
(ﾕ.o,Self・frequencyscore(roNs))，
(ﾕ.o,self・pagerankscore(rows))１

4.6インバウンドリンクの利用１８１

検索結果は検索時に内容とランキングスコアも考慮している。”Functionalprogramming''での検索

結果もよくなっているように見える。

２.ﾖﾕ8146

1.074506

0.5ﾕ7633

0.439568

０．４Z68ﾕ７

http:〃kiwitobeS･com/Miki/Functional-p】rogramming･html
http:〃kiwitobes・com/wiki/Programming-language･html

http:〃kiwitobes,com/wiki/Categorical-li5t-ofLprogmIming-1anguages・htilll
http:ﾉﾉkiwitobes･に０m/wiki/Programming-paradigm･html

http:〃kiwitobes･com/wiki/Lisp-programming-1anguage･html

今回利用しているような閉じられていて、しっかり梼測1されているようなドキュメントの典合では、

Webと比べると役に鉱たないページ自体が少ないため、このPageRankのスコアによる効果は感じに

くい。しかし、このような場合でさえ、PageRfmkはレベルが高く一般的なページを返す埜準として有

効であるのは明らかである。

4.6.3リンクのテキストを利用する

その他に検索結果をランク付けする強力な方法としては、そのページへのリンクに含まれている文

字列を利用する方法がある。多くの場合、ページ先へのコメントの情報の方が、リンクしているページ

そのものよりも梢報が含まれている。これはサイトの柵築粁はリンクを張る際に随い排細を含む側lillが

あるからである。

リンクテキストによるスコアリングのメソッドは追加の引数として、クエリを実行した時に生成され

る単語のＩＤのリストをとる。次のメソッドをsearcherに付け加えるとよい。

deflinktextscore(self,rows,wordids)：

linkSco】re5雲dict([(rowIO],O）ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗ５】）
forwordidinwordid5：

cur=self.〔on・execute(，selectlink､fromid,1ink.toidfromlinkwords,1inkwhere

Nordid=%dandlinkword5､linkid=link､rowid,％wordid）

ｆｏｒ（fromid,toid）ｉｎｃｕｒ：
iftoidinlink5coreS：

Pro5elf・ＣＯn.execute('selectscorefrompagerankwhereurlid雲%｡,％fromid)．
fetchone()[O］

linksEore5[toid]+spr
maxscoresmax(linksco】res・value5()）

nomalized5Core5雲dict([(u,float(1)/maxscore）ｆｏｒ（u’1）inlinkSCoreS・itemS()]）
retumnormalizedscore5

このコードはwordidsに含まれている単語をループしてこれらの単諾を含むリンクを探す。もしリン

ク先が検索結果のどれかにマッチすると、リンク元のPageRankがリンク先の最終的なスコアに付け
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加えられる。欣要なページから検索蹄を含んだリンクが数多くＨ&られているようなページのスコアが

商くなる。多くのページは正確なテキストでリンクを批られていないため、スコアは０になる。link-

textによるランキングを利用するにはリストweightsのどこかに次のように付け加えるとよい。

(1.0,Self･linktextscore(rows,wordidS)）

〃能な些雌の砿みの組み合わせというものは存在しない。メジャーな検索サイトでもランキング結果

の手法は頻繁に変更している。あなたがどの基準をどの程度の重みで利用するべきかは、あなたがど

のようなアプリケーションを作ろうとしているかによって大きく左右される。

4.7クリックからの学習

オンラインアプリケーションの強みの一つとして、利用肴の動向から継続的なフィードバックを得る

ことができるという点がある。検索エンジンの例でいうと、それぞれの利用肴は与えられた検索結果に

どの程度湖足しているかの怖報を、どの納呆をクリックし、どれをクリックしないかという行為によっ

て提供している。このセクションではユーザによる検索結果のクリックを花録する方法について検討す

る．そして、この記録を利用して検索結果のランキングを改良する方法についても検討する。

これを行うために、クエリ中の検索語、利用肴に表示される検索結果、ユーザがどれをクリックした

かという悩報を基にトレーニングを行う人工的なニューラルネットワークを作り上げていく。このネッ

トワークがたくさんのさまざまなクエリによって鍛えられた後は、これを利川して検索結果の順序を変

更し、利用者が過去に実際にクリックしたものをより反映することができる。

4.7.1クリック霧追跡するネットワークの設計

ニューラルネットワークにはさまざまな柿類があるが、そのすべてがノード(ニューロン）の集合と

それらの結合から榊成されている。ここであなたが作り方を学ぶネットワークは多牌パーセプトロン

(MLP)ネットワークと呼ばれるものである｡このタイプのネットワークは複数のニューロンの層から構

房乏
図4-4クリックを追跡するニューラルネットワークの設計

’
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成される。雌初の肘は人〃（このﾑﾙ合はl川1荷が入力したｉＭ;）を受け付ける．雌後の肘が出力（この

例では返されたＵＲＬの、みのリスト）を行う。

中間層は襖数存在させることもできるが、この例題のネットワークでは一つだけ利用する。この牌は

外部と直接交流することは決してないため隠れ層と呼ばれ、入力の組み合わせに反応する。この珊合、

人力は単禰の組み合わせである《，従って、この1Ｗのことをクエリの牌だと捉えてもよい。例4-4では

ネットワークの柵造を,ｆしている“人ﾉJlWのすべてのノードは鯉れ柵のすべてのノードにつながってい

る。そして隠れ肘のすべてのノードは出ﾉJ肘のすべてのノードにつながっている。

あるクエリに対する最適な答えを1!｝るためにニューラルネットワークに質問を行うには、クエリリIに

含まれている単鵬に該当する入力ノードのifiを’にセットする．それらのノードから出力が行われ、隠

れ用を発火しようと拭みる。次に、Ｉ分な入力を1¥たMmlれ刑のノードたちも川力を行い、川力1Wのノー

ドたちを発火しようと試みる。

そして、出力１Wのノードたちはさまざまな温度で発火する。それらの発火レベルがＵＲＬが元のクエ

リ中の単語との1111連の強さを決めるのに使われる。凶4-5は，‘worldbank''というクエリでの例を'1:し

ている。実線は蚊いコネクションがあることを表している‘，そして太字の部分はあるノードが非柑にア

クティブになったことを炎している。

図４．５．worIdbankQに反応するニューラルネットワーク

これはもちろん、コネクションの強さによって変わってくる。コネクションの強さは誰かが検索を行

うたびに、その人が遊んだリンク先を鵬にネットワークをトレーニングすることで修正され続ける。例

4-5に示したネットワークでは祁前に"worldbank"で検索した人々の多くがＷｏｒｌｄＢｉｍｋという納果を

クリックしていたため、worldとそのＵＲＬのIMI述が仙化されていた．このセクションではネッl､ワーク

がバックプロパゲーションというアルゴリズムでどのようにトレーニングされるかについて見ていく。

もしかしたらあなたはニューラルネットワークのように洗練されたテクニックがなぜ必要なのか疑1111

に思うかもしれない。クエリを覚えておいて、それぞれの結果がクリックきれた回数を数えるだけでこ

とが足りるのでは、と思うかもしれないL､あなたがこれから作り上げようとしているニューラルネット

ワークの強みとしては、初めて出会うクエリに対しても、他のクエリとの類似度を雄にそこそこのFiI1l」

を返してくれるという点が挙げられる。また、ニューラルネットワークはさまざまな応用が利くので、

あなたが集合知を活川するための優れた道具の一つになるだろう。
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4.7.2データベースのセットアップ

ニューラルネットワークはユーザがクエリを実行するたびにトレーニングされなければならないの

で、ネットワークの表現をデータベースに保存しておく必要がある。ＵＲＬと単語についてのテーブル

はすでにデータベース中にあるので、必要なのは隠れ肘のためのテーブル(hiddennodeと楢付ける)が

一つと、コネクションのための：つのテーブル（iii研の刑から隠れ用へのコネクションと隠れ1Wから川

力哨へのコネクションのためのもの)が必要である。

、n.Pyという称､の新しいファイルを作り、searEhnetという名前の新しいクラスをその中に作ろう。

frommathimporttanh

frompy5qlite2importdbapi2a5sqlite

cla5s5earchnet：

def--init--(self,dbname)：
self･ＣＯ､雲Sqlite・にonnect(dbname）

def--del--(self)：
self･ＣＯn.close(）

defmaketables(self)：

self・ＣＯn.exeEute(，createtablehiddennode(Create-key)'）
Self.con､exeEute(，createtablewordhidden(fromid,toid,strength)'）
Self､仁０，.execute('createtablehiddenurl(fromid,toid,strength)‘）

Self･COn.Comlit(）

このテーブルは今のところはインデックスを持っていないが、速度がlMl題になるようであれば後ほど

付け加えるとよい。

データベースへアクセスするために、メソッドをいくつか作り上げる必嬰がある。最初に現在のコネ

クションの強さを決定するget5trengthという名iijのメソッドを作る。新たなコネクションは必腿に応

じて作られるので、このメソッドは、もしコネクションが存在しない場合にはデフォルト仙を返すよう

にしておく必妥がある。単語から隠れ牌へのリンクの場合、デフォルト仙は－０．２とする。したがって

余分な単諾は随れ1Wの発火レベルを少し下げる効果があることになる。隠れ１WからURLへのリンクに

ついてはデフォルトNiとして０を返すようにする。

defgetstrength(Self,fromid,toid,layer)：

ｉｆlayer＝ｏ：table=‘wordhidden‘
ｅｌｓｅ：table='hiddenurlo

re5=5elfcon・execute(,selectstrengthfrom％swherefromid=%ｄａｎｄｔｏｉｄ=%｡’％
（table,fmmid,toid)).fetchone(）
ｉｆｒｅ５｡雲None：

ｉｆlayer==ｏ：ｒｅｔｕｒｎ－ｏ･２

ｉｆlayer＝1：returno

returnreS[O］



＃もしノードがなければ作る

ifres==None：

cur=self・ＥＣn.exeEute（

･Iin5ertintohiddennode（create-key）value５（,%５，)“％createkey）
hiddenid=cur･la5trowid

＃何らかのデフォルト値をセットする

foxwordidinwordids：

self,setstrength(wordid,hiddenid,o,1.o/1e､(wordids)）
ｆｏｒｕｒｌｉｄｉｎｕｒｌｓ：

self･setstrength(hiddenid,urlid,ﾕ,o・ﾕ）

Self・ＣＯn.commit(）

また、コネクションが存在するかどうか例べて、〃ｲI§すれば新たな蚊哩でコネクションを更新したり、

コネクションを作成するためのsetstrengthメソッドも必要だ。これはネットワークをトレーニングす

るコードで利用される。

def5et5trength(self,fromid,toid,layer,strength)：
ｉｆlayer==o：table='wordhidden’
else：table=‘hiddenurlo

re5=5elf.con・execute(，Selectr叩ｉｄｆｒｏｍ％ｓｗｈｅ]refromid=%ｄａｎｄｔｏｉｄ=%d‘％

（table,fromid,toid)).fetChone(）
ｉｆｒｅｓ==None：

Self.con､execute(，in5ertinto％ｓ（fromid,toid,strength）values（%d,%｡,%f)，％
（table,fromid,toid,strength)）

ｅｌｓｅ：

roNid=res[o］

self.con･execute('uPdate％ssetstrength=%fwhererowids%d’％

（table,5trength,mwid)）

ニューラルネットワークを作る際、ネットワーク11'のすべてのノードは』lﾘ前に作られていることがほ

とんどだ。今回のケースでも、前もって隠れ肘に非常にたくさんのノードを持つネットワークを作り、

すべてのコネクションを作っておくこともできる。しかし、今回のようなケースでは必要に応じて新た

な隠れ層を作っていく方が手っ取り早く、シンプルである。

この関数は、それまでに見たことのない単譜の組み合わせが渡されるたびに隠れ肘に新たなノード

を作る。そして､単鮒と随れ脚の川をデフォルトの亜みでつなぎ合わせ、クエリのノードとクエリによっ

て返されるURLの間もデフォルトの誼みでつなぎ合わせる。

defgeneratehiddennode(Self,wordid5,url5)：
ｉｆｌｅｎ(wordids)>３：retumNone
＃この単躯のセットに対してノードを既に作り上げているか鯛ぺる

createkeyご'_‘､join(Sorted([5tr(Ｎｉ）forwiinlAlordidS])）
re5=Self・ＣＯn.execute（

”selectrowidfromhiddennodewherecreate-keys,%s'”％createkey).fetchone(）

１
１
１
１
１
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Pythonのインタプリタでデータベースを作り、適当なiliiMfとURLで隠れ肘を作り上げてみよう。

>＞ｉｍｐｏｒｔｎｎ

>＞ｍｙnet=nn･searchnet<‘､､.db‘）
>＞ｍｙnet､maketab1es(）
>＞wMorldDwRiverDwBank＝ﾕoﾕJﾕozj1o3

>＞uNorldBank,uRiverDuEa】rth＝zoﾕ,202,zo3

>＞ｍｙnet､generatehiddennode([wNorld,wBank],[uNorldBank,uRiver,uEarth]）
>＞ｆｏｒＥｉｎｍｙｎｅｔ・ＥＣn.execute(,select＊fromwordhidden,)：ｐｒｉｎｔＥ
(ﾕ“，１，０．５）

(ﾕ０３，１，0.5）

>＞ｆｏｒｃｉｎｍｙｎｅｔ・にon・execute('5elect＊fromhiddenurl，)：ｐｒｉｎｔｃ
(１，２０１，０.ﾕ）

(１，２０２，０.ﾕ）
●●●

隠れ層に新しいノードが作り出きれており、この新しいノードへのリンクはデフォルトの値を持った

状態で作り出されている。このIMl数は斌初は''world‘'と'１hImk『‘がl‘jl時に人ﾉjされるjhﾙ合にはいつも反

応するが、この結合はだんだんと１$<なっていくだろう。

4.7.3フィードフォワード

ここまでで蝋語を人力として受け取り、ネットワーク中のリンクを活性化し、URLのための出力の

災介を返すlMj数を作る池術ができた。

雌初にそれぞれのノードが入力に対してどの程度反応するかを示す１１M数を遊択する。このニューラ

ルネットワークでは図4-6に示したハイパポリツクタンジェント(tanh)間数を使う。

ｘ軸はノードへの入力の合計である。人力が0に近づくにつれ出力は急激に上昇を始める。人力が２

になった時には出力はほとんど1であり、それ以上は上がらない。これはシグモイドIMI数の一棚である。

すべてのシグモイドＩＭＩ散はｓの形をとる。ニューラルネットワークではニューロンの出力を御:出するた

めに、ほとんどいつもシグモイド関数が利H1される。

このフィードフォワードアルゴリズムを走らせる前に、クラスはデータベースに対しノードとコネク

ションについて問い合わせを行いメモリ巾に特定のクエリに閲するネットワークを作り上げる必要があ

る。雌初のステップとして、特定のクエリにIMIする隠れ府のすべてのノード（この場合、ノードはクエ

リ中のIii研か、結果のURLのどれかに必ずつながっている）を探しⅢすIM1数を作る。他のノードたち

については、それらは出〃を決定することにも、ネットワークをトレーニングすることにも使われない

ので、気にする必要はない。

defgetallhiddenidS(self,wordidS,urlid5)：
１１={｝
ｆｏｒｗｏｒｄｉｄｉｎｗｏ】rdids：

cur=Self・ＣＯn.exeEute（

，selecttoidfromwordhiddenHherefromid言%d，％wordid）
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tanhX

図4.6tanh間数

forlr“ｉｎｃｕｒ：１１〔row【Oルユ
forurlidinurlidS：

curo5elf・COn.execute（

，selectfromidfromhiddenurlwheretoid零%｡‘％urlid）

ｆＯｒｒＯｗｉｎｃｕｒ：１ﾕ【row【O)]=ユ

retumlﾕ.keyS(）

4.7クリックからの学習１８７

Ｘ

データベースから引き出した現在のすべての並みで、ネットワークを櫛築するメソッドも必饗だ。こ

のIMl数はこのクラスのたくさんのインスタンス変散を役定する－iIi細のリスト、クエリノードたちと

URLたち､すべてのﾉｰドの出力ﾚべﾙ､すべてのノード間のﾘﾝｸの菰みなどである｡この亜みた

ちはこれまでに定義した関数たちを利用してデータベースから引き出される。

defSetuPnetwork(self,wordidS,urlid5)：
＃値のリスト

Self･wordidS=wordid5

self・hiddenids=Self､getallhiddenids(wordids,urlidS）
Self・urlid5=urlidS

＃ノードの出力

self･ａｉ＝［１．O]*len(self・wordid5）

Self,ａｈ．［ﾕ.o]*len(self・hiddenids）

Self・ａｏ＝［１．O]*1en<self・urlidS）

＃亜みの行列を作る

Self･Ｎｉ雲Ｉ[Self･getstrength(wordid,hiddenid,O）
forhiddenidinself･hiddenidsl

forwordidinself・wordids】

self､ｗｏ＝［[self､getstren8th(hiddenid,urlid,1）
ｆｏｒｕｒｌｉｄｉｎＳｅｌｆ・urlids］

forhiddenidin5elf・hiddenids］
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これでついにフィードフォワードアルゴリズムを作り｣;げるi仏附ができたことになる。このアルゴリ

ズムは入力のリストを挫け取ると、ネットワーク内を通過きせ、川力肘のすべてのノードの出力を返す。

あなたはまだクエリｌ|'の単諾のネットワークを作り上げたに過ぎないので、すべての人力脳からの出力

は常にｌになる。

deffeedfoxward(Self)：
＃入力はクエリの１１１語たち

ｆｏｒｉｉｎｍｎｇｅ(len(Self・wordids))：
self・ai【i］ニュ.ｏ

＃則れ届の発火

forjinrange(１２，(５２１f・hiddenidS))：
Ｓｕｍ＝ｏ･ｏ

ｆｏｒｉｉｎｍｎｇｅ<len<Self､wordidS))：
ｓｕｍ＝ｓｕｍ＋self･ai[i］＊Self・wi[i][jl

Self.ah【j］＝tanh(sum）

＃出力層の発火

ｆｏｒｋｉｎ】range(len(self･urlids))：
ｓｕｍ＝ｏ･ｏ

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(1e､(self・hiddenidS))：

ｓｕｍ＝ｓｕｍ＋Self.ah[j］＊Self・woU][k］
Self・ao[k］＝tanh(sum）

retum5elf.a０１:〕

このフィードフォワードアルゴリズムは蝿れ屑のｌｌＩのすべてのノードをループし、入力層からのH1力

に対しリンクの強度を掛け合わせて、足し合わせる。それぞれのノードの111力は入力の合計にtanh関

赦を適用したものであり、出力肘に渡される。出力層も同様のことをする。つまり、IMIの層からの出力

に191身の強庇を掛け合わせ、その値にtanhlMl数を適川してjit終的な出力を作I)H1す。一つの肘からの

川力を次の1Wへの人力として利川し統けることで、ネットワークを似数のｌＷに拡弧することはiWIIiであ

る。

これでネットワークをセットアップし、フィードフォワードを利用して』iii冊とURLの災合から出力を

i1lLるような短い関数を11$くことができる。

defgetresult(self,wordids,urlids)：
self,5etupnetwork<wordids,urlids）
retUmSelf・feedfoxward(）

l〕ythonでこのネッl､ワークを拭してみよう。

>＞re1oad(、）

>＞ｍｙnet=､n.5earchnet(,nn.db1）

’
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>＞ｍｙnet･getresult(【wNorld,wBank],[uNorldBank,uRiver,uEarth]）

【0.76,0.76,0.76］

これで返されたリスト中の数が人ﾉJしたURLの適合性に相当する。すべてのＵＲＬに対して1,1じ回

答を返しているが、驚くようなことではない。これはこのネットワークはまだ何のトレーニングもして

いないからである。

4.7.4バツクプロパゲーシヨンによるトレーニング

ここからが面白くなってくるところだ｡このネットワークは人力を受け入れ、川力をするが「よい結

果」というものがどのようなものなのか教えられていないため緋果はまったく役にfたない。これから

あなたはこのネットワークに、人々が探しているものや、返される紬果の例、ユーザはそのうちのどれ

をクリックすることにしたかということなどについての爽例を示していくことで、ネットワークを鍛え

上げていく。

これを行うためには、ネットワークが戦えてもらった「IIi答」をより反映するためにノードNIIのリンク

の爪みを変更するアルゴリズムが必喫である。すべてのユーザが適切な1K杵をクリックするとはIﾘ｛らな

いため、この並みの変虹はゆっくり行われるように潤稚しておく必喫がある。これからあなたが利川す

るアルゴリズムは、ネットワーク中のiRみを捌椎しながら後ろに低わっていくため、バックプロパゲー

ション(誤荒逆伝播法)と呼ばれている。

あるネットワークをトレーニングしている時は、人は川〃肘のそれぞれのノードの9{ましいHUjを常

に知っている｡この』ﾙ合､もしﾕー 呼がある納巣をクリックしたらその川力を1に近づけるべきであり､

押されなかったら０に近づけるべきである。あるノードの出力を愛史するには、そのノードへの人力の

合計を変更する以外に方法はない◇

入力のトータルがどの程度変更されるべきなのかを決めるためにはトレーニングアルゴリズムは現在

の出力のレベルのtanh側敢の傾きを知っている必喫がある。側数の途111の、川力が0.0の辺りでは傾

きは非常に心勾配であるため、入力をほんのちょっとの敬変災しただけでも火きな影智がある．川力が

－１か１に近づくにつれ入力の変曳が州力に及ぼす影稗は小さくなっていく。すべての値を川力する関

数の傾きはこの関数によって決められる．ｎn.pyの冒頭に次のコードを付け加えよう．

defdtanh(y)：

return１．０－y*ｙ

バックプロパゲーションのメソッドを動かす前に、すべてのノードの現在の出力をインスタンス変数

に保存しておくためfeedforwardを動かす必饗がある、その後バックプロパケーションアルゴリズムは

次のステップを災行する。

出ﾉj脳のそれぞれのノードに対しては次のステップを災行する、
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1.ノードの現在の出ﾉjとあるべき出力の錐をiil･範する。

2.dtanhlⅢ数を使ってノードの入力の合Iii･をどれくらい変災すべきかを決める。

3‘入ってくるリンクすべての強度を、リンクの現在の強度と学刊串に見合うよう変更する。

隠れ聯のそれぞれのノードに対しては次のステップを実行する。

1.ノードの出力を、それぞれの出力リンクの強庇の合什に目標のノードをどの程度変災するべきかと

いう値を掛け合わせた値によって変更する◎

2.dtanh関数を使ってノードの入力の合川･をどれくらい変更すべきかを決める。

3.すべての入ﾉjリンクの強喚を、リンクの現在の強庇と学判率に見合うよう変虹する。

このアルゴリズムの実装は災際にすべての誤蕊をJlI前に計算し、それから､(みを調整する。すべて

の計算は、更新される重みではなく現在の砿みを知っていることを当てにして行われるためである。以

下にこのアルゴリズムのコードを紋せておく。searchnetクラスのＨ頭に付け加えるとよい。

defbackPropa8ate(self，target５，Ｎ｡o､5)：
＃出力の誤蓬を計算する

output-deltas＝［０．０１噸len(self･urlids）

ｆｏｒｋｉｎｒａｎｇｅ(len(self・urlids))：
error＝targets[k]-self.ao[k］
output-delta5{ｋｌ＝dtanh(Self･ao(k]）＊error

＃隠れ層の誤楚を計算する

hiddendeltas＝［０．o］＊len(self・hiddenid5）

forjinrange(len(5elf･hiddenid5))：
error＝０.ｏ

ｆｏｒｋｉｎｒａｎｇｅ(len(Self・urlid5))：

ｅｒｍｒ＝ｅｒ】rｏｒ＋output-deltas【k】*self・woIj][k］
hiddendeltas(j］＝dtanh(self,ahIj]）＊ｅｒｍｒ

＃出力の亜みを更新する

ｆｏｒｊｉｎｍｎｇｅ(1e､(self,hiddenidS))：

ｆｏｒｋｉｎｒａｎｇｅ(len(Self・urlid5))：

ChangeヨoutPut-deltas〔k]*self・ahb］
Self・wo[j][k］＝Self､wo[jlIk１．Ｎ*change

＃入力の亜みを更新する

foriinrange(len(Self・wordid5))：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(len(self・hiddenids))：
change＝hiddendelta5[j]*self､ai[i］

self､wi【i)Ij1＝self・Ｎｉ(i]【j】＋Ｎ*change

次に必要なのはネットワークをセットアップしてfeedforbﾘardを走らせ、その後にこのバックプロバ



’

４７クリックからの学習’９１

ケーションを走らせるシンプルなメソッドだ。このメソッドはwordid5、urlids，選ばれたＵＲＬたち

のリストを引数に取る。

deftrainquery(Self,wordids,urlidS,Selectedurl)：
＃必要であればhiddennodeを生成する

self・generatehiddennode(wordids,urlid5）
self･setupnetwork(wordid5,urlid5）
self・feedforward(）

target5=[０．o]*1en(urlids）
targetS[urlid5・index(5eleEtedurl>}=ﾕ.Ｏ

ｅｒｒｏｒ＝self・backPropagate(target5）
Self・uPdatedatabaseO

結果を保存するためにはインスタンス変数のＮｉとwoに保存されている新たな亜みでデータベースを

更新するメソッドが必要だ。

defupdatedatabase(self)：
＃データベースの値にセットする

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(Self､wordids))：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(len(Self･hiddenid5))８
self・set5trength(self・Nordids[i】,self・hiddenids[j],０，self・wi[i][j]）

ｆｏｒｊｉｎｒａｎ８ｅ(len(Self・hiddenids)>：
ｆｏｒｋｉｎｒａｎｇｅ(len(Self・urlids))：

Self・Set5tren8th(Self､hiddenidSIj],Self・urlidSIk】,1,Self・woIjl[kl）
self・ＣＯn.commit(）

これで、ネットワークがどのようにトレーニングに反応するかを先ほど試したクエリでテストするこ

とができる。

>＞reload<nn）

>＞ｍｙnet=nn.searchnet(，nn･db,）
>＞ｍｙnet･train9uery([wNorld,wBank],【uNorldBank,uRiver,uEarthLuNorldBank）

>＞ｍｙnet･getresult(【WNmld,w8ank],【uNorldBank,uRiver,uEarth]）
[0.335,0.055,0.０５５１

ある特定のユーザがWorldBankを選んだということをネットワークが学んだ後、WorldBankの

URLへの出力はjWえており、他のURLへの川力は減少している。もっと多くの利用者がこの選択をjＲ

ねて行くとこの差はどんどん火きくなっていく。
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4.7.5トレーニングのテスト

これまでのところ、結果例でトレーニングするとその結果の１Ｍが増加するのを確遡した。これだ

けでもｲｲ用ではあるが、ニューラルネットワークに何ができるか－初めての入力に対しても納得でき

る答えが返せる－－をすべて見せたことにはならない“Pythonのインタラクティブセッションで次の

コードを拭してみよう｡

>＞allu】rl5=IuWorldBank,uRiver,uEarthl

>＞ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(30)：

●●●

●●●

●●●

mynet・trainquery(【wNorld,wBank],aUurlS,uNorldBank）

mynet,trainquery([wRiver,wBank],allurl5,uRiver）
mynet・trainquery([wMorld],allurlS,uEarth）

>＞ｍｙnet･getresult([wNorld,wBank】,allurls）
[０．８６１，０．０１１，0.016］

>＞ｍｙnet・getresult([wRiver,w8ank],allurls）
[-0.030,0.883,0.006】

>＞ｍｙnet・getre5ult([wBank],allurl5）
【0.865,0.001,‐0.85】

このネットワーク自体はbankというクエリは見たことがないにも関わらず、なかなかいい予測を返

している。それだけではなく、トレーニングのサンプルクエリで"bImk''はWoI･ldBankで使われてい

るのとI‘jIじ頻庇で！'river''と一紺に使われているにもlⅢわらず、WorldBankのＵＲＬに対してRiverの

ＵＲＬより遥かにいい値を与えている。このネットワークはどのURLがどのクエリに関巡しているのか

を学んだだけでなく、特定のクエリ中のどの単語が敢婆なのかについても学Ｗしている。これはIii純

なクエリとＵＲＬの机側だけでは成し遂げられないものである。

4.7.6検索エンジンとつなげる

SearCherクラスのqueryメソッドは納果を作り表示する過程でＵＲＬＩＤのリストとwordlDのリスト

を取得する。このメソッドにこれらを返させるようにするとよい。次の行をsearchengine・pyのquery

のjIt後に付け加えよう。

returnwordidS,[r[ﾕ］forrinmnked5core5【O:10]】

これらはSearChnetのtrainqueryメソッドにそのまま渡すことができる。

結肌のどれがユーザにとって好ましいものであるかという悩恨を得るためのＦ法は、あなたのアプリ

ケーションの1世Iil･次第である｡Webページ上のクリックを蝋促し、ユーザを火際のページへ遷移させ

る前にtrainqueryを呼び出すような仕掛けの中間ページを作ってもいいし、アルゴリズムを改良する
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ために検索紬果の適合性についてユーザに投隅させてもよいだろうL‘

人工的なニューラルネットワークを作りあげるためのﾙ&後のステップは、searcherクラスの''1に検

索結果を亜み付けする新しいメソッドを作りあげることであるｅこの間数は他の重み付け関数と非常に

よく似ている。まずあなたがやらなければならないことはsearchengine･Pyにニューラルネットワーク

のクラスをインポートすることである、

imPortnn

mynet=nn.searchnet(,､n.db‘）

そして次のメソッドをsearcherクラスに追加しよう。

defnn5core(Self,rowS,wordids)：
＃ユニークなURLＩＤをソートされたリストとして取得する

urlids雲[urlidfOrurlidinset(【row[O〕ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗｓ])］
nnreS=mynet・getre5ult(wordids,urlids）
Scores=dict([(urlidsIi],nnre5Ii]）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(1en(urlid5))]）
returnSelf・nomalizescores(scores）

これでweightsリストにこれを含めることで、さまざまな砿み付けと典にこの煎み付け方法をIりび実

験することができる。実際に利用する際には、このネットワークが多くのいろいろな例で１．分にトレー

ニングされるまではスコアの・部として含めておくにとどめておいた方がよい。

本章では検ボエンジン間発に関する可能性について腹い範囲で取り扱ってきた。しかし、拠際に検

索エンジンで可能なことをすべて網羅しているとは到底いえない。次のエクササイズでさらに進んだ考

え方に触れることができるだろう。また、本草ではパフォーマンスについては触れていない．数百万に

およぶ規模のページをインデックスする際には奪える必要があるに：しかし、ここまでであなたが作I）上

げたものでも100,000ページ栂度であればlNl組なく動作する。ニュースサイトや会社のイントラネット

などであれば1.分であろう。

4.8エクササイズ

1.語の分割

現在のseparateword5メソッドはアルファベットと放宇以外の文‘i:をセパレータとして利川して

いるため、，'C十十‘'､‐ＰｈＤ.．、’'617-555-1212'‘のようなエントリは適切にインデックスができない。

語を分刑するためのもっといい方法はないだろうか？空121文'i:はセパレータとして使えるか？

もっとマシなIijL締を分剤するための1M1敗を芥け”

2.ブーリアン演算

多くの検索エンジンは"PythonORPCrl''のようなブーリアンによる問い合わせをサポートしてい

る。ＯＲ検索はクエリを分割して実行し、その結果を連結すればﾘﾐ現できる。しかし，､pythonAND
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（programORCode)伽のようなクエリについてはどうだろう？lHlい合わせのメソッドたちを改造し

て基本的なブーリアン演算をサポートせよ。

3.完全一致

検索エンジンはページ中の単語がクエリの単語とまったくkilじ順序で、語の間に別の単語が含ま

れていない珊合に一致するような伽充余一致''をサポートしていることがよくある。抱余に一致し

ている時にだけ結果を返すようなgetrowsの新しいバージョンをiI｝け（ヒント：IMiの位世の差を

取得するにはSQLの熊集合演算を利川できる)。

4.長い／短い文密の検索

ページの艮さがそのページがユーザにとって関心のあるものかどうかを決める典閃になることが

時々ある。ユーザは難しいサブジェクトについての縫い肥】Ⅱを探しているかもしれないし、もしく

はあるコマンドラインツールについての知いレファレンスを探しているかもしれない。引数によっ

て、艮い文普と短い文蒋のどちらを優先するか指定できる並み付け関数を背け。

5.単語の頻度によるバイアス

単語の出現回数を数えるだけの坐単では、文書が長ければ多くの単諦を含むことになり、目的の

jIi譜を含んでいる111能性も向くなってしまうため、災い文ilI;が優先的に爪み付けられる。その文

神の単紺の数のパーセンテージを槻庇として計算する新しい唯耶を響け．

6.インバウンドリンク検索

あなたのコードはインバウンドリンクのテキストを基にアイテムをランク付けすることはできるが、

アイテムたちはページの内容を篭にした検索の結果である必饗がある。もっとも適合するページ

にクエリのテキストがまったく念まれておらず、そのページを指しているリンクのテキストにクエ

リが含まれているということが時々ある（例えば1町像へのリンクの珊合にこのようなことは起こり

うる)。インバウンドリンクが検索の11t弼を含んでいる場合には、リンク先も結果に加えるように

検索のコードを改造せよ。

7．トレーニングのオプション

このニューラルネットワークは、ユーザがクリックしなかったＵＲＬすべてに０をセットし、クリッ

クしたＵＲＬにｌをセットする。ユーザが1から５の間で粘果を評価できるようにトレーニングの関

数を変更せよ。

8.層の追加

あなたのニューラルネットワークは隠れ肘を１つしか持っていない。初期化の際に任愈の激の隠れ

層を指定できるようクラスを変Ⅲせよ。
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憲章

最適化

この単では、確率蹟的最適化(stochasticoptimization)と呼ばれるさまざまなテクニックを使ってコ

ラボレーション上の問題を解く方法を細介するｃ妓適化のテクニックは、多数の変数にわたり多数の'１１

能な解が存在する問題、特に変数の組み合わせによって結果が大きく変わってくる問題に対してよく

利用される。雌適化テクニックの応Ⅲ1範洲は腹い、物即学ではこれを分子lMj力学の研究に利川してい

るし、ノk物学ではタンパク柳逝の予測に、コンピュータ科学ではアルゴリズムの可能な岐悪爽行時1111

の決定にⅢいている。ＮＡＳＡでさえ脆適化を使い、機能特性の爪しいアンテナを設計しているが、こ

れは人'111が投針しそうにない外見をしている。

最適化によって、ある問題への峨適解を探す際は、多くの異なる解を試してスコアリングを行い、

それぞれの解の闘を決める。雌適化が使われるのは普通、すべてを試してみるには可能な解の政が多

すぎる珊合である。解探索の手法の中で、もっとも蝋純だが有効性が低いのは、無作為な推測を散T・

程度行い、どれが鹸適か見る、という手法だ。より有効性の高い下法としては、この章で拾じるように、

改善できるであろうやり方で解をインテリジェントに改変してゆく、というものがある。

簸初に取りｋげる例は、グループ旅行のプランニングだ。グループによる旅行を（または個人の旅行

でも）iih由iしたことがあれば、朴将のフライトスケジュール、必甥なレンタカーの台政、もっとも仙判

な空港など、多くの脚なるインプットが必奨であることを実感しているものだ。考慮すべきアウトプッ

トも、トータルコスト、空港での待ち時1111、取るべき休暇期間など数多い。簡単な式を使ってインプッ

トをアウトプットにマッピングすることができないため、その鍛良解の発見は鹸適化に向いたl川岨であ

る。

後の例では二つのまったく災なるⅢl則を検iけし、岐迩化の柔欺性を旅す。一つは人の哨好によって

有限な資源を配分する例で、もう一つはソーシャルネットワークを可視化する際に交点を娘小限にする

例だ。この瀬を読み終われば、躍適化により解決可能な他の械賦の問題を指摘できるようになってい

ることだろう。
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5.1グループ旅行

さまざまな土地から側じ腸所にIiﾘかうグループ(この例ではGlass家の人々）の旅程をプランニング

することは常にチャレンジングであり、岐適化lNl題として興味深い。まずはoptimization・pyという名

前で新規ファイルを作り、以下のコードを入れよう。

imPorttime

imPortmndom

importｍａｔｈ

peoPle＝ [('SeyInour'，’BO5')，
（'Franny‘，，DAL，)，

（,Zooey'，‘CAK，)，
（‘Nalt1，，NIA，)，

（'8uddy'’’０R､')，
（‘Le5‘’’0MA')］

＃ニューヨークのラガーディア空港

deStination二‘LCA，

家族はニューヨークに向かってアメリカ11'から染まってくる。全貝が同じ11にニューヨークに到着

し、別のlIilじI:lに出発する。また空港からのjliをシェアしたいものとする。家族それぞれの出立地から

ニューヨークにIIIlかうフライトは１１に｛''1ダースもあり、それぞれの発時I川はＮなる。フライトによって

巡閲や股行時川も異なる。

サンプルのフライトデータファイルとして、http:"kiwitobes,com/Optimizc/schedule､txtがダウン

ロードできるようにしてある。

このファイルはカンマ区切り形式で、一巡のフライトの出発地、到粁地、発時刻、粁時刻、運賃が

納めてある。

LGADNIAD20:27,23:42,169

町A,LCA'19:53,22:21jl73

LCA,BOS,６:39J８８０９，８６

BOS,LGAp6:17,8826ｊ８９

ＬＣＡ,B０５，８:23,10:28,ﾕ4９

このデータをOrigin(出発地）と｡est(到輔地）をキー、フライト詳細のリストを仙としたディクショ

ナリにロードする。以下のコードをoptimization･Pyに加え、データをロードするようにする。

flights={｝
＃

forlineinfile(‘5chedule・txt‘)：



Origin,｡est,depart,arrive,priEe=line.strip（）.5plit(‘,‘）
flightS・setdefault((Origin,dest),０）

＃リストにフライトの詳細を追加

flights[(originjdeSt)]・append((depart,arrive,int(Price))）

5.2解の表現１９７

ここにもう･つ、ある時刻が・11の中でｲ'ﾘ分'1になるかIil･御:するユーティリティIMl散getminuteSを

追加しておくと便利だ。これを使えばﾉ１１t行時l川や緋ち11$'111のiil･算が楽になる。以下をoPtimization・

pyに追加しよう。

defgetminutes(t)：

ｘ雪time・StrPtime(t,‘%H:洲，）
】returnｘ[3]*60+x[4］

さて、これで問題は家族のそれぞれがどのフライトを使うべきか決めることとなった。もちろん巡愉

総額を抑えることはIEI的の一つだが、雌適解を仰る際に考腫して妓小化すべき要紫は他にもたくさん

ある。たとえば空港での待ち時I川の合,i１．や、ルビ行時I川の合IiI･である”これらの要然についてはすぐ後

で沸細に鎧じる。

5.2解の表現

この棚のIHl胆にアプローチするときは、淵ｲI;的な解をどのように炎現するかの判断が必饗だ。後で

触れる岐適化関数は多秘多様な川題に対処できる一般性の尚いものなので、解の表現にはこのグルー

プ旅行問題専用でないシンプルなものを選ぶことが亜嬰だ。非常に共通性の高い表現の一つが数字の

リストである。この例の場合、散宇のそれぞれが什人のフライトを表現する、つまり０ならその11の

雌初のフライト、１なら２締1のフライトという風にすることができる。各々に行き（outbound）と州り

(return)のフライトがあるので、このリストの及さは人散の２倍となる。

リストはたとえば次のようになる。

[1,4,3,2,7,ﾖ,6,ﾖ,2,4,5,3］

これはSeymourがボストンから２稀ロのフライトでニューヨークに飛んできて、帰りの日には５稀｢１

のフライトでボストンに戻る、ということを炎現している。Frannyはダラスからニューヨークに４締１

のフライトで到着、３勝ＨのフライトでＡｌ}る．

数字リストによる解はわかりにくいので、このフライトをすべて川力するルーチンが必典だ。次のIIU

激をoptimization・pyに追加する。

defPrintSChedule(r)：



９８１５章最適化

fordinran8e(len(r)/2)：

nameopeopleIdⅡo］
originopeopleId]Ｉ１１
ｏｕｔ=flights{(Origin,destination)Ⅱint(rId*2])】
】ret=flightsI(de5tination,Origin)]Iint(r{｡*Z+ﾕ])］
Print，%105%105％5s-%5ｓ＄%３５％55-%5ｓ＄%３５．％（name,Origin，

Out[O],out[１],outIZ]，

ret{o],ret【１１，ret[Z]）

これによ')行人の端前と川発地、往復それぞれの発時刻、満時刻、運賃を出力する。ではこの関数

をPythonセッションで拭してみよう，

>>＞impoztoptimization
>>＞ｓ麓【4,4,4,z,z,6,6,5,5,6,6,01

>>＞optimization・Printschedule(s）
SeymourBostonl2:34-15:o２＄１０９１Z:08-14:０５＄ﾕ４２
FrannyOallaslZ:ﾕ9-15:２５＄３４２９:49-13:５１＄zZ9
ZooeyAkron9:ﾕ5-12:１４＄24715:50-ﾕ8:４５＄z43
NaltNiamil5:34-18:ﾕ１＄３２６ユ4:08.16:０９＄2ﾖz

BuddyChiCagol4:22-ﾕ6:３２＄126158o4-17:２３＄１８９
ＬｅＳＯｍａｈａｌ５:03-16:４２＄ﾕﾖ５６:19‐８:1ヨ＄2３９

巡箇を見ずとも、このスケジュールにはさまざまな問題がある。特にひどいのが、空港とのINIを行き

来する1Mをシェアするために家峡余１１がLesの州宅便に合わせて６時に空港に藩かねばならない、とい

うことだ。午後４時近くにならないと川発しない将もいるのに。プログラムが雌良の組み合わせを確定

するには、スケジュールの多様な属性に並み付けを行い、ベストなものを決める方法が必要である。

5.3コスト関数

あらゆるI川迦を雌適化で解決するための鈍であI)、決定するのがしばしばもっとも難しいのがコスト

関数である。雌適化アルゴリズムのＩＥＩ的はコスト関数を最小化するインプット（この場合はフライト)の

集合を発見することなので、コスト間政は解がどの程度悪いかを示す値を返さなければならない。悪

さ（badness)には決まった尺庇がない。この間数に必要なのは、より悪い解にはより大きな値を返す、

ということだけだ。

多くの変敗にわたる解について、改善あるいは改悪する要索が何であるかを定めるのは、たいてい

誰しい。グループ旅行の例において測定できるであろうものをいくつか挙げようｃ

運貿

巡随総額はチケットの総額。それぞれの財政状況を巷咽した並み付け平均を使ってもよい。

飛行時間

各人が機上で過ごさねばならない時間の合計。



5.3コスト関数’９９

待ち時間

空港で他のメンバーの到粁を待つ時1111の合N|･＠

発時刻

期あまり早い時刻に出発する便には、乗容の睡眠時間を削ることに対するコスI､を追加してもよい
だろう。

レンタカーの貸出期間

レンタカーは1ｉｆりたよりIilい時刻に返さなければﾒL-11分の料金を払わされる。

スケジュールの楽しさをj竹したり減らしたりするものをさらに巷MＩすることも、さほど難しくはない．

複雑な１１１１題の雌適解を見つけようとするjﾙ合、と'の拠紫が敢饗か定めてやることが必喫だ。これは難

しいこともあるが、ひとたび定めてしまえば、ほとんどどんな1111題に対しても雌小阪の変災でこの東の

妓適化アルゴリズムを適川できる、という大きな利点がある。

コストを生ずるいくつかの変数を選んだら、次はそれらを一つの激字にまとめる方法を決める．たと

えばこの例では、雁行時川や空港での待ち時Ⅲを何ドルに換算するか、決める必婆がある㈲飛行に費

やす時Ⅲlを１分短くすることに１ドルの価仙があI）（つまl)１時111半節約できる,f〔行使には９０ドルの価

値があるということになる)、空港での待ち時１１１１１分は0.5ドルに仙する、などと定めるのだ。全只が空

港に戻る時刻が雌初の１１のレンタカー借川し時刻よりも迦ければ、111分の料金を追加してもよいだろ
う。

ここで定淀するSChedulemStlMI数の可能な解の総数は膨火だ。このＩＭＩ散は迎随総額と、窄港で賀や

される待ち時1111を考噸に入れる。またレンタカーの返却時刻が俗り川しⅡ減''よI)迦くなるなら５０ドル

のペナルティを加える。以ドの間数をoptimization・pyに入れ、さらにコストを追加してみたI)、迎揃

や時間の相対的亜要度をいろいろ変化させてみよう。

def5chedulecoSt(Sol)：

totalprice=O
latestanfiva1ｺO

earlieStdeP=２４*6０

fordinrange(len(sol)/Z)：
＃行き（outbound)と帰り（return)のフライトを得る

Origin=people[｡Ⅱ1］

outbound雪flights[(originjde5tination)Ⅱint(sol【｡*２１)l
returnf=flightS【(deStination,Origin)]【int(solId*2+1])）

＃迩闘総額totalpriceは出立便と帰宅便すべての迩闘

totalprice+=outboundに】

totalPrice+=retumf[2］

＃最も遅い到魁と凪も早い出発を肥録

iflatestarrival<getminutes(outbound[ﾕ})：latestarrival=getminutes(outbound[1]）
ifearliestdep>getminutes(returnf[O])：earliestdep=getminutes(retumf[O]）



１００１５章殿適化

＃品彼の人が到繭するまで全貝空港で待機。

＃帰りも空港にみんなで来て自分の便を待たねばならない。
totalwait言o

fordinrange(len(sol)/2)：
Origin=people[d1I1］
outbound雲fli8ht5I(Origin,destination)Ⅱint(５０１(｡*2])］
returnf重flight5[(de5tination,Origin)]【int(SolId*2+1])］
totalwait+=latestarrival-getminutes(outbound[１]）
totalwait+三getminute5(returnfIo】)-earliestdep

＃この解ではレンタカーの追加料金が必要か？これは５０ドル！

iflateStarrival<earliestdep：totalprice+=5０

retumtotalprice+totalwait

この関数はロジックを非術に師索化してあるが、ポイントは外していない。さまざまな拡腿も可能

だ－たとえば現状の待ち時|llliil･卸は雌後の人の到着まで全員空港で待つこと、般初にﾊI}る人に合わ

せて令側で空港にIi1lかうことを前捉としている。これを変災し、待ち時間が2時Ⅲ1以上になる人は121分

で１１〔を(Niりるようにして、巡１１と待ち時I川をこれに合わせて鯛雛する、といった形にすることが可能だ。

ではこの側敗をPythOnセッションで試してみよう。

>>＞reload(opptimization）

>>＞optimization・schedulecost(5)
5285

コスト関散が作られたことにより、Ⅱﾐしい数字の組み合わせを選んでコストを取小化する、という目

標がはっきりしたはずだ。剛倫的には、有り１１｝るすべての組み合わせを試してみることも可能だが、こ

の例では12のフライトについてそれぞれ避択肢が１０ずつｲ砿するため、組み合わせ総数は10'望(1兆）

となる。すべての細み合わせを伏せば雌良の杵えを11｝られることは確実だが、普jmのコンピュータで

はかな')の時IHIがかかるだろう。

5.4ランダムサーチ(無作為探索）

ランダムサーチは優れた蚊適化”:とは耐えないが、さまざまなアルゴリズムが厳密に何をしようと

しているかを蝿解しやすくしてくれるのに加え、これをベースラインにすることにより他のアルゴリズ

ムがどの税度うまくやっているか判断できる。

次の間政では裳つのり1敗を取る“輔１引散domainは２典素ダブルのリストで、各変改の股小依と雌

火仙を折定する-‘リストのlとさは解の災さと聯しい･この例では、行人それぞれにＩｌＷ:便と船宅使が９

フライトずつあるので、ｄｏmainには人放の２倍の数の(0,8)を椎べたリストを与える。

第２引致costfはコスト関数で、この例ではschedulecostである。コスト関数を引致として取る形


