
２６deIjciQusのリンクを椎鴎するシステムを作る’２１

このセクションでの例に取り細むためには、このライブラリの雌斬バージョンをダウンロードして

PythonLibmryパスにｉｔいておく必喫がある（このライブラリのインストールにIMIしての瀞細は付録Ａ

を参照)。

このライブラリは人々が役柵したリンクを取得するためのシンプルな間数をいくつか持っている。た

とえばprogmmmin関にlM1して峨新の'１p〔〕puIar1'な投稿リストを収i1jiするにはgetPoPularを呼び出せ

ばよい：

>＞imPortpydeliciou5

>＞Pydelicious,getJopular(tag='programming,）
〔{,Count,：‘,’･extended，：.'，，haSh'：,'，,deSCription'：ｕ'HowToNrite

Unmaintainable［ode‘，．ta8s‘：，‘，、href,：ｕ,http:ﾉﾉthに.Se8fault･net/rootﾉphun／
unmaintain･html'，､u5er‘：ｕ‘dor5ia，，.dt'：ｕ'2006-O8-19TO9:48:56Z･)，｛，Count,：，,，

･extended‘：００，，ha5h｡：’０，，deSaiption'：ｕ,ThreadinginC#‘，，tag50：,，，,href,：

u'http://www･albahari･com/threading/'’０user'：u1Imihale'，’dto：uo2006-o5-17Tﾕ8:09：
24Z‘}，
．．、ｅｔｃ．．．

この関数はディクショナリのリストを返していることがわかるだろう。それぞれのディクショナリは

URL、詳細、そして誰が投稿したのかという悩報を持っている。ここでは実際のデータを使って試し

ているので、あなたが試す場合の結果はここで示している結果とは異なるだろう。これから使う関数は

他に二つある｡get-urlpostsとget-userPostsだ｡get-urlPost5はり.えられたURLのすべての投稿

を返す。get-userPostは与えられたユーザのすべての投稿を返す。これらの側致のデータもここで,j：

した例と同様に返される。

2.6.2データセットを作る

del・icio・usからすべてのユーザの投稿をダウンロードするのは無理がある。したがって、一部を遇び

川す必要がある。どうやって迦んでもいいが、Ⅲ白い結果を１１ﾄるためには、投稿頻度が高く、似たよ

うな内容の投稿を繰り返しているような人を探しⅡ}すというのもよいだろう。

これを行う方法として、将定のタグでの"popular"なリンクを故近投秘した人々 のリストを得るやり

方がある。deliciousrec・Pyという端前のファイルを作成して、以下のコードを入力しよう。

fmmPydeliciou5imPortget-Popular,get-userpostsj8et-urlpo5t5

importtime

definitializeUserOict(ta8,Count=5)：
ｕ５ｅｒｄｉｃｔ={｝

ー

＃popularな投稿をEount番目まで取得

forp1inget-popular(tag=tag)[O:Count]：
＃このリンクを投稿したすべてのユーザを取得

forp2inget-urlpoStS(plI,href,])：
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u5er雪p2ruser，］

u5er-dict[user]雪{｝
retumu5erdict

このコードはユーザの名前がキーになっているディクショナリを作り川す。ディクショナリのそれぞ

れの要撚は、これからリンクを入れるための空のディクショナリを参照している。このAPIはそのリン

クを投摘した雌新の30粕の投稿秤しか返さない。この関数では雌初の５つのリンクを投稿したユーザ

を利用して大きなデータセットを作る。

映I11Iiiif稀のデータセットとは異なり、この場合の評価は二つの仙が鞍えられる。つまり、このリンク

を役柵していないユーザは０で、もし投稿している場合は１にする。このAPIを使うことで、すべての

ユーザの排点で埋めるためのIMI散を作ることができる。次のコードをdeliciousrec･pyに付け加えよ

う。

deffillltemS(uSer-diCt)：
allitems={｝
＃すべてのユーザによって投桐されたリンクを取得

ｆｏｒｕｓｅｒｉｎｕｓｅｒｄｉｃｔ：

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(ﾖ)：
try：

post5雲get-userPosts(user）
break

exCept：

print･jFaileduser“+u5er+"，retrying”

time､Sleep(4)

ｆｏｒｐｏＳｔｉｎｐｏＳｔＳ：

url童po5t[‘href‘］

user-dict〔userIurl]言ﾕ.o
allitem5Iurl]=ユ

＃空のアイテムをｏで埋める

forratingSinuSerdiCt・values()：
ｆｏｒｉｔｅｍｉｎａｌｌｉｔｅｍＳ：

ｉｆｉｔｅｍｎｏｔｉｎｒａｔｉｎｇＳ：

ratin85[item]=0.0

このコードで、本草の妓初の部分で作った拝肴のディクショナリと似たようなデータセットを作るこ

とができる。

>＞fromdeliciou5recimport＊

>＞deluSer5=initializeUSerDiCt(，progranming.）

>＞deluSers［.tsegaran.】={｝＃あなたがdeliciou5のユーザであれば、あなた自身を付け加えよう
>＞fillltems(delu5ers）



>＞imPortrandom

>＞u5er=delusers・key5()[random､randint(0,len(delu5ers)-ﾕ)］
＞＞ｕＳｅｒ

ＵｏＶｅＺａｏ

>＞reco1mendations､toPMatChe5(delu5er5,U5er）

〔(0.083,ｕ‘kuzz99，)，（o､o83,ｕ'arturoochoa')，（0.083,ｕ，NickSmith.)，（o､o83,
u・Ni〔haelDahl･)，（0.050,ｕ，zinggoat,)］

getRecoIwnendationSを呼び出して、このユーザが好みそうなリンクを推脳することもできる。

getReEoImendationsはすべてのアイテムをソートして返すため、雌初の１０個裡庇に制限しておいたほ

うがよい。

３行Ｎではt5egaran（飛粁）をリストに加えている。もしあなたがdel､icio,usのユーザであれば、

tsegaranを門分のユーザネームに慨き換えるとよい‘，

fillltemsの実行には散分かかるかもしれない。これはサイトに対して数百回のリクエストを行って

いるためである。このAPlは短い時間に多くのリクエストが繰り返されるとブロックすることがある。

そのようなﾑﾙ合、このコードはリクエストを一旦休み、31111をｋ眼としてリトライを行う。

2.6.3ご近所さんとリンクの推薦

これであなたはデータセットを作り上げたことになる。このデータセットには、映両評昔のデータ

セットに対して使ったIMl数と同じ関致を適川することができる。試しに適当なユーザを遊んで、その

ユーザに似た哨好を待ったユーザを探し出してみる。次のコードを動かしてみよう。

2.6deljcio､usのリンクを推薦するシステムを作る１２３

>＞url=recommendations･getReccnunendations(delusers,u5er)[O][ﾕ］

>＞reComendation5･tOpHatches(recomntendations･transformPrefs(deluser5),url）
[(0.312,ｕ'http:〃OMW・fontteSter・ＣＯ､ﾉ，)，

(0.ﾖ12,ｕ‘http:〃ｗｗ・CSSremix・com/‘)，

(0.266,ｕ，http:〃ｗｗ･lo8oorange・ＥＣ､/color/Eolor-codes-chart､php‘)，
(0.254,ｕ，http:〃yotophoto・com/')，

(0.254,ｕ‘http://www・wpdfd・com/editorial/basics/index・html‘)］

>＞recommlendation5･getRecommendaticn5(delu5ers,user)[o:ﾕo］
[(０.Z78,ｕ‘http:〃岬.devliSting､com/')，
(0.276,ｕ，http:〃ｗｗ･howtofor8e・ＣＯ､/linux-ldap-authentication,)，
(O･ﾕ9ﾕ，ｕ'http:〃yariv5blog,Eom/articleS/2006/０８/09/5ecret-weapons-for-Startups')，
(０．１９１，ｕ･http:ﾉﾉｗｗ・dadgum.〔０m/jame5/performance・html')，
(0.191,ｕ･http:〃岬.Codinghormr,com/blog/arChive5/000666.html，)］

もちろん、先ほど紹介したように、この噌好リストも入れ伴えることができる。これによって人々で

はなく、リンクという槻点から検鍬することができる。あなたが特に鉱に入った将定のリンクに似てい

るリンクを探すためには次のようなコードを試してみるとよい。

ｌ
‐
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これでおしまいだＩこれだけであなたはdeLicio・usに対して推澗エンジンを付け加えることに成功

したことになる。他にもやれることはいろいろある．たとえば、deliciO,usはタグで検索することもで

きるため、お互いに似ているタグを探し出すこともできるし、あるページを,,poPu,ar‘,にするために同

じリンクを複数のアカウントで繰り返し投稿しているユーザを探し出すこともできる合

2.7アイテムベースのフィルタリング

今まで実装してきた推脳エンジンは、データセットを作成するためには、すべてのユーザからのラン

キングが必要だった。これは人々やアイテムの数が数T･件程度であればうまく動作するだろう。しか

し、Amazonのような雁大なサイトでは容や製州の敬は数百万件存在する。このようなサイトでは、あ

るユーザを他のすべてのユーザと比べたり、ユーザがﾙｆ価したそれぞれの製,M1を比較すると、ものす

ごい時川がかかる。また、散Iri万点の製品を売るようなサイl､では、人々の亜なりあう部分が少ないた

め、雛と誰が似ているのかを決めることが難しい。

これまで使用してきた技術はユーザベースの協澗フィルタリングと呼ばれている。これに代わるもの

としてアイテムベースの協捌フィルタリングというものがある。巨大なデータセットが対峻の場合、ア

イテムベースの協調フィルタリングのほうがよい結果をﾉkみ出してくれる。また、帥･算の大部分は111前

に実行しておくことが可能なので、推噴が必要なユーザは、より時間をかけずに結果を得ることができ

る。

アイテムベースの協捌フィルタリングの下川はすでに解脱してきた内容に人部分が含まれている。

大まかにいうと、それぞれのアイテムに似ているアイテムたちをIMIもってiil･算しておくということであ

る。そして、あるユーザに推澗をしたくなった時にはそのユーザが高く評価しているアイテムたちを参

照し、それらに対して似ている順に重み付けされたアイテムたちのリストを作り出す。ここでの亜要な

迎いは、鹸初のステップではすべてのデータを鋤くる必要があるが、アイテムINlの関係というのは、人

'１Ⅲ面１１:のⅢ係ほど頻繁には変わらないという点である｡これはそれぞれのアイテムに似ているアイテム

を見つけるために計算し続ける必喫はないということを亜味している。このようなiii･算はトラフイック

の軽い時間帝やメインのアプリケーションとは別のコンピュータでやればよい．

2.7.1アイテム間の類似度のデータセットを作る

アイテムを比較するためにまずやらなければならないのは、似ているアイテムたちの完全なデータ

セットを作るための関数を111:くことだ。先程も述べたように、これは推脳を行うときに征回行う必要が

あるわけではない。一度データセットを作りさえすれば、必要な時に再利用することができる。

このデータセットを作り川すために、次の関数をreCommendations・pyに付け加えよう。

def

＃

＃

calculateSimilarltem5(prefs,､ニユO)：
アイテムをキーとして持ち、それぞれのアイテムに似ている

アイテムのリストを値として持つディクショナリを作る。



この関数はまず、先ほど定炎したtransformPrefsを使ってスコアのディクショナリを反転させて、

それぞれのユーザにアイテムがどのように評価されているかというリストを作っている。そしてすべて

のアイテムをループして、この反職させたディクショナリをtopMatchesに渡し、似ているアイテムた

ちをその瀬似性スコアと共に収１１卜している。雌後にアイテムをキーとし、それぞれのアイテムにもっと

も似ているアイテムたちのリストを持ったディクショナリを返している。

あなたのPythonの対話型セッションで、このアイテムの類似度のデータセットを作り、どんなもの

か見てみよう。

２７アイテムベースのフィルタリング’２５

ｌ
Ｊ
Ｊ
Ｉ

result={｝

＃噌好の行列をアイテム中心な形に反転させる

itemPref5=tranSformPrefs(Prefs）
C=O

foriteminitemPrefs：

＃巨大なデータセット用にステータスを褒示

Ｃ＋ｐ１

ｉｆｃ%100雪｡O：Print“%ｄ／％｡“％（C,len(itemPrefS)）
＃このアイテムにもっとも似ているアイテムたちを探す

score5雲topMatche5(itemPrefS,item,､=､,similarity=Sim-distance）
result[item]雪Score5

returnresult

>>＞reload(reComendationS）

>>＞item5im宮recomendation5･Calculate5imilarltem5(recomendaticn5･critic5）
>>＞ｉｔ函型、

{,LadyintheNater，：［(0.400000000000000oz，,You，NeandDupree,)，
（0.285714Z857142857,,TheNightLiStener'),…

’5nakesonaPlane，：［(0.22222222222222221,,LadyintheWater')，
（0.18181818181818182,,TheNightLi5tener‘),…

etc．

この関数をアイテムの類似度が最新な状態に保たれる程度の頻度で走らせるとよいｃユーザと、評

価されたアイテムの政が少ない股初のころにはこれをより多く走らせる必災があるが、ユーザの散がjＷ

えればこのアイテムIIiI士の顛似性スコアは安定してくるので、この間数を呼び出す必饗は少なくなる。

2.7.2推蘭を行う

ここまでですべてのデータセットを剥くることなしにアイテムの類似庇のディクショナリを使って推

蘭を行うための郡伽ができた。これから特定のユーザが評価したすべてのアイテムを取得し、似てい

るアイテムを探し、馴似庇を利用して01tみをつける。アイテムのディクショナリを使えばこの矧似度は

簡単に緋ることができる。

表2-3はアイテムベースのアプローチで推蘭を行う過程を示している。災2-2とは異なり、他の部将

ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
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＃すべての類似度の合計

totalSim､5etdefault(item2,o）

totalSim[item2]+=Similarity

＃評点と類似度を掛け合わせたものの合計で皿みづけする

SCoreS・Setdefault(itemZ,0）

scoreS[item2]+=Similarity率rating

＃このアイテムに対してユーザがすでに肝価を行っていれば愚視する

ifitem2inuSerRating5：continue

たちはまったく炎には現れていない。その代わりに秘がilWiIIiした映Ii1iiと、まだiW価していない映仙iの炎

になっている。

婆2.3筆者のためのアイテムベースの推薦

映 画 酔 価Ｎｉ帥t

Sn a k e s４．５０．１８２

Supeman４．００．１０３

Du p r e e１．００．１４８

合計0.433

正規化

RxNi帥ｔ

０．８１８

０．４１２

０．１４８

1.378

３．１８３

Ｌａｄｙ

Ｏククク

０．０９１

０４

０．７１３

御
理
錘
４
７
４
４
３

Ｒ
０
０
０
１
２

Luck

0.105

0.065

0.182

0.352

岬
潤
記
醒
似
卵

Ｘ
４
２
１
９
５

Ｒ
０
０
０
０
２

＃このユーザに岬価されたアイテムをループする

for（item,rating）inuSerRatingS,itemS()：

def8etReccmendedltemS(prefs,ite耐atch,uSer)：
userRating5=prefS[uSer］
Scores={｝

total5im={｝

それぞれの行は私がすでに兄た映画の名前と、その映画に対する私の個人的な評価を保持している。

そしてそれぞれの行の映1111iに対して、私がまだ見ていない映両がどれくらい似ているかということを示

している列がある。例えば、SupBrmanとNightListemel･の類似度は0.103であると表示されている。

R,xで始まる列は蹴似度と私のｉｆ点を掛け合わせたものを没している。職はSuPermanには4.0を付け

ているため、Supcrm&ｍの行のNightの隣にあるＲ､xNightは4.0×0.103=0.412となっている。

合制･の行ではそれぞれの映画の類似度の合計とＲ､xの合計が入っている。それぞれの映画に対する

私の評点を予測するには、Ｒ､xの列の合計を類似皮の列の合計で割ればよい。つまり、NightListencr

に対する秘の評点の予想は1.378/0.433＝3.183となる。

これを爽際に行うためには次の雌後の関数をrecommendations･pyに付け加えるとよい。

＃このアイテムに似ているアイテムたちをループする

for（Similarity,item2）ｉｎｉｔｅｎ制atchIiteml：



この関数を先ほど作った顛似性データセットに適川することで、Tobyに対する新たな推脳を行うこ

とができる。

２８MovieLensのデータセットを使う１２７

>＞reload(recomendations〉

>＞ｒｅにomendations・getReCcmmendedltems<recommendation５．E]ritic5,itemSim,,Toby'）
[(ﾖ.ﾕ82,‘TheNightLi5tener')，
（2.598,‘]uStlWyLuck')，

（2.473,‘LadyintheNater‘)］

NightListcncrはまだ余桁を持ってトップにいる。ＪｕｓｔＭｙＬｕｃｋとLadyintheWatcrは亜いに近

いところに位悩はしているが、順位が変わっている。ここで新uすべきは、アイテムの類似性データ

セットは事前に計算されているため、getReconm贈ndedltemsが呼び出された際には、他の評者たち全

員の類似性スコアをi汁算する必要がないという点である。

＃正規化のため、それぞれの、み付けしたスコアを類似度の合計で割る

rankingS=[(5Core/total5im[iteml,iteIn）foritem,Scoreinscores・item5()１

＃降順に並べたランキングを返す

rankings､sort(）

rankings､reverse(）
returnrankings

ﾕ962423881250949

186302ヨ891717742

22377ユ878887116

244512880606923

1663461886397596

2984744884182806

‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

2.8MovieLensのデータセットを使う

媛後のサンプルとして、MovieLensという実際の映画の押価のデータセットについて見てみよう。

MovieLensはGmupLcnsPrQjectによってミネソタ大学で作られた。このデータセットはhttp://www・

grouplensprg/､ode/73#attnchmentsからダウンロードすることができる。２棚制のデータセットがあ

るが、１００，０００件のデータセットの方をダウンロードしよう。tnr､間zとZip形式で用意されているので、

プラットフォームに合わせて好きな方を選ぶとよい。

このアーカイブはいくつかのファイルを含んでいる．この中でも１m白いのは映画のＩＤとタイトルのリ

ストを含んでいるu･itemと、次のようなフォーマットで映画の爽際のｉｆ価が記録されているｕ・dataで

ある。
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それぞれの行はユーザＩＤ，映lIhiのＩＤ，ユーザによるその映lIIIiの評価、そしてタイムスタンプからⅢ

成されている。映l刈のタイトルを得ることはできるが、ユーザのデータは匿名になっている。そこでこ

こではユーザＩＤを対象に取り組んでいく。このデータセットは1682本の映画に対する943名のユーザ

の評価から構成されているｃ各ユーザは雌低でも20本の映画について評価している。

このデータセッl､を謎み込むために1oadlvlovieLensというメソッドをrecommendations･pyに付けⅢ

えよう。

defloadNovieLens(path='/data/movielens‘)：

＃映画のタイトルを得る

moviesg:{｝

forlineinopen(path+!/u・item‘)：
（id,title)=line,Split(，|')[o:2］
movieS[id]=title

＃データの臨み込み

Pref5={｝
forlineinopen(path+,/u・data')：
（user,movieid,rating,ts)=line､split('1t‘）
prefS･setdefault(user,{}）
pref5【userⅡmovie5[movieid]]=float(rating）

retumPrefs

火際にPythonのセッションでデータを銃み込んで、任意のユーザの評価を見てみよう。

>>＞reload(reECmendations）

>>＞prefs=recommendation５.loadNovieLensO
>>＞prefS【.87,】
{‘Birdcage，Ｔｈｅ（ﾕ996)'８４°Ｃ，‘E･T・theExtra-Terre5trial（1982)'：３．０，
，Bananas（1971),：５．０，，５ting，Ｔｈｅ（1973)，：５．０，‘BadBoyS（1995)‘：４．０，
，ｴｎｔｈｅＬｉｎｅｏｆＦｉｒｅ（1993)，：５．o，，starTrek：ＴｈｅＮｒａｔｈｏｆＫｈａｎ（1982)'：５．o’

’５peechless（1994),：４．０，etc…

これでユーザベースの推薦を行うことができる。

>>＞remmmendations・getReEoImmendations(prefs,‘87,)【o:ﾖＯｌ
[(5.0,‘TheyNadeNeaCriminal（1939),)，（5.0，’5tａｒＫｉｄ（1997),)，
（５．０，，５antawithMuscles（1996)')，（5.0,’SaintofFortNashington（1993).)，
etc…］

あなたのコンピュータのスピードにもよるが、この方法で推脳を行う場合、ちょっと時Illlがかかると

いうことに気づくだろう。これは大きなデータを対象にしていることが原因である。ユーザベースの推
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IMIは、ユーザ数が期えればjWえるほど時lHlがかかる。次にアイテムベースの推臓を拭してみよう。

>>＞item5im=recoImendations､CalEulateSimilarｴtems(Prefs,n=５０）
ﾕ００ノ1664

200ノ１６６４

etE．．．

>>＞reEcnmendations･getReEomendedIteIns(prefs,itemsim,‘87‘)【o:30】

[(５．０，”Nhat'sEatingCilbertCraPe（199ﾖ)‘')，（5.0,,Vertigo（1958)‘)，
（５．０，‘UsualSuspects，Ｔｈｅ（1995)‘)，（5.0,’Toy5tory（1995)‘),etE…］

アイテムの類似度のディクショナリを作るのに時間はかかるが、いったん作ってしまえば推煎は一瞬

で行うことができる。さらに、ユーザ散が期えても推蘭にかかる時川は期えない。

このデータセットは、スコアリングの方法が変わることによって、出力がどのように変わるかを試し

てみる際に非常に役立つｃまた、アイテムベースとユーザベースのフィルタリングのパフォーマンスの

逆いを理解するためにも役１kつ。GroupLensのウェブサイトには、他にも許籍、ジョーク、さらなる

映而のデータセットなど、拭してみると而rIいデータがある。

これまで述べたように、ユーザベースのフィルタリングはよりシンプルで、余分なステップを必要と

しない。そのため、メモリに収まるサイズで、変更が頻繋に行われるようなデータセットに対しては、

こちらのﾉjが適しているjﾙ合がある。雌終的には、ユーザの11件好が独脚の値を排っているようなサイ

トーシヨツピングサイトではなく、リンクを共有するサイトや音楽を推薦するサイトーに向いてい

るだろう。ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ

大きなデータセットから、たくさんの推脳を得ようとする際には、アイテムベースのフィルタリング

はユーザベースと比較すると非常に高速である。しかし、アイテム顛似度テーブルをメンテナンスする

必喫があるというオーバーヘッドも持っている。また、データセットがどの秘庇｢疎｣であるかによって

止確性が汎なってくる。映画の例では評肴たちはほとんどすべての映画に対して評価をしていた。し

たがってこのデータセットは「密」(疎ではない)であるといえる．一方、deLicio,usではまったく同じ

データセットを持った~:人の人がいる、ということはありそうもない－多くのプックマークは少人数

のグループによって記録されているため、データセットは｢疎｣なものになっている。アイテムベースの

フィルタリングは、疎なデータセットに対しては、一般的にユーザベースのフィルタリングより性能が

優れている。しかし、データセットが密であればこの三つの性能は大体同等になる。

息
これらのアルゴリズムのパフォーマンスの違いについてさらに学びたければ、Sarwa｢ｅｔ

ａＩによる｡Ｉｔｅｍ･basedCoIlaborativeFille｢ingRecommendalionAIgorithms･という論

文をチェックするとよい(hilp://Cileseerjs1・psu､edu/sarwarO1ilembasedh(ｍＩ)。



３０１２醗推閲を行う

あなたはこれまで類似性スコアを算出する方法と、それを使って人々やアイテムを比較する〃法に

ついて学んできた。本厳ではユーザベースとアイテムベースの二つのアルゴリズムについてカバーし、

人々 の噌好を傑持する方法やdel､icio,usのAPIを利ⅡＩしてリンク推鮒システムを柵築する方法につい

てカバーしている。３章では本章からのいくつかのアイデアも利用しつつ、似ている人々のグループを

教師なしのクラスタリングアルゴリズムで探し出す方法について見ていく。９竃では既に好みを把握し

ている人々を組み合わせる別のやり方について見ていく。

2.10エクササイズ

１．１もnimolo係数

Tunim〔》to係散が何であるのかj淵べなさい。どのようなケースでユークリッドM1離やピアソン相関

係数の代わりに使われるのか？Tanimoto係数を使って新たな類似性スコアを,１１．静:する関数を作

りなきい。

2.タグの類似性

del・ici・ougのAPIを使って、タグとアイテムのデータセットを作I)なさい。それを利Ⅲしてタグ間

の顛似性を111算し、ほとんど側一のタグを探せるかjnl,てみなさい。プログラミングとタグ付けされ

ていてもおかしくないもので、実際にはプログラミングのタグがついていないものを探し出しなさ

い。

3.ユーザベースの効率化

‘ユーザベースのフィルタリングアルゴリズムは椛卿する際に、畑ulすべての他のユーザと比鮫を

行うため非効半である。ユーザ間の矧似皮をvIIMIに帥･算する関散を番きなさい。そして、推簡を

行う際には上位５人のユーザのみを利用するようにコードを書き換えなさい。

4.アイテムベースのブックマークフィルタリング

データをdeI・icio・usからダウンロードし、データベースに付け加えなきい。アイテムーアイテムの

表を作り、アイテムベースの推脳をさまざまなユーザに行いなさい。ユーザベースの推噛とこの方

法を比戦せよ。

5.AudioscrobbIerI

http:"www,皿Mlioscrobbler､netを兄て、たくさんのユーザの青楽の哨好怖鞭を含んだデータセッ

トを凡てみなさい。このサイトのWebサービスAPIを仙ってデータセットを収１１卜し、荷楽の推澗

システムを柵築しなさい。

十眠注Ｉ現血http:"l“t､finに統合きれている。
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２章では近い関係のものたちを探し川す方法、たとえば映IlIIiについてあなたとIliIじような好みを持っ

ている人々を探し出す方法について見てきた。本噸ではこれらのアイデアを拡張し、データクラスタリ

ングについて紹介する。データクラスタリングとはお瓦いに関連しているもの同１２、人々の災団、アイ

デアのグループなどを発見し、可視化するための手法の－．つである。本章ではさまざまなソースから

データをiV【伽する方法について学Ｗし、２棚航のクラスタリングアルゴリズムについても学ぶ。さらに

距離を指標とする尺度についてより深く検討し、ノヒ成したグループを可視化するためのシンプルなコー

ドについて見ていく。峨後に、非常に複雑なデータセットを-毛次元上で表現する方法について学ぶ。

クラスタリングは、さまざまな内部榊造を持つ大規模なデータを扱うようなアプリケーションで頻繁

に利用される。たとえばⅧ群の聯IWil歴を追跡している小允梁特などであれば、このMnIWiu雁を仙う

ことで一般的な耽側肘に関する怖報に加え、IIil微の峨岡パターンを持ったMn群のグループを自動的に

発見することもできる。同じような収入で年代も同じような人々でも服のスタイルには大きな違いがあ

るが、クラスタリングを利用すれば｢ファッションの孤脇｣を見つけることが可能であり、小売やマーケ

ティングの戦酪決定に生かすことができる。また、クラスタリングはコンピュータによる生物学で、同

じような雌る鯨いを,Iくす過伝子のグループを探すのによく利川される。姫る際いが同じであるというこ

とは、ある扱いに対して何じょうに反応したり、｜‘j'一のﾉt物学的経路の一部であるIIJ能性があるという

ことを意味している。

本書は巣合知をテーマとしているため、多くの人々がさまざまな梢報を提供しているような梢報源を

例として扱う。峨初の例迦では、プログで縦諭されているトピックたちと蝋耐の仙われ〃について兇て

いく。これにより、プログたちはそのテキストによって分蝋することが可能であり、テキストIllのI|畷

たちはその使われ〃によって分類することができるということを確認する。２稀ロの例題では、人々が

自分が所有しているものや所有したいものをリストしているコミュニティサイトについて見ていく。そ

して、このサイトのWWMを利用して人々の欲求をクラスタとしてグループ化することができることを確

誕する。

翁章

グループを見つけ出す

ｌ
‐
ｌ
‐
‐
ｌ
‐
Ｊ
‐
Ⅱ



通常、クラスタリングのためのデータを淋備するということは、アイテムを比較するために使うこ

とのできる共通の数字の閥性たちを決めるということである。これは２章で見たものと非附に似てい

る。たとえば2京ではﾙ者たちのランキングは共通する映Ilhiの巣合を皿じて比較していた。また、。e1．

icio‘usのユーザたちにあるサイトがブックマークされているかどうかということは１と０に変換されて

いた。

3.2.1ブロガーを分類する

本章ではいくつかのデータセットについて取り組んでいく。まず蛾初にクラスタリングするのは,２０

件ほどの人気プログのデータセットだ。それぞれのプログのフイードに持定の単語たちが現れた阿散

を班にプログたちをクラスタリングする。これがどのようになるのか、その部を災3-,に,,§している。

３２１３章グループを見つけ出す

3.1教師あり学習ＶＳ教師なし学習

予測のやり方を験刊する際に見本となる入力や出力を仙川するテクニックは教師あり学習の手法と

呼ばれる。木脊ではニューラルネットワーク、決定木、サポートベクトルマシン、ベイジアンフィルタ

のようなたくさんの牧師あり学習について検討していく。これらの下法を用いたアプリケーションは、

人ﾉjセットと期待されている出ﾉjを分析することで「学判」を行うｃつまり、これらの下法のいずれか

を利用して愉報を引き出したい時には、入力セットを人力し、そのアプリケーションがそれまで学刊し

てきたことを基にした川力を期待するということになる。

クラスタリングは教師なし学習の一例である。ニューラルネットワークや決定木とは異なり、牧師な

し学習のアルゴリズムたちは模範解答によって訓練されるものではない。これらのⅡ的は、どのデー

タも正符であるとはいえないようなデータセットの''１から柵遊を探し川すことである。先ほど繋げた

ファッションの例でいうと、このクラスタたちは小充業荷に、どの人が購入しそうであるとか、新たな

人がどのファッションの孤島に当てはまるかということを教えてくれるわけではない。クラスタリング

アルゴリズムのⅡ的はデータを利用して、そのデータ111に〃ｲI；するグループたちを探し出すということ

である。他の戦IIlijなし‘，郷lの例としては10jftで取り1%げる非負値行列因子分解や、自己組織化マップ

などがある。

3.2単語ベクトル
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3.2単語ベクトル’３３

リ1.鮒の頻度を鵬にクラスタリングすることで、同じサブジェクトについて頻繁に許いていたり、IIjlじ

ようなスタイルで書いているブログのグループを決定することができるだろう。これは膨大な数のイン

ターネット上のプログを検索、分類したり、探し川すのに非常に役立つ。

このデータセットを生成するためには、ブログたちの集合からフイードをダウンロードし、エントリ

からテキストを抽出し、諾の頻度についてのテーブルを作成する。このデータセットを作成するステッ

プを省略したいのであればhttp:"kiwitohes､comんlustersﾉblogdIltJl・txtからダウンロードすることもで

きる。

3.3.2フィード中の単語を数える

ほとんどのプログはオンラインで統むか、もしくはＲＳＳフイードを皿じて銃むことができる｡ＲＳＳと

はプログと、そのすべてのエントリたちについてのNi州を含んだシンプルなＸＭＬ文脊である。それぞ

れのプログの単諾の頻度を数えるための敗初のステップは、これらのフイードをパースすることであ

る。幸運にもこの仕事をやってくれるエクセレントなモジュールとしてUnivergalFeedParserという

モジュールが存在する。これはhttp:"www､他cdparser､or屑からダウンロードすることができる。

このモジュールを利用すればタイトル、リンク、そしてエントリをどのようなRSSやＡｔｏｍか

らでも簡単に取り川すことができる。まずはフィードからすべての単諾を取り出す関数を作る。

generatefeedvector・pyという新しいファイルを作って次のコードを挿入しよう。

importfeedparser

importre

＃R55フィードのタイトルと、単語の頻度のディクショナリを返す

def8etwordcounts(url)：
＃フィードをパースする

。雲feedparser･parse(url）

ｗｃ={｝

＃すべてのエントリをループする

ｆｏｒｅｉｎｄ･entrieS：

ｉｆｏＳｕｍｌａｒｙｏｉｎｅ：SuImnary=e,5uImlary

elSe：SuImT1ary=e,descriPtion

＃単鰭のリストを取り出す

wordS=getwords(e・title+，‘+Sumlary）
ｆｏｒｗｏｒｄｉｎｗｏｒｄｓ：

ｗｃ・setdefault(word,o）

ｗｃ[word】+=ユ

returnd､feed･title,wｃ

ＲＳＳとＡｔｏｍフィードはタイトルと、エントリのリスI､を持っている。それぞれのエントリはエント

リの爽際のテキストを含んだsummaryかdescriptionというタグを持っている。getwordEounts関数

はこのsummary（もしくはdescriPtion）をgetwordsに渡す。getword5関数はすべてのＨＴＭＬを引き
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はがし、叩碕を非アルファベットの文字列を鵬に分Wりし、文字列をリストとして返すｬ。getwordsを

generatefeedveCtor・pyに付け加えよう，

defgetwords(html)：
＃すべてのHTMLタグを取り除く

txt=re･compile(r，<[八>]+>Ⅲ).sub('‘,html）

＃すぺての非アルファベット文字で分割する

words=re､にompile(r'[AA-Zﾍa-z]+‘).split(txt）

＃小文字に変換する

return［word・lower(）ｆｏｒ僻ｏｒｄｉｎｗｏｒｄｓｉｆｗｏｒｄ!=''］

ここからは実際に取り組んでいくフイードたちのリストが必要になる。ブログフイードのＵＲＬのリ

ストを自分で作りたければ作ってもよい。もしくは私が4揃に作ってある100件のRSSのURLが戦っ

ているリストを使ってもよい。このリストは人気のあるプログたちのフィードから作られており、エン

トリにテキストが含まれていないか、１曲i隙だけのフィードは取り除いてある。http:ﾉﾉkiwitobc8,comノ

cluste圃脆edlist・txtからダウンロードできる。このリストは－．行ごとにＵＲＬが肥されたプレーンテキ

ストである。もしあなたが脚分のプログを持っていたり、これらのサイトと比較してみたいお気に入り

のプログたちがあるなら、このファイルに付け加えておくとよい．

generatefeedvector.pyのメインのコードは、フイード全体をループしてデータセットを生成する

コードになる（これはiii体の川数で行うわけではない)‘，コードの１１t初の部分はfeedli5t・txtのすべて

の行をループして、それぞれのブログのそれぞれの恥|冊の数を数える。それとIj1時に、それぞれの単

措が出現するプログの数も数える（apCount)。次のコードをgenemtefeedveCtor・pyの岐後の部分に

付け加えよう。

apcount={｝
wordcounts={｝

feedli5t=Ilineforlineinfile('feedliSt・txt，)］
forfeedurlinfeedli5t：

try：

title,wc=getwordcountS(feedurl）
wordcounts[title]ごwc

forword,countinwC.itemS()：

aPCount,setdefault(word,O）
ifEount>1：

apcount[word]+=１
except：

print，Failedtoparsefeed％5･％feedurl

十訳注：ｎ本語の場合の文字列を分割する処瑚については付録Ｃを参照。
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次に、それぞれのプログの１１'で仙われているj１１.僻の川現数のリストをﾉk成する。theのようなIli柵は

ほとんどすべてのブログに存在する。一・方、でたらめな単ｉＩｆがｲＭ;するブログがあったとしても、そ

のような叩拙は他のブログにはほとんど川現することはない。蝿脇の出現率に上限と-ド限の闘仙を投

定し、そのINIの単諸のみを利用することで全体的な単語の数を減らすことができる。ここでは10％を

下限として、５０％をｋ限とする。もし一般的なIii締の数が多すぎたI)、珍しい叩諾が多すぎるjﾙ合に

はこの政′igをいろいろ劉整して拭してみるとよい。

wordliSt=n

forw,bcinaPcount・item5()：

frac雪float(bC)/len(feedlist）

ｉｆｆｒａＣ>0.1andfraC<0.5：wordliSt・aPPend(w）

鹸後のステップでは、この単譜のリストとブログのリストを利川して、それぞれのブログ中でのすべ

ての１１１冊の出現数の巨大な表が記戟されたテキストファイルを作る．

out曇file('blogdata・txt,,'w'）
out､write('B1og‘）

forwordinwordli5t：out､write(‘1t%５，％word）
out・write('1,‘）

forblog,wcinwordcounts・items()：

out・write(blog）
forwordinwordlist：

ｉｆｗｏｒｄｉｎｗｃ：out・write('1t%d,％wCIword]）
el5e：out・write(，Ito,）

out・write(‘in'）

爽際にi111冊の出現数のファイルを作るため、generatefeedvector・Pyをコマンドラインから実↑j:し
よう。

c:lcodelblogcluSter>pythongeneratefeedvector.pｙ

すべてのフイードをダウンロードするには散分かかるだろう。雌終的にはblogdata･txtという抑iii

のファイルを１Ｍする。このファイルを|＃Iいて、行が''１締で列がブログ柵の形式のタブ世切りの災に

なっていることを確認しよう。このファイルフォーマットは本章で紺介する関数たちで利用される。別

のデータセットにこのクラスタリングのアルゴリズムたちを過川するためには、後でこのフォーマット

に従ってデータセットを作ればよい｡そのためにはきちんとフォーマットされたスプレッドシーI､をタ

ブ区切りのテキストファイルとして保存してｲﾘﾙlしてもよいr‘
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3.3階層的クラスタリング

階1W的クラスタリングでは、もっとも似ている~:つのグループをまとめることを繰り返すことによっ

て、グループの階府を作り上げる媛初はそれぞれのグループは個々のアイテハであり、この場合は個

別のブログである。このＦ法では、それぞれの練I)返しの際に、すべてのグループの組のINIの距離が

１，１.休されゐ。そしてもっとも近いグループの紺がまとめられて、新たなグルーーノを形成す為。これをグ

ループが一つしかｲＭ;しなくなあまで繰り返す‘，lxl3-1にこの過秘を,Jﾐー 』．

可

一

(①、）①③ ①③

ｒ
Ｉ
Ｉ
１
遣
し

① ①
識
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図３．１階層的クラスタリングの勤作

■

(①②）⑨

この図ではアイテムの頻似度は、アイテム間の相対的な位置で表しているつまI)、アイテム|‘リヒが

近ければ近いほどそのアイテムは似ているということを意味する‐雌初はこれろのグループは個々のア

イテムたちでああ次の段附ではもっとも距離が近いＡとＢの2つのアイテムがまとめられ、ＡとＢの

|Alの伽iftにWiしいグループとして形成されゐその次のステップで(よWiしいグループはＣと紺にまと

められる。これでI)と11)がもっとも近いアイテムとなるので、これらはまとめうれて新たなグループを

形成する。そして姫後のステップの際に､残っている二つのグループがまとめられ､全体が一体となる、

階iii‘Ｉ的クラスタリングが終ｒすると、通常は、ノードをピラミッドの形で､脆くて表示するデンドログ

ラムと呼ばれるク.ラフの形式で結染を砿秘する｜州3-2は先ほどの例のデンドログラムである



この間数は雌初の行を列の名前のリストとして艇み込み、左端のﾘを行の』ﾘﾉi前のリストとして純み込

む。そしてすべてのデータをリストのすべてのアイテムがそれぞれの行のデータである一・つの且大なリ

ストに入れる。dataの行と列を利用してどのセルのカウントでも参照することができる。また、これは

＃最初の行は列のタイトル

colname5雲line5【o]､5trip().SPlit(‘Ｗ)[1:］
rownameS=０

data=U

forlineinline5[1:]：

ｐ=line･StriP().split(,Ｗ）
＃それぞれの行の最初の列は行の名前

mwnames・aPPend(ｐＩ０１）
＃行の残りの部分がその行のデータ

data・append([float(x）ｆｏｘｘｉｎＰ【ﾕ:]]）
returnrownaInes,瞳olnames,data

defreadfile(filename)：

lineS=[lineforlineinfile(filename)］

このデンドログラムは雌終的にどのアイテムがどのクラスタに閥すかということを示すだけでなく、

アイテム同上がどの程庇離れているかという師離を炎氷するためにも利川される。このＡＢクラスタで

のＡとＢの距離はＤＥクラスタでのＤとＥの即離よりはるかに近い。このようにグラフを描くことによ

り、クラスタ内のアイテムたちがどの程度似ているのかということを決定する際の手助けとなる。これ

はクラスタのタイトネスとして解釈することもできる。

このセクションではプログのデータセットをクラスタリングして、プログの階1Ｗを作る方法について

脱lﾘIする。これがうまく動作すればテーマ別のグループができる。まずはデータファイルを読み込むた

めのIMI数が必要だ。clu5ters・pyという梢前のファイルを作成し、次の閲散をそこに加えよう。

図３．２階層的クラスタリングを可視化したデンドログラム
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リストrownamesと仁olnameSのインデックスにも対応している。

次に距離を定鵜する。２ﾅifでは兵名人の映lllIiの部将がどの秘度似ているかを『1．る桁柳として、ユーク

リッド距離とピアソン州IlU係数について検討した。この例では他と比べて多くのエントリを持っていた

り、災いエントリを持っていたりするブログがいくつか存在し、そのようなプゴグは多くの単語を含ん

でいるjﾙ合があるが、ビアソン棚Ⅲ係散を使えば、災さによる影聯をNi正できる。ビアソン相関係散

は:つのデータセットがどのくらい雌巡Ih:線に適合するのかを決めようと拭みるものである。ピアソン

州1111係数のコードは数字のリス１．を二つ受け収I)州lIUスコアを返す。

fmmmathimportsqrt

defpear5on(vﾕ,v2)：
＃皿純な合計

ｓｕｍ=sum(v'）
SumZ=Sum(v2）

＃平方の合計

suIn15q=sum([POW(v'2）
sumZSq=sum([Po1nl(v’2〉

ｆＯｒｖｉｎｖﾕ]）

ｆｏｒｖｉｎｖ２１）

＃柚の合計

P5um=Sum([vl[i１噸v2Ii］ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(vl))]）

＃ビアソンによるスコアを算出

num=pSum-(sum1*Sum2/len(vl)）
den=sqrt((suml5q-poH(Sum,2)/1en(vl))*(SumZSq-pow(sumZ,Z)/12,(ｖ１))）
ifden雪=o：ｒｅｔｕｍｏ

return１.O-num/den

ビアソン州側係数では二つのアイテムが完全に-．致する際には1.0になる､二とを思い出して欲しい。

そして椛関がまったくなければ0.0に近くなる。しかし今回は、アイテムliiI士が似ていれば似ているほ

ど小さい数値を返したいので、このコードの鹸終行では１からピアソン相Ⅲ係数を引いた数値を返すよ

うにしている。

階肘的クラスタリングアルゴリズムのそれぞれのクラスタはツリーの中の二つの枝を持ったポイント

か、データセットの火際の行と側巡付けられた終点(今回のケースでは一つのプログ)である。それぞ

れのクラスタはその』ﾙ所についてのデータを持っている。この珊所のデータとは終点の行データか、そ

れ以外のタイプのノードの二つの枝をまとめたデータである。階肘的なツリーを表現するのに使うこれ

らのすべてのプロパテイを持つbiClu5terという名前のクラスを作るとよい。E1uster・pyの中にクラス

としてクラスタ型を作ってみよう。

cla55bidlu5ter2

def--init--(Self,vec,1eft=None,right=None,distanEe言0.0,id=None)：



self･left=left

self･right=right
Self･vecsvec

5elf･id=id

self,distance=di5tance

3.3階層的クラスタリング’３９

購届的クラスタリングのアルゴリズムはクラスタたちのグループを作るところから始まる。雌初のク

ラスタたちは元々のアイテムたちである。関散のメインのループで、考えられるすべての組み合わせの

相関を算出し、もっともマッチする二つを探す．そしてもっともマッチするクラスタたちを一つのクラ

スタとしてまとめる。この新しいクラスタのデータは、応の二つのクラスタのデータの平均である。こ

の過程がクラスタが一つだけになるまで繰り返される。これらの‘１１１>:は非常に時NIlがかかる。また、細

のアイテムの一つがいずれかのクラスタにまとめられて、組み合わせに変更が生じるたびに、この帥･算

は何度も繰り返される。それぞれの組の相関を算川した結果を保存しておくとよい。

次のhclusterアルゴリズムをclusters・pyに付け加えよう。

defhclu5ter(rows,distancespear5on)：
distance5s0
EurrentElu5ti｡=-１

＃クラスタは最初は行たち

clust霊[biclu5ter(rows【i),idsi）ｆｏｒｉｉｎｒａｎ８ｅ(len(row5))}

whilelen(CluSt)>韮

lowe5tPair=(0,1）
cloSeSt=distance(cluSt[01.vec,cluSt[1]､veC）

＃すべての組をループし、もっとも距離の近い組を探す

foriinrange(len(clust))：

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(i+ﾕ,len(clu5t))：
＃距離をキャッシュしてあればそれを使う

ｉｆ（CluSt[i]・idjCluStIj]・id）notindiStan[ＥＳ：

diStanceS[(cluSt【i]･id,c1uSt[j]・id)]=diStance(ElustIi]・vec,clu5t[j]・vec）

d雪di5tances[(cluSt[i]・id,cluStUl・id)｝

ｉｆｄ<closest：

CloSeSt=d

loweStPair=(i,j）

＃二つのクラスタの平均を計算する

mer8evec=［
（clustIlowestpairIOl]・vecIi]+clu5t[lowe5tpairI1]1.vec(i〕)/2.Ｏ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(EluSt{O】・vec))］
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＃新たなクラスタを作る

newcluster=bicluster(mergevec,left書cluSt[lowe5tpair(０１】，
right=CluSt【loweStPair[1]１，
distance=closest,id二currentClustid）

＃元のセットではないクラスタのIDは負にする

currentCluStid-=１

delElu5tIlowestpair[1]l
delclu5t【loNeStPairIOn

Elu5t・append(newCluster）

returnclust[Cｌ

それぞれのクラスタはそのクラスタが作り上げられるためにまとめられた二つのクラスタを参照して

いるため、この間敵によって返される蚊後のクラスタを再州的に調べることて、すべてのクラスタとそ

の終端ノードをＷ榔築できる。この階牌的クラスタリングを走らせるためには、Pythonのセッション

を起動してファイルを読み込み、データに対してhclusterを呼び出そう。

＄Python

>＞imPortElu5ters

>＞blogname5,words,data=clusters・readfile(‘blogdata・txt.）
>＞CluSt=ElUSter5.h亡lu5ter(data）

これを実行するためには数分かかるかもしれない。Ｍ１雛のNi鞭の排枇が期えれば速庇は劇的にIiil上

するが、それでもこのアルゴリズムでは、すべてのブログの組に対する机IIU''前節を行うことが必要で

ある。このプロセスは距離を計測するための外部ライブラリを使うことで尚速化することができる。結

果を見るためには、クラスタリングのツリーを再帰的に横断して、ファイルシステム階層のように表示

するシンプルな関数を作るとよい。次のp】rintclustIM数をCluSter5・Pyに付け加えよう。

defprintclust(Elust,1abelssNone,､ｓｏ)：
＃階層型のレイアウトにするためにインデントする

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(､)：print，‘，
ｉｆｃｌｕｓｔ・id<ｏ：

＃負のidはこれが枝であることを示している

Print，‐０
else：

＃正のidはこれが終端だということを示している

iflabelS＝None：PrintCluSt・id

elSe：PrintlabelS[にluSt・id1

＃右と左の枝を表示する

ifclust・left!=None：printclust(clust､1eft,label5重labels,､．､+1）

ifcluSt・right!=None：printcluSt(c1ust・right,1abelsごlabels,､霊､+1〉


