ある人々の典団の選択を利用して、他の人への推腐を行う方法に

ついて兄ていこう。オンラインショップで製品を推篤したり、面白いWebサイトを提案したり、人々が

音楽や映閲を探す際の下助けを行うなど、この狐の傭報の利用例はたくさん存在するｃこの章では哨

好の似ている人を探し川し、他人の好みを蝦にＩ:l動的に推繭を行うシステムの柵築方法について紹介

する。

多分、あなたはAmnzonのようなオンラインショッピングサイトを利用する際に、推蘭システムとい

うものをすでにＨにしたことがあるだろう。Amazonはすべての買い物客の購入の習慣を記録し、あな

たがサイトにログインした際にこの怖慨を使ってあなたが好きそうな製品を推薦する。Amazonはあな

たが以liiIに本をＷったことしかなくても、あなたが好みそうな映凹を推耐することすらできる。オンラ

インのコンサートチケット会社のいくつかは、あなたの賊貿職歴を坐に、あなたが好みそうなコンサー

トが開仙されそうになるとアラーI､を出す。reddit,comは他のサイトへのリンクについてあなたに投票

を行わせ、そのMMを利川して、あなたが好みそうなサイトへのリンクを提案する。

これらの例のように、哨好というのはさまざまな方法で染めることができることがわかるだろう｡11併

好のデータは時には人々 が雌入したアイテムであったり、それらのアイテムに対するyes/noや5段階で

の評価だったりする。本章ではこれらの哨好のデータを、同じアルゴリズムたちで扱えるような形で表

現する方法についていくつか見ていく。そして、映画の評価のスコアとソーシャルブックマークを利用

した実際に動作するサンプルを作っていく。

2.1協調フィルタリング

おすすめの製品や而曲いWebサイトについての推麓を知るための一番ローテクな方法は友人に聞い

てみることだ。あなたはこれまで友人があなたとIIjlじものを好きかどうかを観察して来たことで、誰が

あなたと近い「好み」を持っているかを知っているだろう。選択肢が助えれば期えるほど、少人数のグ

ループに肋ねるだけでは、あなたの好きなものを決定することは難しくなる。なぜなら、グループのメ

ンバーの誰も知らないような選択肢も存在するようになってくるからだ。このような問題を扱うために、
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協姻フィルタリングとよばれる一巡の技術は発鵬したｃ

協閥フィルタリングのアルゴリズムは、普皿、大規模な人々の災川を検弗し、あなたに好みが似た

人々の小集団を発見することで動作する。協調フィルタリングでは、彼らが好きな他のものも兇て、そ

れらを組み合わせ、順序付けをした推麓のリストを作成する。顛似している人々を選び出す方法や、

このリストを作る際に人々の過去の避択を反映させる方法にはさまざまなやり〃がある。本章ではその

いくつかについて魂IﾘＩする。

息
協調フィルタリングという用語は1992年にXeroxPARCのDavidGoldbe『ｇが習いた

‘‘UsingcoIIaborativefilleringloweaveaninformalionlapesl｢y'‘という論文で使用さ

れた。彼はTapestryというシステムを設計した。Tapeslryでは、人々 に文函を面白い／

面白くないで評価をさせ、この評価悩報をドキュメントをフィルタする際に利用してい

た。現在、世の中には協調フィルタリングを利用したサイトがあふれている。映画､密霜、

異性、ショッピング、さらにはポッドキヤスト、記躯やジョークに対するサイトまで存在

する。

2.2噌好の収集

まずは、ざまざまな人々と彼らの噌好の情報をどうにかして表現する〃法が必要である。Pythonで

これを行うにはディクショナリをネストして使うのがシンプルなやり方である。このセクションの例題

を其行するには、以下のコードが古かれたrecom帽ndationS･Pyという和M1のファイルを〃1愈し、デー

タセットを作成するために次のコードを書き込もうｃ

＃映画の肝者といくつかの映画に対する彼らの評点のディクショナリ

Critics．{‘Li5aRose,：｛，LadyintheNater｡：２．５，，５nakesonaPlane‘：３．５，

０］ｕＳｔＭｙＬｕＣｋ‘：３．０，，５uPemanReturnS‘：３．５，．You，MeandOupree'：２．５，

‘TheNightLi5tener‘：３．0}，
，Gene5eymour'：｛'LadyintheNater'：３．o，‘SnakesonaPlane,：ヨ.5,
,]u5tNyLuCko：１．５，０SuPemanRetum5｡：５．０，．TheNightLiStener‘：ヨ.０，
．You，MeandDuPree‘：３．5}』

‘MichaelPhillip5,：｛'LadyintheNater'：２．５，’Snake5onaPlane'：３．o’
’5upemanRetum5‘：３．５，‘TheNightLiStener‘：４．０}，
.qaudiaPuig'8｛，Snake5onaPlane'８３．５，，]uStNyLuck'：３．０，
lTheNightLi5tener'：４．５，１５uPermanRetum5‘：４．０，
’You，NeandDupree‘：2.5}，
‘NickLaSalle‘：｛‘LａｄｙｉｎｔｈｅＮａter，：ヨ.０，，SnakesonaPlane，：４．０，

，]ｕｓｔＭｙＬｕｃｋ０：２．０，０SupermanReturns'：３．０，’TheNightLi5tener，：３．０，
，You，lvleandDuPree'：２．０}，

‘]ackMatthew5，：｛'LadyintheNater‘：３．０，‘SnakesonaPlane，：４．o，

’TheNightListener'：ヨ.０，，SupemanRetums'：５．０，’You，NeandDupree’：3.5}，
‘Toby'：｛'5nakesonaPlane‘:4.5,‘You，MeandDupree‘81.0,,5upermanReturns‘:4.0}｝

Ｉ
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本意ではPythonで対賊的に火行しながら進めて行くので、reconmendations・pyをPythonの対iIiW

型インタプリタが探しⅢせる嶋所に保存するとよい。保ｲfj扮所はpython/Libでもよいのだが、もっと

も楽な方法は保存したディレクトリと同じ場所でPythonのインタプリタを動作させるやり方だ。

このディクショナリは与えられた映画それぞれに対するみんな（と私)の評点を、１から５の数字で災

している。噌好がどのように表現されるにせよ、それらに数価を削り当てる必饗がある。もしあなたが

ショッピングサイトを柵築するM3合であれば、搬かがアイテムをＷったMII合は１を111りり当て、Ⅳってい

ない場合には０を割り当てるとよい。また、ニュースに対する投票のサイトを柵築する鳩合、炎2-lの

ように－１，０，１の数字を使い、それぞれに，'好き，‘、，‘投票していないw、’'嫌い，‘を削り当てるとよい。

表２．１利用者の行動に対する数値割り当ての例

コンサートチケットオンラインショッピング

買った１買った２

買わなかったＯ閲覧した１

買わなかった０

サイトの推醜

好き

投票せず

蝿い

１

０

－１

ディクショナリを使うと、アルゴリズムを拭したり分かりやすく炎承する際に便利である。検索や変

更も簡単に行える。Pythonのインタプリタを起動させ、いくつかのコマンドを試してみよう。

ｃ八codeにolleCtiveIchapter2＞python

PythonZ､4.1（#65,Ｍａｒ３Ｏ２００５，ｏ９:13:57）【N5〔ｖ､１３１０３２ｂｉｔ（Intel)］onHin32

Type“help‘'，“copyright‘',“Credit５．．ｏｒ‘，licen5e耐formoreinformation．
＞＞＞

>＞fromrecomendation5imlportcritiにｓ

>＞CritiEs[，Li5aRose,Ⅱ，LadyintheNater‘］
2.5

>＞Criti“[‘Toby,Ⅱ‘5nake5onaPlane'】=4.5
>＞qriti“【･Toby,］

{'SnakesonaPlane':4.5,,‘SupermanRetum5‘:4.0,'You，MeandOupree，:1.0）

メモリ上のディクショナリには膨大な数の哨好を収めることができるが､巨大なデータセットの場合、

鴫好怖報をデータベースに入れてもよい。

2.３似ているユーザを探し出す

人々の哨好についてのデータを染めた後は、人々が好みのｋでどの程血似ているかを決める方法が

必婆になる。これは、それぞれの人を（､Ii人以外の)すべての人と比較して、どの椛度似ているかとい

う事を表す類似性スコアを算出するとよい。このスコアを計算するにはいくつかの方法があるが、ここ

ではユークリッド距離とピアソン相関について説明する｡
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2.3.1ユークリッド距離によるスコア

類似性を表す数値を算出するためのＩ'１.純な方法の一つにユークリッド距離というものがある。これ

は人々が評価したアイテムを軸にとってグラフに表示する。グラフ上に人々を配慨し、それぞれがどれ

くらい近いかを見ることができる(似12-1)。

’

Sｎ

５

４

３

２

１

図２．１噌好空間上の人々

この岡は人々 が噌好空間に図示されている徹子を炎している。TobyはSnake軸の4.5、そして

Dup】℃e軸では1.0に位慨している．この哨好空間でのM1離が近ければ近いほど、哨好は近いというこ

とになる。このグラフは２次元なため、・庇に二つの映両での比校しか見ることができないが、もっと

多くの映画に対してでも、原則はlIilじである、

グラフ上でのTobyとLK1Salleの距離を測るには、それぞれの柚上での雄を取り、それぞれを染じて

足し合わせる。そして、その合計の平方根を利用する。PythonではIMI数ＰＯＷ(n,2)で2染の値を帥算

することができ、関数sqrtを使って平方根を算出することができる。

>＞frommathimport5qrt

>＞psqrt(pow(4.5-4,2)･POW(ﾕーﾕ,Z)）
ﾖ.1622776601683795

このtil･算式で人々がどの裡腿似辿っているかを炎す距離を仲:出することができる。この距離が小さ

い人々ほど似ているということになる。しかし、必腿なのは似ていれば似ているほど商い放仙を返すよ

うなIMI数である。これはこの関数に１を加え(0で除疎してエラーになってしまうのを防ぐため)逆数を

取ることで実現できる．

Ｉ



>＞ユノ(ﾕ+sqrt<POW(5-4,Z)+POW(4-ﾕ,2))）
0.24025307ﾖﾖ52042ユ

2.３似ているユーザを探し出す１１１

この新たな数式は常にｏから１の間の値を返す。値が1の珊合は二人の好みが寸分たがわず何じであ

るということを炎している。賊似性を算出するための関数を作るため、これらをまとめてしまうとよい．

以下のコードをrecommendation5.pyに付け加えよう。

frommathimportsqrt

＃personlとperson2の距醗を基にした類似性スコアを返す

defSimdiStance(prefs,per5onl,person2)：
＃二人とも評価しているアイテムのリストを得る

５i={｝

foriteminpref5IperSonl]：

ｉｆｉｔｅｍｉｎｐｒｅｆ５[person2]：
ｓｉ[item]=ユ

＃両者共に肝価しているものが一つもなければＯを返す

iflen(5i)＝O：returnO

＃すべての連の平方を足し合わせる

sum-Ofsquaresssum(〔pow(prefs[personﾕ】[it印]-prefsIperson2】[iteIn),Z）
ｆｏｒｉｔｅｍｉｎｐｒｅｆ５[per5onllifiteminprefs[personZ]]）

returnｌ/(1+Sum-of-square5）

この関数を二人の名前と一緒に呼び出すことで、類似性スコアを得ることができる。Pythonインタ

プリタで次のようにして勤作させよう。

>>＞reload(recoImendation5）

>>＞recoImendation5,simdistan仁e(reEomendationS･critics，

…・LisaRo5e０，.CeneSeymur'）
０.ﾕ48ﾕ48148148

この珊合、ＬｉｓａRoseとGeneScymourの煎似性スコアが得られる。もっと似ている人や、逆に似て

いない人を探せるかどうか、他の人々の名前でも試してみるとよい。

2.3.2ピアソン相関によるスコア

人々の興味の類似庇を決めるもう少し洗練きれた下法として、ピアソン相関係数を用いる方法があ

る。この州Ⅲ係数は二つのデータセットがある直線にどの裡腿沿っているかを示す。この数式はユー

クリッド距離を算出するためのものよりも複雑であるが、データが正規化きれていないような状況では

ユークリッド距離を用いるより、よい結果を得られることが多い。爪規化されていない状態の例として
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は、たとえば映間の評価が平均より厳しい珊合などが雛げられる･

この手法を視弛化するために、図2‐2のように二つの評価をグラフに響いてみる。Supcrmnnは

MiCkLaSalleによって３点が付けられており、GeneSeymourによれば5点が付けられている。そのた

め、グラフ上では(3,5)に位世している。

グラフ上に見える直線は、グラフ上のすべてのアイテムにできるだけ近くなるように引かれた直線で

岐適直線と呼ばれる。二人がすべての映画に対してまったくⅢじiW点をつけている珊合、この世線は

図2-2二人の評者の散布図上での比較

図2.3高い相関スコアの二人の肝者

Ｉ
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グラフ上のアイテムがすべて来るような斜めのlfI:線になる。そして、スコアは充令に相IMIしているため

1になる。ここで描いた側のような珊合、いくつかの映画の評価で慰兇が合っていないため、相Ⅲスコ

アは0.4付近になる。もっと向い相関のものを図2-3に示す。この場合柑側スコアは0.75程度になる。

ピァソン相関係数を利用する上で興味深いことの一つとして、よい成縦の大判ぶるまいによる誤兼

を修正してくれるという点が堆げられる°この図ではJackMatthcwsはLisIlR〔)“より甘く点を付け

ている傾向がある。しかし､それでも直線は比較的彼らの哨好は近いことを示すところにﾘ|かれている。

もしある評者が他の評稀と比彼して高いスコアを付ける傾向にあったとしても、その二人の間のスコア

の差が一貫していれば完全な相関が現れる。先ほど紹介したユークリッド距離によるスコアでは、一

方の評肴が一貫して厳しい点の付け方をしていると、例え好みが似ていたとしても、似ていないとみ

なされてしまう。このような雅動をINI迦ないとみなすかどうかは、あなたがどのようなアプリケーショ

ンを作りたいのかによって汎なる。

ビアソン相関のスコアのためのコードは、まず両方の評者が得点を付けているアイテムを探しⅢす。

そして、それぞれの評粁の評点の合計と、評点の平方の合計を算出する．次に評価を掛け合わせた仙

の合訓･を算川する。股後に以i､､のコードの太字の部分でピアソン相IlU係数を帥川する。師離を測定雄

抑(に利＃lしていたときと述い、この散式は直感的ではないが、変数それぞれの変化の柵典の欄で削る

ことで、変数たちがどの穏哩一紺に変化していくかを教えてくれる。

この数式を利用するために、simdistance関数と同じシグネチャの新たな関数をreEommendations・

pyの中に作ろう。

＃Ｐ１とＰ２のビアソン相関係数を返す

def5inLpearson(prefS,p１，p2)：
＃両者が互いに評価しているアイテムのリストを取得

ｓｉ={｝

ｆｏｒｉｔｅｍｉｎｐｒｅｆｓ[pﾕ]：
ｉｆｉｔｅｍｉｎｐｒｅｆ５[p2]：ｓｉ【item1二１

＃要素の数を鯛ぺる

､=1en(si）

#共に評価しているアイテムがなければｏを返す

ｉｆ、==ｏ：returno

＃すべての噌好を合計する

Suml=Sum<【prefS【P11Iit】

5umZ=5u､([prefs[pZlIitl

ｆｏｒｉｔｉｎ５ｉＤ

ｆｏｒｉｔｉｎＳｉ]）

＃平方を合計する

sumSq=5um([ＰＯＷ(Pref5IplⅡit1,2）
5um2Sq=5um(IPow(prefs[p21Iit1,2）

ｆｏｒｉｔｉｎＳｉ]）

ｆｏｒｉｔｉｎＳｉｌ）
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＃桐を合叶する

p5um宮Sum(〔prefs[p1Ⅱit]*pref5[p2][it］ｆｏｒｉｔｉｎ５ｉ]）

＃ピアソンによるスコアを計算する

num=PSum-<Ｓｕｍ*sumZ/､）

den=Sqrt((Sum5q-Pow(sumﾕ,2)/､)*(sum25q-pow(sumZ,Z)/､)）
ifden=ｓｏ：returnO

rごnum/den

retumr

この関数は－１から１のI川の仙を返す。値が1であれば、岡村はすべてのアイテムに対してまったく

111じ押価をしているということになる。距離を利叩する方法と兇なり、数仙のスケールを変える必喫は

ない。例2-3の相関スコアを得るためには次のようにするとよいｃ

>>＞relOad(reEommendations）

>>＞printrecommendations・sim-pear5on(reEomlendation5・Eritics，
…，Li5aRo5e‘,‘Gene5eymour.）
0.396059,7ﾕ9ユ

2.3.３どちらの類似性尺度を利用すべきなのか？

職はここまで兇なる三つの尺喚の|Ⅲ数を紹介してきたが、了:つのデータセットの馴似性をiIl･るため

の方法は災はもっとたくさん存在する。どの方法がベストであるかは、あなたが作るアプリケーション

によって災なる。ビアソンやユークリッド距離、またはその他の方法のどれがあなたにとって望ましい

結果を返してくれるのかを試してみるとよい。

本軍の残Ｉ)の部分で紹介するINI数はsimilarityというオプションのパラメータを持っている。この

パラメータにsim-pearsonやsimdistanceと折定することで、使用する蹴似性IⅢ数を切り枠えること

ができる。これを利〃Ｉして試してみるとよい。頚似性を計算するための方法としては、他にもJacca『ｄ

係数やマンハッタン距離など、数多く存在する。これまで紹介した類似性間数とIijlじシグネチャを受

け取り、商い数値が高い類似性を表すようなfloat値を返すという約束を守る限り、自分で類似性側

散を作って拭すことができる。

アイテムを比蚊するためのほかの尺度についてhttp:"enwikipedia,org/wiki/Metric％28mathemat

ics％29#Exampleで銃むことができる。

2.3.4評者をランキングする

ここまで二人の人々を比鮫する関数を作ってきた。あなたは与えられたある人に対するすべての

人々のスコアを算川し、もっとも近い組を探す関数を作ることもできる。ここでは映IIIiiを兇るときに

誰のアドバイスを受ければよいか判断するため、私の映画の好みにもっとも似ている映画のi俳昔を探

’
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し出すことをやってみたい。人々 を蒋定の人の好みに近い順に雌べたリストを側るための次の1M1数を

reColmnendations・pyに付け加えてみよう｡

＃ディクショナリPrefsからpersonにもっともマッチするものたちを返す
＃結果の数と類似性関数はオプションのパラメータ

deftopNatche5(prefS,person,nコ5,similarity=Sim-pearSon)：
score5=[(similarity(prefsjperson,other),other）

forotherinprefsifother1雪person｝
＃高スコアがリストの最初に来るように並び替える

scores・sort(）

smres､rever5e(）

returnsEore5[O:､］

この関数はPythonのリスト内包を使い、私と私以外のすべてのユーザを先ほど定淀した尺度を利川

して比較している。そして、ソートされた結果の中から鼠初のn個の結果を返している。

この関数を私の名前と一締に呼び出せば、評蕃たちとその類似性スコアを得ることができる。

>＞reload(reCcImendation5）

>＞recommendations・topMatche5(r“ommendations･criti“,‘Toby‘,､=3）
[(0.9912407071619299ﾕ，‘LisaRo5e，)，（0.92447345164ﾕ90486,’MickLa5alle‘)，
（o､893405ﾕ4744156474,‘qaudiaPuig')］

この結果によると私にもっとも似ているのはLisURoseであるため、彼女のレビューを晩むくきだと

いうことがわかる。もしあなたがこれらの映Ilj1iのどれかを見たことがあるなら、このディクショナリに

あなたの名前とあなたの評点を付け加えてみて、あなたのお気に入りの評者が誰になるのか見てみる

とよい。

2.4アイテムを推薦する

よい評稀を探し出すというのは粥1Ｗらしいことではあるが、私が本当にやりたいのは映lIhiを今すぐ推

脳してもらうことである。私に似た哨好を持つ人Ⅲを探し出し、その人が好きな映ldIiの中から私がまだ

見ていないものを探すことはできるが、それでは1,11)くどい。このようなやり〃では、いくつかの私が

好きであるはずの映画を見ていない排稀を迦んでしまうことで、漏れが生じる可能性がある。また、あ

る映画に対して、他のすべての評粁はよい秤価をしていないにも関わらず、topMatchesによって選ば

れた評者だけが、奇妙なことにその映l由iに対してよい評価をしてしまっている珊合に出くわす１１能性も

ある。

これらの１１１１題を解決するためには、押荷に叩位付けをした11tみ付きスコアを算出することで、アイテ

ムにスコアを付ける必要がある。私以外全凹の評者の評点を集め、それぞれの映IdIiへの点政を私との

類似性に掛け合わせる。表2-2でこの爽際の様子を示す。
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＃０以下のスコアは無視する

ｉｆSim<=O：continue

foriteminprefS[other]：
＃まだ見ていない映画の得点のみを算出

ｉｆｉｔｅｍｎｏｔｉｎｐｒｅｆｓ[Per5on】ｏ】rprefs【personⅡitem]＝O：
＃類似度車スコア

totalS・Setdefault(item,O）

この表はそれぞれの評肴の相IMI仙と、私がまだ見ていない3つの映画(TheNightListener、Lady

intheWater，JustMyLuck)への評点が示されている。Ｓｘから始まる列は評点を掛け合わせた類似

度の列である。そのため、私により似ている人の評点の方が、似ていない人の評点より、令体の点散

に大きく影蒋を与えるようになっている“合iii･の行はこれらの致宇の合計を炎している。

ランキングを算出するために合｡叶仙だけを利用することもできるが、それでは多くの人に見られて

いる映画の点数が上がってしまう。これをI[すため、その映画を見た評肴の類似庇の合(↑(炎のSim、

Sumの行)で割る必要がある．TheNightMstenerは全貝に見られているため、すべての類似庇の合

川･で除算する｡LadyintheWuturは１，uigは見ていないので、Puig以外の人々 の蹴似庇の合Iil･で除算

する。雌後の行がこの刑Ｉ)側:を行った結果を示している。

次のコードは非常に理解しやすく、また、ユークリッド距離でもピアソン相関スコアでも動作する。

recoImendationS・pyに以下を加えるとよい。

＃person以外の全ユーザの評点の函み付き平均を使い、per5onへの推繭を疎出する
defgetRecomendations(prefs,person,similarity屋sim-pear5on)：

totals={｝

SimSums雲{｝

ｆｏｒｏｔｈｅｒｉｎｐｴefs：
＃自分自身とは比較しない

ｉｆother==person：continue

sim=Similarity(prefS,Person,other）



totalS[item】+=Pref5【otherⅡitem】車$ｉｍ
＃類似度を合計

5imSumS・Setdefault(item,0）

simSums[item]+=Sim

２４アイテムを推砺する１１７

＃正規化したリストを作る

rankings=[(total/sim5ums[item],item）foritem,totalintotals・item5()］

＃ソート済みのリストを返す

rankingS・sort(）
rankings,reverse(）
returnrankings

このコードはprefsディクショナリの11'のすべての人々 に対してループされ、それぞれの人と杵定

のpersonとの類似性を算出する。そして、彼らが点敗をつけたアイテムをすべてループする。太字の

行ではアイテムの最終的なスコアを算川している－それぞれのアイテムには類似度が掛け合わされ、

その獄は合計されている。そして最後にそのスコアを賦似庇の合iil-で割ることで正規化し、ソート済

みの結果が返される。

これであなたは次に私が見るべき映画を知ることができる。

>>＞reload(reccmendation5）

>>＞recommendation５.getRecomnendation5(reccmmendations･criti仁５，'Toby,）
[(3.3477895267131013,,TheNightLi5tener，)，（2.8ﾖ25499182641614』，Ladyinthe
Nater‘)，（2.5309807037655645,‘]u5tlWyLuck,)］
>>＞reEDmmendation5,getRecommendation5(recontmendation5・Eritics,.Toby‘，
…SiInilarity=recommendations･simdi5tance）
[(３．5002478401415877,,TheNightLi5tener‘)，（Z､7561242939959363,‘Ladyinthe

Nater,)，（2.46ﾕ988486074ﾖ７３９，’]ustNyLuck，)］

順序づけられた映向のリストを得ることができるだけでなく、それぞれの映画に対する私のiW点の

予想を得ることができている。これを参考に、映画を見たいか、それともまったく別のことをやI)たい

のかを決めることができる。あなたが作りたいアプリケーションにもよるが、与えられたユーザの鵬池

に合うものがない場合、何も推繭をしないという風に作ることもできる。また、この結果はどの矧似性

尺庇を遊んでもあまり大雄はない。

ここまでであなたはどのような商砧やリンクにでも適川することができる完醗な推卿システムを作り

上げたことになる。人々とアイテム、そしてスコアのディクショナリを用意さえすれば、これを利川し

て誰に対してでも推薦を行うことができる。本蹴の後半では、deLicio､usのAPIを通じて、人々 にＷｅｂ

サイトを椎繭するための拠際のデータを収1＄する〃法について脱明する。



１８１２章推薦を行う

2.５似ている製品

現在、あなたは似ている人々を探し出し、特定の人のために製肋を椎蝋する方法について理解して

いる。しかし、製品何士、似ているものを知りたい場合にはどのようにすればよいだろうか？あなた

はこのような例にショッピングサイトで川くわしたことがあるはずだ。特に、サイトがあなたの情報を

まだ１．分に染めていない場合に見かけたかもしれない。例2-4はＡｍａ狐ｍのPmgrammingPythonの
ためのページである。

α暗ｔｏｍｅｒｓｗｈｏｂＯｕｇｈｔｔｈｉｓｉｔｅｍａＩｇｏｂＯｕｇｈｔ
_eaminqpvthon‘SecOndEdjtionｂｙＭａ『ｋＬｕｔｚ

pvthonCookbookbyAIexMartelIj

pVthonmaNutsheI1byAIexMarteIIi

pvthonEssentjaIReference（2ndEditiOn byDavidBeazIey

FoundationsofpVthonNetworkproqramminq（Foundauons

し ＥｘｐＩｏｒｅｓｉｍｉＩａｒｉｔｅｍ字Books（42）

図２．４AmazonによるPro邸ammingPythonと似ている商品

ｂｙ］ohnGoe『zen

この嶋合、類似度を決めるには、特定のアイテムを誰が好きなのかを調べ、彼らが好きな他のアイ

テムを探すとよい。これは本質的には先ほど行った人々のIIljの湖似度を決めるやり方と同じである。

人々とアイテムを入れ緋えるだけで拠現できる。つまり、ディクショナリを変典すれば先ほどあなたが

１０$いた方法を利用することができる。

{‘LiSaRo5e‘：｛‘LadyintheHater，：２．５，，５nakeSonaPlane，：3.5}，
,GeneSeymour，：｛'LadyintheNater'：３．０，，SnakesonaP1ane‘：3.5}｝

これを次のように変換する。

{'LadyintheNater,:{，LisaRose‘:2.5,‘Cene5eymour，:3.0}，
‘SnakesonaPlane':{,LisaRo5e,:ﾖ.5,,GeneSeymour‘:3.5}｝etc.．

この僅換を行うための関数をreComlendationS・pyに付け加える。

deftransformPref5(prefs)：

result雪{｝

forPersoninprefS：

ｆｏｒｉｔｅｍｉｎｐｒｅｆｓ[person]：

re5ult･Setdefault(item,{}）

Ｉ



人々とアイテムを入れ替えることで役立つ結果を１１卜ることができる、とはっきり劃い切ることはでき

ないが、多くの場合、比較してみると面白いと感じるような結果を得ることができるだろう．オンライ

図２．５SupermanRelumsとJustMyLuckの負の相間

２５似ている製品同士’１９

＃ｉｔｅｍとPersonを入れ替える
re5ultIiteml【Person]=Pref5[Pe】rSonⅡitem】

returnresult

これで、先ほど使用した関数topMatchesを呼び出してSupermfmReturnsに似ている映画たちを探

しⅡ｝すことができる。

>＞reload(reECnunendations）
>＞movie5=reEomendations､transfomPref5(recomendations･Eriti唾）

>＞recommendation5.topNatChe5(movie5,,5upemlanRetumS‘）
((0.657,’You，NeandDuPree，)，（0.487,,LadyinthelHJater‘)，（０．１１１，‘Snakesona
P1ane')，（･0.179,,TheNightListener‘)，（-0.422,’]ustNyLuck，)］

この例の場合、マイナスの相関スコアもあることに注愈してほしい。これはSupermanReturnsを

好きな人はJugtMyLUCkのことを好まない傾向にあるということを示している(図2-5)。

さらに、映11kiの評肴を推薦してもらうこともできる．これはあなたがプレミアに誘う人を決めたい珊

合に役立つだろう。

>＞ｒｅにommendation5,getRemInmendations(movies,.]ustHyLuCk‘）
〔(4.o，,MiEhaelPhillips')，（3.0,,]aにkMatthew5，)｝

Ｉ
‐
‐



２０１２意推薦を行う

ンショップの梁肴は偶'4『の利)|端へ弧1VIを州脱するために雌間姻織Ｉｉ報を典めているあなたがｲ１．つ

たように、製ＩＹ１と人々 を以椎させるｲ｢為は、彼らにとっては将定の製1W,を買いそうな人を検紫すること

ができるようになることを懲味しているこれは、将定の商肺の在庫セールの充|)込み方を計lilIiする際

に非常に役に立つ。別の可能性としては、リンク推卿サイトの新たなリンクを、そのリンクをもっとも
楽しめそうな人々に対して提示する際に役にIfつかもＬれない

2.6deIjcioousのリンクを推薦するシステムを作る

このセク影ヨンではオンラインブックマークの．I).イl､としてもっとも人気のあるサイトの一つであゐ

【Ｍ・ici〔).usからデータを取得すあ方法について脱Iﾘ'し、次にそのデータを使って似ていゐユーザを探

し川し、彼らがまだ凡ていないリンクを椎脳する〃法について呪IﾘＩしていくhUp:"｡G1.ici().u蘭でアク

セスできるこのサイトでアカウントを作れば、ユーザはリンクを投稿して後で参照することができあよ

うになる。このサイトでは他のユーザが投稿したリンクを閲覧することもできる。そして多くの人々に

よって投猫された''popularⅧなリンクを),Lることができる実際の｡G1・icio・usのページの例を示す

兜
ｄｅｌ・icio・ｕｓ/ｐｏｐｕＩａｒノprogramming
yourbcokma『kglyoumeIwo｢klInboxlIInkgfofyouIpost

POpuIa｢11ｅｍ宮taggedprog『ａｍｍｌｎｇ－Ⅵｅｗｙｎｕｍ･ｎｌｌ
●

Codin9Ho『roITI1ePjog｢ammeIjsBIllo1RIql11s

AGer111eInIIoducliontoSQL
出国卸,ｒ】ﾛ１ I I

SIamsh‐ridicu1ouslyeasydIsI『IbutedproqrammIngwiIhRllby

nleWebDeveIope『'ｓＬ１ｓＩ

図2.6deI,iclo,usのprogrammingに関するpopularページ
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iqvn9cnPI
Iuby
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ROoId

他のソーシヤルブックマークサイi､と鵬なり、del.i【'io‘usは似たような人々 を探したI)、ユーザが好

みそうな'ルクを推脳するような悩能は捗っていない（WWM時現在）ありがたいことに水瀬で,雌Iﾘ』す

為テクニックを使えば、この機能をI:1分で1Jけ加えることができる

2.alde1oicio・ｕｓのＡＰＩ

（Ｍ､ici《).usのデータはAPIをj、じて利川することができる、データはＸＭＬで返ざれみ。Ｉ〕ytll()､の

AI,IもＷＩ;すゐので、楽をするために次のＵＩ(1,からダウンロードしておこう，(htLI):"(:(xl(》・関()〔)glG(･()'１'/

Ｉ)/py(lL,lici(〕L喝/日〔)111．ccまたはhttp://Cl･eilly.c《)ｍ/(兇山１１()g/978()596529321）

Ｉ


