
3.4デンドログラムを描く１４１

この関数による出力はそんなにかっこいいものでもないし、このプログのリストのような大きなデー

タセットでは説むのもつらい。しかし、クラスタリングが勤作しているかどうかの令体的な感此はつか

める。次のセクションではもっと銃みやすくて、それぞれのクラスタの令体的な広がりを示すスケール

が描かれるようなグラフイカルなバージョンの作成について兄ていく。

Pythonのセッションで作成したクラスタに対してこの間散を呼び川してみよう。

>＞reload(CluSter5）

>＞clu5terS･PrintE1ust(にlust,labels=bﾕognames）

100件のプログすべてを川力するため、結果はかなI)1．とくなる。たとえば私が実行した際のクラスタ

は次のようになった。

]ohnBattelleos5earchblog

SearchEngineWatchB1og

Read/NriteNeb

OfficialGoogleBlog

SearchEngineRoundtable

CoogleOperatingSysteIn

CoogleBlogo5coped

元々のセットのアイテムたちが我示されている。ダッシュは二つ以止のアイテムがまとめられたクラ

スタであるということを炎している。あなたが１１にしているこの図はグループを見つけだす、というこ

とのすばらしい例である。もっとも人弧のあるフィードたちの中に、検索にＩＭＩするブログが多くあると

いうことは興味深い。見ていくと、政治に関するブログ、技術に関するプログ、またブログにIMIするブ

ログなどのクラスタがあることに気づくはずだ。

また、あなたはいくつか不規則なものがあることにも気づくかもしれない。これらの筆将は同じテー

マについてioいているわけではないかもしれないが、クラスタリングアルゴリズムは彼らの柵の側度は

相関していると判断している。これは彼らのライティングスタイルを反映しているか、もしくはデータ

をダウンロードした１１の内容がたまたま似ていたというような単なる偶然だろう。

3.4デンドログラムを描く

このクラスタをデンドログラムとして見ることで、よりクリアに解釈することができるようになる。

デンドログラムはたくざんの情報を比較的小さなスペースに詰め込むことが可能なため、階肘的クラス



４２１３章グループを見つけ出す

タリングの結果を参照する際に通術利川される。デンドログラムはグラフィフノルであり、Ｊ１》1$Ｇとして

保存されるため、Pyth《ｊｎｌｍａｇｉｎｇＬｉｂｍｒｙ(PIL)が必要である。http:"pythonware・comからダウン

ロードできる。

このライブラリにはWindows用のインストーラが存在し、そして他のプラットフォームのためには

ソースが配布されている。ＰＩＬのダウンロード、インストールについてのさらなる怖報は付録Ａに許い

てある。ＰＩＬを使うとテキストとI尚線の例を祥易に２１(成することができる。火際、デンドログラムはこ

のようなIjWだけで許くことができるncluster・pyのＷ肌に次のinlportを付け加えよう。

fromPILimportImage,ImageDraw

まずは、与えられたクラスタの尚さの合jil･を返すIMl数を使う。イメージの介体の商さを決める際や

ノードを脱ぐ場所を決めるには高さの合iilを知っている必饗がある。このクラスタが終端(枝を持って

いないノード)であれば、高ざは１になる。そうでなければ高さは枝の高誉の合計･となる。これは再帰

的な間散として簡単に定投できる。次のコードをCluSterS･Pyに付け加えよう．

defgetheight(CluSt)：
＃終端であれば高さは１にする

ifCluSt,left＝Noneandclu5t､right==None8retuml

＃そうでなければ高さはそれぞれの枝の高さの合計

retUrngetheigI1t(clust・left)+getheight(ClUSt・right）

次に知っておかなければならないのはルートノードヘの距離の合31.だ。lfI:線の良さはそれぞれのノー

ドの深さでスケールされるため、深さの合iii･を基にした怖半を生成しよう。ノードの深きはそれぞれの

枝と深さの肢大の散である。

def8etdePth(CluSt)：
＃終端への距離は０.ｏ

ｉｆｃｌｕｓｔ,1eft＝Noneandclust･right==None：ｒｅｔｕｍｏ

＃枝の距離は二つの方向の大きい方にそれ自身の距離を足したもの

returnmax(getdepth(Elust・left),getdepth(clu5t･right))+clu5t・distilnce

drawdendrogram関数は、最後のクラスタそれぞれに対し、高さが晶高20ピクセルで、雌後のクラス
タの州が固定されている両像を生成する。佑率は尚定帆を深さの合計で削って決められる。この関数

は、IIfli像のためにdrawオブジェクトを作り、ルートノードに対しdrawnodeを呼び出す、ルートノード

はlIlIi像の左端、典ん‘１０の尚さに配慨する。



defdrawdendro8ram(にlust,labels,jpe8='clusterS､jpg‘)：
＃高さと幅

hegetheight(cluSt)*２０
Ｗ=１２００

dePth=getdePth(c1uSt）

＃幅は固定されているため、適宜縮尺する

5calingごfloat(w-150)/dePth

＃白を背景とする新しい画像を作る

img=Image､new(‘RGB',(w,h),(255,255,255)）
draw=IInageDraw.､raw(img）
draw・line((o,h/2,10,h/2),fill雲(255,0,0)）

＃最初のノードを描く

drawnode(draw,clust,10,(h/2),scalin8,labelS）
img・Save(jpeg,,〕PEC‘）

３４デンドログラムを描く’４３

ここで大邪な関数はクラスタとその位仙をﾘl散に取るdrawnodeである。これは了･ノードたちの商さ

を受け取り、それらがあるべき珊所を‘iI伸し、それに対して１本の｣とい砿ｉｋな111〔線と２本の水平な直線

を描く。水平な直線の災さは、クラスタの深さによって決まる。心線が長ければ長いほど、そのクラス

タを作るためにまとめられた二つのクラスタは似ていないということを示している。逆に、直線が短け

れば短いほど似ているということになる。このdrawnode関数をcluSters.pyに付け加えよう。

defdraNnode(draw,clust,x,y,scaling,label5)：
ifclust.id<o：

Ｍ=getheight(clu5t・left)*ｚｏ

ｈ２=getheight(CluSt・right)*２０
top=y-(ｈ１+h2)ﾉ２
bottom雪y+(ｈ１+h2)/２
＃回線の長さ

１１雪cluSt･diStanCe*5caling
＃クラスタから子への垂直な直線

draw･line((x,top+hﾕﾉ2,x,bottom-hz/2),fill=(255,0,0)）

＃左側のアイテムへの水平な直線

draw・line((x,top+hl/2,x+１１，top･hl/Z),fills(255,0,0)）

＃右側のアイテムへの水平な匝線

draw,1ine((x,bottom-hZ/2,x+11,bottom-h2/2),fill=(255,0,o)）

＃左右のノードたちを描く関数を呼び出す

drawnode(draH,clust･left,x+11,top+hl/2,SCaling,label5）
drawnode(draw,cluSt,right,Ｘ+11,bottom-h2ﾉ2,Scaling,labels）

else：

＃終点であればアイテムのラベルを描く
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draw・text((x+5,y-7),labels[EluSt､id],(0,0,0)）

この図を生成するためにはPythonセッションを開いて次のように入力する“

>＞reload(E1uster5）

>＞clu5ter5,drawdendrcgmm(E1ust,blogname5,jpeg=,blogclust･jpg，）

これでデンドログラムが描かれたblogclu5t・jpgという名前のファイルが生成きれる。このデンドロ

グラムは図3-3で示したものと何じょうになっているはずだ。印刷しやすくＬたり、ゴチャゴチヤして

いるのをどうにかしたい場合は、好きなように働きや幅を側終するとよい。

3.5列のクラスタリング

行と列の両方をクラスタする必要がある場合もある。市jﾙ捌企であれば、嚇買層と製砧を発見する

ために、人々 をグループ分けすると面白いはずだが、一緒にY1われる商,Ｈ１の蝋列棚の嶋所を決めると

いうのも面白い。このブログのデータセットでは、列は単描を炎している。どのIIi締が一緒によく利用

されるかをi淵くることにより興味深い結果が得られるだろう。

一番楽な方法は、今まで列（単語)だったものが行になるようにすべてのデータセットを入れ替える

ことだ．そうすることでこれまでにあなたが杵いた関数をそのまま利用することができる。それぞれの

行は狩定の蝋iMiがそれぞれのブログ中に何lmllII現しているかを災すようにすZ'・次の間数をclusters・

Pyに11･け加えよう。

defmtatematrix(data)：

newdata-0

foriinrange(len(data[O]))：
newrow雲[data{j]{i］ｆｏｒｊｉｎｒａｎ８ｅ(len(data))］
newdata・append(newrow）

retumnewdata

これで行列は入れ緋えられ、これまで同槻のやりかたでクラスタリングしたり、デンドログラムを描

くことができる。ブログの数と比べると単謂の散ははるかに多いため、クラスタリングにはプログのと

きよりも時間がかかるだろう。行列の位個を入れ替えたため、ブログではなく、蝋語がラベルとなるこ

とに注意しよう。

>＞reload(clusters）
>＞rdataコヒlusters・rotatematrix(data〉

>＞wordE1ust=clusterS・hcluster(rdata）

>＞Clusters･drawdendmgram(wordClu5t,labels=mrd5,jpeg=‘wordにlust･jl】９，）



3.5列のクラスタリング１４５

図3.3ブログのクラスタのデンドログラム
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クラスタリングについて蝿解しておかなければならない爪要なことが-.つある。それは、もし変数の

数より、アイテムの数が過かに多い珊合、意味をなさないクラスタが多くなる可能性が向くなるという

ことだ。ブログの数に比べると単語の数というのははるかに多い。そのため、単語のクラスタリングよ

り、ブログのクラスタリングの方が興味深いと思えるような結果が得られることに気が付くはずだ。し

かし、【|'には図3-4のような興味深いクラスタも必ず川現する。

このクラスタはブログの｢1'でオンラインサービスやインターネットに側するi､ビックについて述べる

ときには、いくつかのiIiilHの典合がよく仙われているという耶実をlﾘjらかにしている。また、，iklct'，、

‘，us‘，、”say，‘、”very'，、”thinkI'などの単柵の使われ方のパターンを反映しているクラスタも存在する。

これはプログというものは、独断的なスタイルで評かれているということを示している。

3.6Ｋ平均法によるクラスタリング

階刷的クラスタリングを利用すると、すばらしいツリー形式の結果を得ることができるが、いくつか

の欠点を抱えている。ツリー表示では、きらに一手Ⅲかけることなしには、はっきりとしたグループに

データを分けることができない。また、このアルゴリズムはill･疎最が非‘肘に火きい。アイテムのすべて

の組lIil｣:の関係をiil･算する必要があり、アイテムがマージされる際には碑び‘汁算を行う必製があるた

め、巨大なデータセットを処理するには時間がかかってしまう。

これに代わるクラスタリングの方法の一つとしてK平均法がある。このタイプのアルゴリズムは、階

届的クラスタリングとはだいぶ異なり、あらかじめ生成するクラスタの数を決めておくことができる。

このアルゴリズムはデータ柵造を坐にクラスタたちのサイズを決定する。

Ｋ少14均法によるクラスタリングは、ランダムにｋ佃のｆｉｔ心(クラスタの中心の点を表す)を配置し、す

べてのアイテムをもっとも近い垂心に割り当てるところから始まる。この削り当ての後、戒心はその重

心に削り当てられたすべてのノードの平均の場所に移動し、再度割り当てを行う。割})１１てに変更が

生じなくなるまでこのプロセスを繰り返す。図3-5ではアイテムが5つで、クラスタがデ:つの珊合のこ

のプロセスの動きを側,J:している。

蹴初のコマでは、二つの亜心(黒い''1として表示）はランダムに配置される‘２コマ目ではそれぞれ

のアイテムはもっとも近い敢心に割り当てられている。この場合、ＡとＢはヒカ重心に削り当てられ、

Ｃ、Ｉ〕、Ｅはﾄ゙ の部分のⅢ心に割I)当てられている。３瀞ロのコマではそれぞれのⅢ心がI‘１分に割り当

てられたアイテムの平均の珊所へ移動している。削り1iてをIりjii･御:すると、ＤとＥは相変わらずドの血

心に近いが、Ｃは上のin心に対しての方が近くなっている。このため、肢終的な結果としてはＡ，Ｂ，

Ｃが一つのクラスタを成し、ＤとＥがもう一方のクラスタとなる。

Ｋ平均法でクラスタリングを行うlMj数は、階層的クラスタリングのアルゴリズムの時とIiilじ櫛造の

データの行と、返して欲しいクラスタの政(k)を引散にとる。次のコードをElUSterS･pyに付け加えよ

う“
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forjinrange(len(row5))：

roN=row5[j1
bestmatch=ｏ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(k)：
ｄごdistance(clusters[i],row）

ｉｆｄ<distance(E1usters[bestmatchl,row)：bestmatch害i

bestmatches[be5tmatch1・apPend(j）

＃結果が前回と同じであれば完了

ifbestmatches==la5tmatches：break

lastmatches=bestmatches

＃皿心をそのメンバーの平均に移動する

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(k)：

av8S=[０．０１*len(rows【O]）
ｉｆｌｅｎ(beStmatEhesIi})>O：

forroNidinbe5tmatCheSIi]：

ｆｏｒｍｉｎｒａｎｇｅ(len(rows[rowid]))：
avg5[in]+=row5[rowid1[m］

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(len(avg5))：
avgS【j]ﾉーlen(bestmatche5[il）

clustersIi]=avgs
returnbe5tmatcheS

このコードはそれぞれの変数の範囲内にランダムにクラスタの一肝を作る。ループの庇に行はいず

れかのjIt心に割l)』ｉてられ、ｊＫ心のデータはその削I)当てられたものたちの平均に更新される。割り当

てが前回と1,,1じであれば、このプロセスは終了し、それぞれの要索がクラスタを炎すりストｋを返す。

妓終的な結果が川力きれるまでのループの回数は、階層的クラスタリングと比較すると非常に小きい。

この間散はまず最初にランダムな敢心を利用するため、返される結来の順序はほとんど姉回異なる。

クラスタの内容も、砿心の臓初の位慨によって汎なることがある。

この側致をブログのデータセットに使ってみるとよい。階刷的クラスタリングと比べて、かなり尚速

に動作するはずだ。

>＞reload(仁lusters）
>＞kElust｡clusters・kclu5ter(data,k=ﾕo）
Iterationo

●●●

>＞［robmame5[】r］ｆｏｒｒｉｎｋｃｌｕｓｔ[O]】
['TheViralGarden'，,Copyblo8ger,，，CreatingPaSSionateU5er5'’’0i:しman'，
'ProBloggerBlogTips，，！'Seth‘s81og"］
>＞【robmames【r］ｆｏｒｒｉｎｋｃｌｕｓｔ[1]］
etc．．
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これでkCluStはそれぞれのクラスタのｌＤたちのリストを持つことになる。ｋの価を変えてクラスタ

リングしてみて、鞘果がどのように変わるか見てみるとよい。

3.7噌好のクラスタ

ソーシャルネットワーキングサイトへのⅡ味が間まってきたことの恩忠の一つとして、人々から自発

的に提供された巨大なデータセットがﾘﾙlできるようになったことが挙げられる。このようなサイトの

一つとしてZebo(http:"www､zebo,com）というサイトがある。ここでは人々 はアカウントを作り、彼ら

が所有しているものや、所有したいと号えているもののリストを作ることができる。これは広告主や社

会押論家の観‘点からすると、非常にImI21いfIWMである。この↑州を鵬に、表現きれた哨好が脚然にグ

ループ化される槻ｆを見つけ川すことができる。

3.7.1データの取得と準備

このセクションでは、ZeboのWebサイトからデータセットを作り川す過程について収I)細んでいく。

サイトからたくざんのページをダウンロードし、それぞれのユーザが何を欲しいとiiっているのかを柚

lⅡするためにページを解析する方法について述べる。このセクションを股ばしたい〃は、リI前に作られ

たデータセットをhttp:"kiwitobes,com/clusters/zebo・txtからダウンロードすることもできる。

3.7.2BeautifuISoup

BeautinllSoupとは、Webページをバースし柵造化された炎現を作り上げるためのすばらしいライ

ブラリである。これを使うことで、type，ＩＤ，もしくはその他のどのようなプロパテイででもページの

エレメントにアクセスすることができるようになり、その内容を文字列として出力することができるよ

うになる。BeautiMSoupは壊れたＨＴＭＬに対する許容範I州が広いので、Webサイトを鵬にデータ

セットを作り上げる際に非常に役に､Zつ･

BeautifmlSoupはhttp北rummy・com/software/BeautifillS(Dupからダウンロードすることができ

る。これは単体のPythonのファイルでできており、Pythonのライブラリパスに欄くか、作業を行うパ

スに極くことで利用することができる。

BeautiMSoupをインストールした後は、次のようにして動作を確かめることができる。

>＞importurllibZ

>＞fromBeautiful5oupimportBeautiful5oup

>＞ｃ=urllib2･urlopen(,http://kiwitobe5･EC､ﾉwikiﾉPrograImingLlanguage･html‘）
>＞soup=BeautifulSoup(c･read()）
>＞linksp5oup(‘a,）
>＞link5[、】

<ahref="/wikiﾉAl8orithm・html‘・title="Algorithml.>algo】rithmS</a＞
”links[ﾕo]【‘href，】

ｕ，/wiki/Algorithm・html｡
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BenutihllS〔)upのＷｅｂページの斐現であるスープを作るためには、ページ的内祥で柳川化しさえす

ればよい．このスープはaのような要淵名で呼び出すと、その災索のオブジェクトのリストが返ってく

る。このそれぞれのオブジェクトに対しても同様の操作をすることで、プロパティや階牌のドの他のオ

ブジェクトへ掘り下げてアクセスすることができる。

3.7.3Ｚｅｂｏの結果をすくい取る

ZcbOの検索のページの1W通はかなり複雑だが、ページのどの部分がアイテムのリストであるかとい

うことを知るのは簡単である。なぜならそれらはすべてbgverdanaSmallというクラスを持っているか

らだ．このことを利川して、ページから亜要な情慨を抽出することができる。ｄ')wnloadzebodata・pyと

いう名前の新しいファイルを作り、次のコードを仰人しよう。

fromBeautiful5oupimportBeautiful5oup

importurllib2

imPortre

charesre,compile(r，【1-､.&}‘）
itemownerS={｝

＃除去すべき単語

dmpwords=【‘a‘,‘new',､some‘,‘more.,‘my‘,‘own,,，the，,，many‘,，other‘,‘another’］

Currentu5er=Ｏ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(ﾕ,51)：
＃want検索ページのURL

ｃ=urllib2･urloPen（

・http://member･zebo･Eom/Mai､?event-key=U5ERSEARCH&wiowiw=wiw&keyword=car&page二%d’
％（i)）

Soup=8eautifulSoup(に.read()）

ｆｏｒｔｄｉｎ５ｏｕｐ(，td.)：

＃bgverdanaSmallクラスのテーブルのセルを探す
ｉｆ（‘clas5‘ｉｎｄｉｃｔ(td・attrs）andtdrclass，]＝‘b8verdanasmall，)：
iteIn5=[re,sub(chare,'''５tr(a･Content5[O]).lower()).strip(）ｆｏｒヨｉｎｔｄ(,a')］
ｆｏｒｉｔｅｍｉｎｉｔｅｍｓ：

＃余計な単語を除去する

txt=‘‘､join(〔ｔｆｏｒｔｉｎｉｔｅｍ､split(’，）ｉｆｔｎｏｔｉｎｄｍｐｗｏｒｄう]）
ｉｆｌｅｎ(txt)<2：continue

itemownerS,setdefault(txt,{}）

itemownerSItxtⅡにurrentuSer】=１
currentuser+=１

このコードはZeboの"wIlnt，，検索のページから餓初の50ページをダウンロードし、パースする．す

べてのアイテムはI1IIiI肥述でiI｝かれているため、きれいにするためには'‘a‘‘や"s〔Ｉｍｃ１'のような｣'１禰を取

り除いたり、イリ雄点を取り除いたり、すべてを小文'i:に変換するなどいろいろとやるべきことがたくさ

んある。
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これが終わった後は、まずは１０人以ｋの人が欲しいと思っているアイテムのリストを作る必婆があ

る。そして、無名化されたユーザを列に勝ち、アイテムを行にした行列を作りファイルに111:き込む。次

のコードをdownloadzebodata.pyの雌後に付け加えよう。

out=file(,zebo・txt，,，w，）

out・write(‘Item'）

foruserinrange(0,Currentu5er)：out,write(，ltU%｡’％u5er）
out､write(,Ｗ）

foritem,owner5initemowners､items()：
ｉｆｌｅｎ(owner5)>10：

out,write(item）

ｆｏｒｕＳｅｒｉｎｒａｎｇｅ(０，currentuser)：
ｉｆｕＳｅｒｉｎｏｗｎｅｒｓ：out・write('､tl'）

else：out・write(‘Ito‘）

out・write(.Ⅶ'）

プログのデータセットとloilじフォーマッI､のzebo･txtというファイルを/k成するため、コマンドライ

ンから次の槻に入力しよう。ブログのデータセットとは災なるのは、カウントの代わりに、将定のアイ

テムをある人が欲しいと思ったj吻合はl，そうでなければ0が行列に入っているという点だけである。

c八Codeにluster>pythondownloadzebodata･pｙ

3.7.4距離の基準を定義する

ビアソン相関は、価が実際のり畷の政であったプログのデータセットではｲi効に動作した。しかし、

今回のデータセットは存在するかどうかを災す'か０という値しか持っていない，また、是つのアイ

テムを欲しがっている人々のiIWuの堆地をどうにかして定義できると、さらに便利である。このため、

'1,animoto係数という堆池を利川する《‘これは和架台（Ililj方の染介にあるすべてのアイテム）の111での

交錐集合(両方の典合に存在するアイテム)の』ｷ〈である．これは二つの配列で、lwIItに定侭できる。

deftanimoto(v１，v2)：
c1DE2jshr=ojOjO

foriinrange(len(vl))：
ｉｆｖﾕ[i]!=o：ｃ１+雲ユ＃ｖｌに存在

ｉｆｖ２【i】!=O：ｃ２+雪ユ＃ｖ２に存在

ｉｆｖﾕ[i]!=Ｏａｎｄｖ２(i１１童O：Shr+=１＃両者に存在

returnユ.0-(float(shr)/(仁1+に2-shr)）

これは1.0から0.0の間の仙を返す．値が1.0であれば、妓初のアイテムを欲しがっている人で２番目

のアイテムを欲しがっている人は存在しないということを意味し、0.0であれば、この_ﾕつのアイテム



図３．６人々の欲しいもののクラスタ

出(1毛Ｆ

１

『
陰

５２１３章クﾙー プを見つけ出す



3.8データを２次元で見る１５３

をまったくIijlじ人々の典合が欲しがっているということを愈味する。

3.7.5結果をクラスタリングする

データは先ほどまでと同じフォーマットなので、階胴的クラスタを生成したり描画する際に利川した

のと同じ関数が利川できる。趣nimot(〕ＩＭＩ数のコードをCluSters・Pyに付け加えた後、次のように災行

してみよう．

>＞zeload(Eluster5）

>＞wants,people,data=CluSters･readfile(，zebo・txt，）
>＞clu5t=E1u5terS・hcluster(data,di5tanEe=にlusters・tanimoto）

>＞clu5ters･drawdendrogram(clust,wants）

これで欲しいもののクラスタを含んだCluSterS,jPgという新しいファイルが'k成される。先ほど紹

介したダウンロード可能なデータセットでの結果を例3-6に示している。マーケティングに使える梢報、

という観点から見ると驚くようなfI1i報はほとんどない。せいぜいＸbox，PSP,PS3を同じ人が欲しがっ

ていることが分かる程庇である。しかし、はっきりとしたグループは出現している。たとえばⅢf心的な

人(boat,plane,island)と桁神的なものを求める人(師ends､love､happiness)などのグループがある。

面白いことに'，money''を欲しがっている人は単に‘'house'，を欲しがっているが、”lotsofmoney，’を欲し
がっている人は''nicehouse‘'を欲しがっているということも分かる。

取得するページの数を変えたり、‘'Ｉｗｌｍｔ‘'ではなく伽1〔)wn‘'から検索するなど初川仙を変えてみるこ

とによって他にも1,121いアイテムのグループを発見することができるだろう。また、行列を入れ伴えて、

ユーザをグループ化することもできる。人々 の年齢を典めて年代によって人々 がどのように分かれるか

を見ることでさらに興味深い結果が得られるだろう。

3.8データを２次元で見る

本章のクラスタリングアルゴリズムは２次元にデータを叩視化して説明されてきた。さまざまなアイ

テム間の類似性は、ダイアグラムのｉｉｉでそれらがどの程哩離れているかで炎きれていた。実生柚の111

であなたがクラスタリングしたいと思うようなアイテムのほとんどは、＆つ以1%の数値を持っているは

ずなので、Ilt純にデータを２次）Cにプロットすることはできない。しかし、さまざまなアイテムI川のＩＭＩ

係を理解するためには、距離が近ければ似ているということを衣すように側で衣現することは非術に役
に立つ．

このセクションではデータセットを２次元で表現する〃法の一つとして、多次元尺度構成法というテ

クニックを紺介する．このアルゴリズムはアイテムのすべての細の雄を川いて、アイテムＭ１のNi離がこ

の雄の大きさを炎すようなチャートを描く。これを行うためには、まずはすべてのアイテム|Ⅲそれぞれ

についての目標とする距離を計算する。プログのデータセットではアイテムを比較するためにピアソン

相関を使った。この例を表3-2に示す。



現在のすべてのアイテム'111の師離は実際の距離(雄の2来和)を弊1mしたものである。例3-8に示す。

すべてのアイテムの紬について、Ⅱ槻とする距離と現ｲI§の距離が比戦され､縦簸が紳川きれる。す

べてのアイテムは三つのアイテム'111の縦雄に比例して近づいたり、遠ざかったり、少しだけ移動をする。

同3-9はアイテムＡに動作している力を示している．チャートでのＡとＢの距離は0.5だが、目標とす

る距離は0.2であるため、ＡはＢに近づく必要がある。同時にＡはＣとＤには近すぎるため、ＣとＤか

らは述ざかる必嬰がある。

すべてのノードは胤分以外のノードからｲ''1きれたり、リIかれたりする力の細み介わせに従って動く。

動くたびに現准の距離と目標とする距離の差はすこしずつ小さくなっていく。この手順はアイテムたち

が動いても、設雄の総景が減少しなくなるまで繰り返される。

これを行うIⅢ数はデータのベクトルを引数にとI)、アイテムの２次元のチャート上でのＸ座標とＹ座

標の二つだけの列を返す。次のＩＭＩ数をCluSter5､pyに加えよう。

outersum=０．０

＃アイテムのすべての組の実際の距離

】realdist=I【diStance(data【i],dntaIj】）ｆｏｒｊｉｎｍｎ８ｅ(､)］
ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(o,､)］

表3-2 距鵡の行列の例

Ａ

０．０

０．２

０．８

０．７

Ｂ
唖
叩
叩
叩

Ｃ
叩
咽
叩
叩

Ｄ
叩
嘘
伽
叩

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

def5Ealedown(data,di5tance雪pear5on,rate=o､０１)：
ｎ=lEn(data）

③

ｌ

図３－７２次元へ投影する際の初期配置

次に、すべてのアイテム（この場合はブログ)が図3-7のように２次元にランダムに配世きれる。

¥
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図３．８アイテム間の距離

③

図3.9アイテムＡに動作する力

＃２次元上にランダムに配遇するように初期化する

loc=[(random､random(),random､random()］ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(､)］
fakedist雪[【0.Ｏｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(､)］ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(､)］

la5terror=None

forminrange(0,1000)：
＃予測距離を計る

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(､)：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(､)：

fakedist[i][j]=Sqrt(Sum([pow(loc[i][x]-loc{j][x]’2）
ｆｏｒｘｉｎｒａｎｇｅ(len(loc〔i】))])）

＃ポイントの移助

8rad=【(0.0,0.Ｏｌｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(､)１

totalerrors0

forkinrange(､)：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(､)：

ｉｆｊｃｏｋ：continue
＃膜蓬は距醗の差の百分率

erro】rte】rm=(fakedi5tIjⅡkl-realdistIjⅡk】)/】realdist[j][k］

#他のボｲﾝﾄへの眠差に比例してそれぞれのボｲﾝﾄを

＃近づけたり遠ざけたりする必要がある
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8rad[k】【O]+=((loc〔klIO1-loc[j][O])/fakediSt[j}[k】)*errorterm
8rad{klI1l+=((loに(klI11-loc【j][ﾕ])/fakediSt[j}【k])車ermrterm

＃娯差の合計を記録

totalerror+=ab5(e立orte]､）

Printtotalerror

＃ポイントを移動することで娯差が悪化したら終了

ifla5ter】rorandla5terror<totalermr：break

lasterror=totalerror

＃学習率と傾斜を掛け合わせてそれぞれのポイントを移勤

forkinrange(､)：

loc[kⅡo]-=rate*8rad[kⅡo］
loc〔kⅡ１１－=rate*8ｍ｡(k】11】

retumloc

これをＭ１､祝化するため、再びPlLを使って、すべてのアイテムのラベルが断たな服標にプロットき

れた状態のイメージを雌成することができる。

defdraw2d(data,labelS,jpe8=‘md52d・jpg,)：
img=Ima8e・new('RGB，,(2000,2000),(255,255,255)）
draw=ｴmageDraw.､raw(img）
ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(data))：
ｘ=(data(i}[０１+0.5)*10ｏｏ

ｙ=(data[iⅡ11+0.5)*1000
draw・text((x,y),1abel5Iil,(０，o,o)）

img・save(jpeg,']PEG'）

このアルゴリズムを動作させるためには、ScaledolAjnを呼び川して２次池のデータセットをｲﾘたあと、

draw2dを呼び川してプロットする。

>＞reload(Clusters）

>＞blognames,words,data=cluster5・readfile(,blogdata・txt'）
>＞“ords室E1uster$・scaledown(data）
｡●申

>＞E1u5ters・drawZd(coord5,blogname5,jpeg=‘blogsZd・jpg,）

ｌ剣３－１０では多次元尺度櫛成法のアルゴリズムの出力を提旅している。デンドログラムの時ほどはっ

きりクラスタは出現してはいない｡しかし、上部にある検索エンジンに間巡するグループのように、ト

ピックごとのグループがいくつかはっきりと存ｲI;することが分かる。これらは政治的なブログとセレブ

のプログからは非常に離れている。これを３次元で我現すればクラスタはもっと改善されるが、１１然の

ことながら紙の上で見れるようにすることは難しくなる。
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図３．１０ブログ空間を２次元上に表現した埋合の一部分

3.9クラスタについてその他のこと
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本峨では２秘類のデータセットについて見てきたが、やれることは他にもいろいろある。２章のdel、

icio・usのデータセットをユーザやブックマークのグループを発見するためにクラスタにすることもでき

るだろう。ブログのフィードたちを単語のベクトルたちに変換したのと同棟のやり方で、ダウンロード

できるウェブページの典合はどれでも、iiiなる４iiWfたちの典介に縮小させることができる。

これらのアイデアは興味深い紬果を得るためにさまざまな範川に拡吸することができる。例えば、

jliil＃の使い方を雄にした掲示板、さまざまな統制.を鵬にしたYahoo1ファイナンスからの会社たち、

Amazonのトップレビューアたちが何を好むかということなどに適川してみるとよいｃまたMySpace

のようなl』大なソーシャルネットワークで人々の友人関係を蕪にクラスタリングしたり、彼らの提供し

ている、身に関する怖紺(好きなバンド、食べ物･…..など)を利Ⅱlしても而121いだろう．

空INlの''０のアイテムたちはその変数に依存しているとイメージする概念は本ｉｌドを皿じて繰I)返し出

てくるテーマである。多次元尺度枇成法の利用はデータセットをﾘﾐ際に解釈しやすい方法で見るため

の効果的なやり方であるｃスケーリングの過程でいくつかの情慨が失われるということを即解しておく
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のは飛要なことである，結果はアルゴリズムをより剛解するための下助けとなるだろう。

3.10エクササイズ

１．２車のdeLicio､usのAPIを仙い、クラスタリングに適したプックマークのデータセットを柵築せよ。

このデータセットに階肘的クラスタリングとＫ平均法を適川してみよ．

2.プログ全体ではなく、個々 のエントリをクラスタするようにプログをバースする部分のコードを改

造せよ。同一のブログからのエントリたちはクラスタとなるだろうか？同一の11付のエントリた

ちはどうなるだろうか？

3.実際の距離（ビタゴラスの定珊）をブログクラスタリングにⅢいよ。結果はどのように変わるだろ

うか？

4.マンハソタン距離が何なのかを鋼べ、間致を作れ。それをZeboのデータセットに適用し、結果が

どのように変わるかを観察せよ。

5.Ｋ平均法のクラスタリングIMI数の返り仙として、クラスタの結果に加え、すべてのアイテムの位佃

と、それぞれのアイテムが楓している亜心との距離の合ｉＩｌ･を返すように改逝せよ。

6.エクササイズ５を終1．した後、さまざまな値のｋを用いてＫ平均法を走らせる関数を作れ。クラス

タの数がjWえることで距離の合iil･はどのように変わっていくか？クラスタを多く作ることによる

改良はどの時点で非常に小さくなるだろうか？

7.2次元での多次允尺血枇成法は容易に紙に印刷することができるが、スケーリングはどの数字の次

元でも行うことができる。１次北(すべてのポイントは直線上に来る）でスケーリングを行うように

変更してみよ。３次元上でも動作させてみよ。
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４章

検索とランキング

本章では全文検索エンジンについて扱っていく蓮これを利用すれば単錯のリストで膨大なドキュメ

ントを検索することができ、検索結果のドキュメントをこれらの単語に関連する順序にランク付けして

表示することができる。全文検索のアルゴリズムは典合知のアルゴリズムの中でももっとも大伽なもの

であI)、この分野での新たなアイデアにより多くの術が′kみ出され続けてきた。ＧＯＯｇｌｅが学術的なプ

ロジェクトから世界でもっとも人気のある検索エンジンになりえた理''1は、本章でこれから学ぶアルゴ

リズムの亜種であるPageRankアルゴリズムに依るところが大きい。

悩報検索というのは艮い歴史をもった'-1火なフィールドである。本章ではそのいくつかのキーとなる

コンセプトをカバーできるに過ぎないだろう。しかし、ドキュメントの集合をインデックスする検索エ

ンジンを柵築するところまでは脱Iﾘ'する。その後それをどう改良していくかはあなた次鋪である。ここ

では主に検索とランキングのアルゴリズムに蝋点をあて、膨大な量のWebをインデックスするのに必

蔑なインフラストラクチャについてはあまり脱明しない。それでもあなたがこれから作る検索エンジン

は100.000ページ程度まではまったく問題なく扱える。本章を通じて、クロール、インデックス、そし

てページの巣合を検索するのに必喫なステップについてすべて学んでいく。そして、その結果をさま

ざまな方法でランキングする方法についても学んでいく。

4.1検索エンジンとは？

検索エンジンを作るための雌初のステップは、ドキュメントを典める手段を作り上げることである。

ある時は、これはクローリング(少散のドキュメントの災合からはじめ、外部へのリンクをたどってい

くこと）を意味するし、また、企業内のイントラネットのようなところでは、あらかじめ決まったドキュ

メントの染まりから始めるものになるだろう。

ドキュメントを集めた後は、それらをインデックスする必要がある。これは通常はすべての兇なるIit

孤の位仙と、ドキュメントについてのⅨ人なテーブルを作ることを伴う。アプリケーションの性賀にも

よるが、必ずしもドキュメント自体をデータベースに祷捌しないといけないというわけではない。イン

デックスはドキュメントの場所に対するリファレンス（ファイルシステムのパスやURL)を持ってきえ
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いればよい。

岐終的なステップでは、クエリを韮にランク付けされたドキュメントのリストが返される。与えられ

た単語の典合に合致する、インデックス中のすべてのドキュメントを返すだけであれば非常に単純で

はあるが、その結果をどのようにソートするかという点が腕の見せ所である。非怖に多くの種類の測定

基準が碁えられるため、ソートの順を変更するために､あなたがいじりまわすための余地に不足はない。

さまざまな鵬地について学べば、人手の検索エンジンでもそれらをコントロールできればと馴うように

なるだろう（私の検索i裕たちは隣接していないといけないということをＧＯＯ鷹leに折,J《できないのは何故

だ？)。本章では単語の川現頻度など、ページの内容に基づく基準についていくつか見ていく。そして

次に、PIhgeRnnkのようなページの内容の外の愉慨に坐づく雄準についてもカバーする。PageRankで

は他のページがそのページにどのようにリンクしているかを考噸する。

本単の雌後にはランキングのためのニューラルネットワークを作り上げる。ニューラルネットワーク

は人々が検索結果のリストの中の、どのリンクをクリックしたかということを鵬に検索とその結果の関

連について学習する。ニューラルネットワークはこの情報を利用して、人々が過去にどのリンクをク

リックしたかということをより反映させるため、検索結果の順番を変更する。

本蹴での例に取り純むためにはSearChengineという狗脚のPythonのモジュールを作る必要がある。

これは二つのクラスから出来ていて、一つはクローリングを行いデータベースを作り上げる。そしても

う一方はデータベースにクエリを投げかけ、令文検索を行うｃ例ではSQLiteを利用するが、伝統的な

クライアントサーバタイプのデータベースにも棚単に適用することができる。

はじめにSearchengine・pyという称iiiのうγイルを作って、次のC】rawlerクラスとメソッドシグネ

チャを付けljIlえよう。本承を辿じてここにいろいろ追加していくことになる”

clas5crawler：

＃データベースの名前でクローラを初期化する

def-init__(5elf,dbname)息
pass

def--del-(self)：
Ｐａｓｓ

defdbcommit(Self)：

ｐａｓｓ

＃エントリＩＤを取得したり、それが存在しない埋合には追加

＃するための補助関数

defgetentryid(Self,table,field,value,createnew=True)：
returnNone

＃個々のページをインデックスする

defaddtoindex(Self,url,soup)：

print,Indexing％s１％ｕｒｌ


