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この図からは、AugustusはWilly，Ｖｉ(〕let，Mimndnと友人であるということが判るだろう。しかし

このレイアウトはちょっとごちゃごちゃしており、人を迫IjIIしていくと非常に拠乱しやすいだろう。ずっ

とクリアなレイアウトを図5-8に示す。
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図5-8クリーンなネットワークレイアウト

本節では、混乱の少ないベターなビジュアルの生成に峨適化を使う方法を説明する。まずは新規ファ

イルsocialnetwork･pyを開き、ソーシャルネットワークの部分部分の'肌拠を入力しよう'。

importmath

people=[‘Charlie‘,，Augustus,,‘Veruca,,'Violet','Mike',,]Ce,,,Willy,,,Niranda,］

link5=[('Augu5tus'，,Nilly,)，
（，Mike'，‘｡oe，)，

（'Niranda‘，，Mike,)，

（‘Violet，，‘Augustus,)，
（‘Niranda‘，Willy.)，
（，Charlie‘，，Mike‘)，

（‘VeruCa'，‘〕Ce，)，

（‘Niranda’，，AuguStuS，)，
（,Veruca,，,]Ce,)，

（‘｡Ce‘，，Charlie，)，

（‘Veruca'，，Augustu5')，
（‘Niranda‘，’Violet')］

ここでのⅢ的は、雄は誰の友述かという４１#実のリストを取り、解釈の容助なネットワークI剛をﾉI;成す

るプログラムの作成だ。こうしたプログラムでは静遡、mass-and-spring(塊とバネ）という、物理学を

基礎とするタイプのアルゴリズムを使えばよい。斥力を発するノード同士が互いに離れようとし、リン

ク接続したノード同Ｉ:を近づけようとするため、接続のないノードIijl士が遠くに、接続のあるノード同

士が近くに(ただし近くなりすぎはしない)あるレイアウトを形成する、というものだ。

ところがﾀ1念なことに、このmass-and-springアルゴリズムは線の交莱を妨げない｡非常に多数の

十訳注：上の例とは汎なるネットワークｃ
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リンクが存ｲEするネットワークでは、交態部があると線が視党的に追いにくくなるため、ノードIiilI:の

接続が見えにくくなってしまう。しかしながら、簸適化を使ったレイアウト生成では、コストIMI数を決

定し、これを雌小化するだけですべて済んでしまうのだ。この場合、交差した線の数を数えるコスト

関数を試してみると耐白いｃ

5.10.2交差線のカウント

先に定錠した雌適化関数を再利用するために、解を数字のリストとして表現してやる必要がある。

幸い、この問題を散宇のリストとして炎現するのは非常に而単だ－各ノードがｘとｙの座標を持つか

ら全ノードの脹標を長いリストに入れてやればよい．

SOl={120,200,250,125

この解ではCharlieを(120,200)に配眺Augustusは(250,125)に、といった典合になる。

コスト関数では、ili純に交兼した線の数を数える。兎つの線の交差を求める式を展開することはこ

の京の範川を少し超えているが、ノル本的な考え方としては、交嵐が内分点になるかどうかを求めれば

よい。２直線の交点が、Ｉｌｌｊ方の直線について分比にして０(線の端)から１（反対の端)の川にあるとき、

直線同士は交雄しているＣＯから１の範朋の外にあれば交叢していない。

関数では、リンクのすべての組み合わせ同士についてループをかけ、端点の座標を用いて交差を判

定し、交雑があれば総スコアに１を加える。socialnetwork・pyに以下のcrosscountIMJ数を追加しよう。

defqfos5count(v)：

＃数字のリストを人:(x,y）形式のディクショナリに変換

loc=dict(【(people[i],(v[i*2],vIi*Z+1])）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(０，１e､(people))]）
total=０

＃リンクのすべての組み合わせに対してループをかける

foriinrange(len(links))：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(i+1,1en(links))：

＃座標の取得

(xﾕ,yl),(xZ,y2)=locI1inksIil[O]],loC[links【ｉｌＩ１１ｌ
(x3,y3),(x4,y4)=loc[link5IjⅡO]],loc[linksIj1Iﾕ]］

den雲(y4-y3)*(x2-xl)-(x4-x3)*(y2-yﾕ）

＃den＝oなら線は平行

ifden==o：continue

＃他の埋合ｕａとｕｂは交点を各線の分点で表現したもの

ua=((x4-x3)*(yﾕーｙ３)-(y4-y3)*(x1-x3))/den
ub=((x2-xl)寧(yﾕーyｮ)-(y2-y1)*(xﾕーx3))/den
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＃両方の線で分点がＯから１の間にあれば線は交差している

ｉｆｕａ>ｏａｎｄｕａ<１ａｎｄｕｂ>ｏａｎｄｕｂ<１：

total+=１

returntotal

この探索のdomain（甑域）は恥標が取りうる範llMとなる。この例ではネットワークを400×400の

イメージにレイアウトすることにして、余白を取ってわずかに小さな範IjI1を緬域としよう。次の行を

socialnetwork・pyの峨後に追加する。

domain=I(１Oj370)]*(len(People)*2）

それでは雌適化を実行し、線がほぼクロスしないような解を見つけてみよう。Pythonセッションに

socialnetwork・pyをインポートし、岐適化アルゴリズムをいくつか試してみよう。

>>＞importSoCialnetwmk

>>＞imPortoPtimization

>>＞Solsoptimization･randomoptimize(Socialnetwork･domain,SoEialnetwork・Cros5count）
>>＞soEialnetwork･ErossEount(sol）
１２

>>＞ｓｏl=optimization・annealingoptimize(soEialnetwork・dcmain，
…SoEialnetwork・cro5scount,Step=50,mol=0.99）
>>＞Socialnetwork・Erosscount(Sol）
ユ

>>＞ｓｏｌ

[324,190,241,329,298,237，１１７，ユ8１，８８，１０６，５６，１０，２９６，ヨ７０，１１，３１２］

模擬アニーリングでどうやらライン交差のほとんどない解が見つかったようだが、噸標のリストとい

うのは解りにくい。次節ではこのネットワークをIgI動的に捌由iする方法を紹介しよう。

5.10.3ネットワークの描画

３章で使ったPythonlmagingLibraryが必要だ。インストールしていなければ蛾新版の入手とイン

ストールの方法について、付録Ａを抗んでいただきたい。

ネットワークを描脚するコードはごくごく紫Ｉｈなものだ。イメージを生成し、人のⅢIにあるリンクを

描画し、続いてこれらの人、つまりノードを描画してやるだけでよい。人名をあとから描画することで、

線がかぶさる心配を排除しているのだ。次のコードをsocialnetwork･pyに追加しよう。

defdrawnetNork(sol)：
＃イメージの生成

imgpImage･new(,RGB',(400,400),(255,255,255)）
draw=ImageDraw.Draw(img）
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＃座標ディクショナリの生成

pos雲dict(I(people[i１，(Sol[i窯2],５０１〔i*2+ﾕl)〉ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(0,12,(people))]）

＃リンクの描画

for（a,b）inlink5：

。]raN・line((pos[a],pos[b]),fin=(255,o,o)）

＃人の描画

for、,ＰｉｎＰｏＳ・itemS()＄
draw､text(p,n,(0,0,0)）

ﾇm8･ＳｈｏｌｗＯ

この関数をPythonセッションで突行するには、モジュールをリロードし、あなたの解を引数にコー

ルしてやればよい。

>>＞reload(5oEialnEtHork）

>”draHnEtHork(sol）

脳15-9に、鹸適化の粘果の例を示す。

VerlKa

〔haIIle

図5.9交差点を排除する晶適化によるレイアウト
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もちろんあなたの解はこれとは連った見掛けになるはずだ。柵'iおかしく兇える解になることも少な

くないだろう。このコストlIU数は交点の数を雌小化することのみをⅡ的としているため、たとえば線lIiI

上の角度が非常に急だったり、ノード同上がやたらに近くに配佃されていてもペナルティを与えないか

らだ。この意味で、雌適化とはあなたの望みを汗葉通りにかなえる悪魔に似たものであり、つまり、何

を望むかが‘肘に非術に砿喫になる．’j､えられた雄ｆ１Ｉ(において「ベスト」でありながら、あなたの思いMｉ

いたものとは似ても似つかぬ解、というのがしばしば〃ｲI§するのだ。

ノード同士を近くに脳きすぎる解にペナルティを与えるには、ノードⅢ1の距離を計･算して好みの雌小

距離で割る、というのがiWjliiだ。次のコードをaosScountの雌後(return文の手前）に入れてやると、

このペナルティが追加できる。

foriinrange(len(people))：

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(i+1,1e､(People))：
＃２つのノードの座標を取る

（x1,yl),(x2,y2)sloc[people[i]],loc[People[j]］

＃両者の距剛を求める

dist雲math､sqrt(math､pow(xl-x2,2)+math・pow(yl-y2,2)）
＃５ｏピクセルより近ければペナルティ

ifdist<５０：

total+=(１．0-(dist/50.0)）

このコードは、５０ピクセル以内になっているペアに、近さに応じて高まるコストを探す。ｌ‘１－座標の

場合のペナルティはｌだ。雌適化コードをまた実行し、広がりのある結果が得られるか兇てみよう。

5.1１さらなる可能性

この単では雌適化アルゴリズムのまったく災なるl訓I例を３柵制派したが、これは'１J能性のごくごく

一部に過ぎない。軍をj、じて背いてきた通り、重災なステップと両えるのは、解の表現とコストIlU散の

決定のみだ。これさえM1能であれば、あなたの問題に峨適化が適用''１能な見込みはかなI)高いｃ

応用として、白そうなのはたとえば、きまざまな人々をスキルが芋し<配分されたチームに分ける、

などというものがある。クイズ火会向けにチームを網成するには、スポーツ、腰史、文学、テレビといっ

た分野で得チームにそれなりの知倣があるようにするのが釧ましいだろう。また、スキルを巷倣に入れ

た上でグループプロジェクトのタスクを割り抜る、というのもいい。峨適化によってタスクのベストな

分割方法が定められるので、タスクリストは可能な妓小時l川で完ｒすることになるのだ。

キーワードタグ付きの災いウェブサイトリストがあるとして、ユーザーが与える一・群のキーワードに

蛾適化したサイトグループを兇つける、というのも1ｍ白くないだろうか。雌適群は、１１:いにはあまり共

通のキーワードを持たず、にもかかわらずユーザーが‘j､えたキーワードのできる限り多くを災現してい

るサイト群になるはずだ。
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5.12エクササイズ

１．グループ旅行のコスト関数

総飛行時間を1分0.5ドルのコストとして加えよ。次に、空港に朝８時までに行かねばならない人

がでたら２０ドルのペナルティを加えてみよ。

２.アニーリングの開始点

模擬アニーリングの結果は開始点によって大きく変わる。裡散の解でスタートしてベストな解を返

す間数を禅け。

３.遺伝最適化の停止基準

この章の関数では遺伝最適化を一定の反復数で止めている。１０回反復を行っても最良解が改神さ

れないとき停止するよう変災せよ。

４.往復料金

Kayakからフライトデータを得る関数は、いまのところﾊ･道のフライトしか兇ていない。往復チ

ケットを買うと、おそらく運賃は安くなる。コードを変災して往復券を買うようにし、コスト間数

の運貿訓･算部も片道迎賃を足し上げるのではなく、こうしたフライト対を見るよう変更せよ。

５.学生の組み合わせ

寮に対する希釧でなく、どのルームメイトを希望するか我'リルなければならないとしたらどうだろ

う。学生の靴み合わせによる解の表現はどうしたらよいか。コスト関数はどのようになるか。

６.角度によるペナルティ

ネットワークレイアウトアルゴリズムのコスト関数に、一人の人から出る２本の線川士の角艇が狭

すぎるMII合の追加コストを７°えてみよ（ヒント：ベクトルの外禰が使える)。
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騒章

ドキュメントフィルタリング

本東ではドキュメントを内祥に鴫じて分類する方法について実例を交えて解説していく。これは人

工知能の応用として非常に実用的であり、広がりをみせつつある。ドキュメントフィルタリングの応用

としてもっとも役に立ち、よく知られているのは、スパムの削除だろう。メールの利川の拡大とメール

メッセージを送ることのコストが似剃に安いことから、アドレスが愁い人の下に渡ると、たやすく未承

継のコマーシャルメールが送られてしまうという大きなIMI岨が発堆している。この'111岨のおかげで実際

に興味のあるメールを読むことが離し<なってしまう。

もちろんスパムを問題としているのはメールだけにとどまらない。多くのウェプサイトはユーザにコ

メントを求めたり、オリジナルのコンテンツを作るように求めたりと、よりインタラクティブになりつ

つある。このことがスパムの１１１皿をよりひどくしている。Ynhoo1GroupやUsenctのような公共のメッ

セージを投柚できる掲示板は、サブジェクトと関係のない投柵や、慌しげなものを光りつけようとする

投稿に悩まされ続けて来た。現在ではブログやWikiが同棟のスパムによる被害を受けている。誰でも

利用できるようなアプリケーションを作りｋげる際にはこのようなスパムによる問題への対策も識じて

おかなければならない。

本東で紹介するアルゴリズムたちはスバムだけにしか利川できないものではない。これらのアルゴリ

ズムは学習により、ドキュメントがあるカテゴリに属するかどうかを組織する。これらはもっと便利な

目的のためにも利用できる。たとえば、あなたに届いたメールを、メッセージの内容を鵬にプライベー

トのものとｲl:邪に関連するものに121助的に分類するようなこともできる。別の可能性としては怖報を求

めているメールを、回杵をするのにもっとも適格な人に1.1助的に砿送するようなこともできる。本京の

股後では、RSSのエントリを121動的にさまざまなカテゴリにフィルタリングする例について実例で説MＪ１

する。

6.1スパムフィルタリング

初期の頃のスパムのフィルタリングは、ルールを無にメールを選り分けようと試みるものだった。

人々はメッセージがスパムであることを表すルールと、そうではないということを表すルールのセット
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を考案していた。典瑚的なルールとしては、人文2jr:の過哩の使川、蕊にIIU迎するiil.‘冊、けばけばしい

色のＨＴＭＬなどがあった。このルールを基にした分剛では、スバマーにすぐにルールを兇破られ、ｌﾘｌ

らかにスバムであるとばれそうな振る舞いを避けることで、フィルタをすり抜けられてしまうという問

題があった。またその一方でCnpsLockキーを切る方法を知らないような親たちからの大ﾘなメッセー

ジはスパムに分類されてしまうという問題も発生してしまっていた。

ルールを鵬にしたフィルタのその他のIMI題として、どのようなものをスバムであると考えるかは、投

稿された場所や、推に向けてi１Fかれたものかということによって異なるという問題がある．ある特定の

ユーザや掲示板、もしくはWikiにとってはスバムであるということを強く,j§すようなキーワードであっ

ても、他の助Miではまったくl川迦のないものであるjﾙ合もある。このlHl皿を解決するために、本竜では、

あなたがプログラムに対して、どのメールがスバムであり、そうでないものはどれなのかを伝えること

で学習していくプログラムについて検i付していく。学判は初期化の際、もしくはあなたがメッセージを

受信する中で行われるｃ何がスバムであり、何がそうでないかということはユーザ、グループ、サイト

たちごとによって異なるため、それぞれが独自のインスタンスとデータセットを持つようにするとよい。

6.2ドキュメントと単語

あなたがこれから作っていく分頬器では、異なるアイテムを分類するために利用する特徴が必要で

ある。特徴とは、それがアイテム111に存在する（もしくは存在しない）とあなたが判定できる何かであ

れば何でもよい。ドキュメントの分剛について秒えるなら、アイテムに股当するのはドキュメントであ

I)、特徴にはドキュメント中の単Ⅲ#が繊山iする。jliil＃を特戯として川いる際、スパムには軒jmのドキュ

メントよりも特定の単語が出現しがちであると仮定する。これはほとんどのスバムフィルタで基本的

な前提にしている。特徴は必ずしも個々 の単語である必要はなく、単禰の組み合わせやフレーズなど、

それが将定のドキュメント中に存在するかどうかをはっきりと分類できるようなものであればなんでも

よい。

doccla5s・Pyという名前の新しいファイルを作って、テキストから特磁を抽出するためのgetwords

という名IMIの関散を付け足そう。

imPOrtre

imPortmath

defgetwords(doc)：
splitter｡re・compile(‘lⅧ*'）
＃単語を非アルファベットの文字で分割する

word5=[５.lower(）forsinsplitter・Split(doc）
ｉｆｌｅｎ(5)>２ａｎｄｌｅｎ(s)<20］

＃ユニークな単躯のみの典合を返す

retumdict(【(w,ﾕ）forwinbJord51）



6.3分類器のトレーニング

６３分類器のトレーニング’１２９

本章で検討していく分類器はトレーニングを重ねるにつれ、ドキュメントの分矧の仕方について学習

していく。あなたが4章で回にしたニューラルネットワークもそうだったが、本蒋に出てくるアルゴリ

ズムの多くは正稗例を純み取ることで学判する．例となるドキュメントたちとその正しい分類に出会え

ば出会うほど、この分煎器はよりよい予測をするようになる。この分額器は雌初はｲ《正確だが、識別

のためにはどの時微がⅢ要であるかというリドについて学んでいくにつれ、１１i確性をjNしていく。

まず必要なのは分類器を表すクラスである。このクラスはこれまで分類器が何を学んで来たかとい

うことをカプセル化する。モジュールをこのような構造にすることの良い点は、さまざまなユーザ、グ

ループ、クエリに対して襖激の分蹴器をインスタンス化することができるため、それぞれのグループの

十
＄

この1M敗はテキスト中の２文'jPt以上の文'fを11i語と見なしてIliiI冊に分制する。すべての単誰は小文

字に変換される'。

何を特徴として利用するか決めることは非常に重要で難しい問題である。特徴は頻繁に出現する|・

分にありふれたものでなければいけないが、ありふれすぎていてすべてのドキュメントに出現するよう

なものであってはならない。たとえば肌紛的にはあるドキュメント丸ごとを一つの狩微とみなすことも

できるが、まったく111じ内容のメールメッセージを何度も受け取るような珊介でなければ、そのような

ことをしても無意味であるｃまた、逆の極端な例として、・つつの文'r:のそれぞれを狩徴として捉

えることもできるが、これらはすべてのメールメッセージに出現しそうなため、欲しいドキュメントと

そうでないドキュメントを分類するという作業には役に!Xたない。ildL語を符微として利用することを選

んだ場合には、と・のようにiii,冊を分削するかという'川胆が川てくる１．どの句統点を含むのか？また、

ヘッダ愉報は含まれるべきか？ということも巷噸しなくてはならない。

特徴について考噸する際には、遊んだ特徴たちで、ドキュメントの集合をＨ的のカテゴリたちにどの

程度うまく分類できるかということを拶腫しなくてはならない。たとえば、上記のgetwordsのコード

は小文字に変換することで、特徴を減らしてしまっている。小文'itへ変換すると、文の頭に来るような

大文字から始まるjliiIiと、文''１のすべて小文‘j'２のIMiを同じものとして似紬することを通味する。こ

の二つは通常はI‘りじ意味を持つために、これはよいことである。しかし、これではスパムメッセージで

はよく大文字だけの単諾が用いられるという事実を完全に兇藩としてしまうｃこれはスパムと非スパム

に分類する上で必要卒側J欠な特徴かもしれない。これに代わる代替案としては、、ド分以上の単語が大

文字であることを一つの緋微と兇なすやりかたがあるだろう。

このように、称微たちの遡択は多くのトレードオフを含み、際限なく改良を続けなければならないよ

うな問題である。さしあたり、あなたは先ほどのシンプルなgetwordsを利用することができる。本章

の後半で狩徴たちを抽出する方法を改良するためのアイデアをいくつか見ていく。

訳注：日本舗の場合のgctw0rd部は付鰍Ｃを参照。

訳注：これは、水ijiiの場合は特に問廻になるL,付録Ｃを参蝋
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ニーズに反応するよう、別々 にトレーニングすることができる点である。docClass・pyにClaSSifierと

いう御iiIのクラスを作ろう。

classclas5ifier：

def--init-_(self,getfeatures,filename雪None)：
＃特徴／カテゴリのカウント

Self・fc={｝
＃それぞれのカテゴリの中のドキュメント数

Self・cc={｝

Self,getfeature5=getfeatureS

インスタンス変散としてはfc，ｃｃ，getfeaturesの三つが存在する。変敬fcはそれぞれのカテゴリ

中でのそれぞれの特徴の数を保持する。例を挙げる。

{'Python‘：｛，bad,：０，‘good,：６}，‘the‘：｛‘bad‘：ヨ，‘good‘：３}｝

これは‘'the''というjliM#はbadにされたドキュメントに３回出現し、goodに分類されたドキュメント

の中では３回出現しているということを示している。“Python''という単語はgoodなドキュメント中の

みに川現している。

坐数ccはそれぞれの分類が使われた阿数をおさめたディクショナリである．これは確率の計算（後

で脱IﾘＩする）に必災である。簸後のインスタンス変数であるgetfeatureSには分顛されるアイテムから

特徴を抽出するために利川される関敗が入る。この例では、たった今あなたが定義したgetword5がこ

れに砿当する。

このクラス中のメソッドではこれらのディクショナリを直接扱うようなことはしない。そうしてしま

うと、後でトレーニングのデータをファイルやデータベースに格納する際にやりづらくなってしまうか

らだ。カウントを収排したり、期やすための補助メソッドをclas5ifierの１１０に作ろう。

＃特徴／カテゴリのカウントを増やす

defincf(self,f,Cat)：
Self.fに.Setdefault(f,{}）

Self・fc[f]・setdefault(Cat,o）

Self.fに[fIcat]+言１

＃カテゴリのカウントを畑やす

defincc(Self,Eat)：

Self.［に､setdefault(Cat,0）

self・cc[Cat]+雲１

＃あるカテゴリの中に特徴が現れた数

deffEount(Self,f,Cat)：
ｉｆｆｉｎ５ｅｌｆ・ｆｃａｎｄｃａｔｉｎｓｅｌｆ・fc[f]：

retumfloat(Self.f亡[f][Cat]）



returno･ｏ

＃あるカテゴリ中のアイテムたちの数

defcatcount(self,Cat)：
ｉｆＥａｔｉｎｓｅｌｆ･cc

retumfloat(self・ccIcatl）
ｒｅｔｕｍＯ

＃アイテムたちの総数

deftotalcount(Self)：

returnSum(Self.にc・value5()）

＃すべてのカテゴリたちのリスト

defcate8ories(Self)：

returnSelf・ＥＣ.keyS(）

6.3分類器のトレーニング１１３１

次のtrain関数はアイテム（この珊合はドキュメント）とカテゴリを引数として受け取る。クラスの

getfeatures間数を使ってアイテムを将微に分割する．そしてincfを呼び川してこのカテゴリi11の狩

微たちのカウントを期やす。雌後にこのカテゴリのカウンI､を!ⅧⅡさせる。classifierのｌｌｊにtrainⅢ
数を追加しよう。

deftrain(self,item,Cat)：

features=self,getfeature5(item）
＃このカテゴリ中の特徴たちのカウントを畑やす
forfinfeatures：

Self・incf(f,Cat）
＃このカテゴリのカウントを地やす

self・inEc(Cat）

Pythonのセッションでこのモジュールをインポートすることでクラスがちゃんと動作しているか確

泌することができる。

＄python

＞>＞importdocE1as5

>>＞Ｃｌ=docclass・Ela5Sifier<do[仁la5s・getword5）
>>＞Ｃｌ･train(,ｔｈｅｑｕｉＥｋｂｒｏｗｎｆｏｘｊｕｍｐ５ｏｖｅｒｔｈｅｌazydog，,，good'）
>>＞Ｃｌ・train(,makequickmoneyintheonlinecasino‘,，bad,）
>>＞Ｃｌ・fcount(,quick','good.）
１．０

>>＞仁1.fEount(，quick，,，bad.）
１．０

分航器を作るたびに手作梁でトレーニングするのは而倒なので、サンプルとなるトレーニングデータ

を自動的に流し込むメソッドがあると便利である。次の関致をdocElass・pyの目頭に付け加えよう。
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def5amPletrain(Cl)：
Ｃｌ,train(1Nobodyownsthewater.，,，good'）
に１‘train(，thequickrabbitjump5fenceS'’'９００.‘）

Ｃｌ・train(，buyPharmaCeuticalsnow.,，bad'）
Ｃｌ,train(‘makequickmoneyattheonlinecasino','bad‘）
Ｃｌ､train('thequickbrownfoxjumpS'’'8Cod‘）

6.4確率を計算する

これであなたはそれぞれのカテゴリにメールメッセージが川現するカウントを保持していることにな

る。次のステップとして、この数字を確率に変換する。確卒とは０から１の'111の数字であり、あるイベ

ントがと'れくらい起こりうるかということを災す。この嶋合、あるlIiil舟が幹だのカテゴリに存ｲI;する確

率を求めることができる□そのためには特定のカテゴリに属するドキュメントたちの中にその単諾が存

在する数を、そのカテゴリに楓するドキュメントの総数で削るとよい。

fprobという名前のメソッドをclassifierクラスに付け足そう。

deffProb(Self,f,Cat)：
ｉｆ５ｅｌｆ･catcount(Cat)雪雲O：returnＯ
＃このカテゴリ中にこの特徴が出現する回数を、このカテゴリ中のアイテムの緒数で割る

returnSelf･fcount(f,Cat)ﾉSelf・catcount(にat）

これは条件付き確'↑《と呼ばれており、皿'淵はP､(洲｜〃のようにi1fかれる。「Ｂが起こったという条

件のもとでＡが起こる確率｣である《,この例の場合、あなたが算川した数字は必(りﾙ〃|カテゴリノで

あり、これは与えられたカテゴリに特定の単語が出現する確卒となる。

この関数をPythonのセッション中でテストすることができる。

>>＞reload(docclaSS）
<moduleodoEclass‘ｆｒｏｍ・doccla5s･py‘＞

>>＞Ｃｌ言docclass・にlassifier<docclass･getwords）

>>＞doEElass･sampletrain(にl）
>>＞Ｃｌ・fProb(，quick,,‘good'）
0.66666666666666663

,，quick‘'という単語は屑Codに分釧された三つのドキュメントのうち、二つに川現する。これは

必(qU花ｋｌｇＤＯｄノー0.666(2/3)であり、２/3の確率でgoodなドキュメントはこのIil締を含んでいると
いうことを怠味する．

6.4.1推測を始める

このfProbメソッドは過去に兄て来た特徴とカテゴリについて正確な結果を返してくれるが、それ
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までに見て来た1WfMのみを利用するため、トレーニングの初期の１１１１や、まれにしか川現しない''1.ilHに

ついては桃腫を腿する。たとえばサンプルのトレーニングデータでは、ｗｍｏｎｃｙ１'というlIiil冊は・つのド

キュメントにしか出現せず、そのドキュメントはカジノの広告だったため、badに分類されている．こ

のように"money"はbadなドキュメント11'にのみ存在し、goodなドキュメント巾には存在しないため、

fprobを利〃Ｉして算川したgoodなカテゴリに出現する可能性は現在は０となる。しかし'１money‘‘という

IMiは、たまたま雌初にbadなドキュメント１１'に出現しただけであり、それI2i体はbadであるともgoo《ｌ

であるとも断定はできないIMfなので、この確率をいきなり０にするのは極端すぎる。それよI)も蝋絡

が何じカテゴリのドキュメントで見つかるにつれ、値をだんだんと０に近づけるやり方の方がはるかに

現実的である。

このINl迦を避けるため、ある狩微にIIUする↑I1i制がほとんどないjﾙ介に利川する仮の確率を決めてお

く必饗がある。これはまずは0.5にしてみるとよい。また、この仮の硫牛《にどの穏度の故みを持たせる

かを決めておく必要がある。もしこの血みが1であれば、仮の確率は１つの単締と何程度砿み付けされ

ることになる。この重み付き確率は、爽例を熊に算出した確率と仮の確率の平均に重みをつけて返す。

先ほどの"m〔〕ney,'で例を挙げて鋭'ﾘlすると、『，money"の亜み付き確》ドは股初はすべてのカテゴリで

0.5である。分蹴器が一つのba(lなドキュメントでトレーニングし、’‘money'‘はbmdカテゴリに11ては

まるとしたjﾙ合、bI1dの確率は0.75となる．これは次のようなiil･伸式から卸川される。

(亜み*仮確率十Count*fprob)/(Count+、み）
＝（1*0.5+1*1.0)/(1.0＋１．０）
＝０．７５

weightedprobのためのメソッドをあなたのclassifierクラスに付け加えよう。

defweightedprob(5elf,f,Cat,prf,weight=1.0,ap=0.5)：
＃現在の硫率を計算する

baSicProb言Prf(f,Cat）

＃この特徴がすべてのカテゴリ中に出現する数を数える

totalS=SuIn([Self・fcount(f,に）ｆｏｒｃｉｎＳｅｌｆ・categories()l）

＃、み付けした平均を計算

bp言((weight*ap)+(total5*basicprob))/(weight+totals）
retumbp

これでこの関数をPythonのセッションで試すことができる。まずはモジュールをリロードしよう。

クラスの新しいインスタンスにはこれまでのトレーニングは入っていないので、sampletminメソッド
を11りぴたらせよう。
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>>＞reload(docにlass）
<module’docclass,fromldocclass･pyc，＞

>>＞Ｃｌ=docClass･cla5Sifier(doCClaSS・getwords）

>>＞doEElass・sampletrain(Ｃｌ）

>>＞に1.weightedprob(‘money‘,.good，,に1．fprob）
０．２５

>>＞docclass・sa叩letrain(Cl）

>>＞Ｅ1.weightedpmb(，money,,'good',Cl･fprob）
0.16666666666666666

見ての通りsampletrainをＷび走らせることによって、この分類器は仮の確噺から離れ、単語の確

噸についてより自偏を持つようになった。

仮の確率として0.5を利川しているのは、叩純にそれが０と１の真ん中であるというだけの理由だけ

からだ。しかし､あなたはもっとよい背紫知識を持っているj勘合も考えられる◇そのような知識は、まっ

たくトレーニングしていない分顛器に対してさえ適用することができる。たとえば、スパムフィルタの

トレーニングを始める人が、すでにトレーニングしてあるスパムフィルタを仮の確串として川いること

ができる。このユーザはスバムフイルタをこれから121分川にパーソナライズしていくことができるにも

1Mjわらず、このフィルタは滅多に出会わないような恥iMfに対してもより上手く対処することができる。

6.5単純ベイズ分類器

あるドキュメント↓Ijのそれぞれのり１.iI＃が、それぞれのカテゴリに楓する硫耶たちを求めた後は、ド

キュメントに含まれている側々 の単譜の確率をまとめあげて、丸ごと一つのドキュメントが与えられた

カテゴリに属する確率を取神する方法が必要となる。本章では2種類の分類の乎法について検討して

いく。向方とも多くのシチュエーションでうまく動作するが、特定のタスクに対してのパフォーマンス

の程喚はそれぞれ異なる．このセクションでカバーする分顛器は単純ベイズ分類器と呼ばれるもので

ある。

この手法が単純と呼ばれるのは、組み合わされた確率は且いに独立していると兄なしているからで

ある。つまり、ある単譜が特定のカテゴリに属するドキュメントに存在したとしても、その事は他の単

０冊がそのカテゴリに存在する確率には関わりがないと見なしている。これは災際には誤った仮定であ

る。たとえば、’'casino‘'という111冊を含んだドキュメントとPythonのプログラミングについて錨って

いるドキュメントが存在すれば、liiI将の方に‘↑money''というIli総より出現しやすい。

このように独立性の仮定が不'1i確であるということは、単純ベイズ分類器でiil･算した確率をそのま

まドキュメントがあるカテゴリに属している実際の確率として用いることはできないということを意味

している。しかし、さまざまなカテゴリの結果を比較し、どれがもっとも商い硫耶を持っているかを知

ることはできる。このやり方は完雌とはいえない仮定であるにも関わらず、ドキュメントを分額する方

法として驚くほど効果的であるということが笑生活中で祉明されている。

’
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6.5.1ドキュメント全体の確率

この単純ベイズ分顛器を仙うには、まずはドキュメント余体の与えられたカテゴリでの確率を決めな

ければならない。先ほど述べたように､確率たちは独'Xしていると見なしておく。これはつまり、ドキュ

メント全体の確率はそれぞれの確卒を掛け合わせることでj1.節できるということである。

たとえば、”Python1，というＷｎがbⅢ〔lなドキュメントの20％に川現するということをあなたは知っ

ているとしよう。つまりノ，r(必'ｉｈｏｊ１１Ｂａｄノー０．２である。そして'lcIlsino'，というIii研はbll〔lドキュ

メントの80％に出現するとする（1ｺr(CasmolBadノー0.8)。すると両方の１１綴がbadなドキュメン

トに現れる独立した確率Ｐｒ(乃'thon＆ＣａＳｍＯｌＢａｄ)は０．８×０．２＝０．１６となる。このように、

ドキュメント令体の確率というのはIIiにその文ilf中の独倣した単語の確率を掛け合わせるだけでよい。

doccla5s・Pyの中にcla5sifierのサプクラスとしてnaivebaye5というクラスを作り、docprobとい

う称iiIのメソッドを作ろう．このメソッドは特徴（ｉＭ;)を抽出し、そのすべての確率を掛け合わせて

全体の確率を計算する。

claSSnaivebaye5(cla55ifier)：

defdocprob(self,item,Eat)：

features=Self･getfeatureS(item）
＃すべての特徴の砿率を掛け合わせる

Ｐ=ユ

forfinfeatures：ｐ*=self・weightedprob(f,Cat,self､fProb）
returnＰ

これであなたは』｡r(ドキュメント｜カテゴリノをi汁帥:する〃法を理解した。しかし、それ自体ではあ

ま')役に立たない。ドキュメントを分類するためには股r(カテゴリ｜パキュメントノが必要だ。言い

換えると、これは与えられた狩定のドキュメントがある緋だのカテゴリに閥する確率である。幸巡なこ

とに'１，homnsBnye目というイギリスの数学軒が250年紬ilにこれを知る〃法を発兄している。

6.5.2ベイズの定理の簡単な紹介

ベイズの定理は条件付き確率をひっくり返す方抜である．通常は次のように炎記される．

Ｐｒ(ＡＩＢノーＰI．(ＢＩＡﾉｘＰｒ(A"P』･("ノ

本軍の例では次のようになる。

Pr(カテゴリ｜卜'キュメントノ＝Ｐ'･(ドキュメント｜カテゴリパＰｌ･イカテゴリノ/Pr(パキュ

メントノ

ここまでのセクションではＩＷＦキュメント｜カテゴリノの算出の方法について述べて来たが、式
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の中の他の２つの仙についてはどうすればよいのだろう？実はＰｒ(カテゴリノはランダムに辿ばれた

ドキュメントがこのカテゴリに属する確率なので、そのカテゴリ中に含まれているドキュメントの政を

ドキュメントの総数で割るだけで求められる。

Ｐｒ(ドキュメントノについては、やろうと思えば計算もできるが、わざわざやる必要はない。先ほど

述べたようにこの針算の結果は爽際の確串としては〃lいられない。その代わりにそれぞれのカテゴリの

確率が別々にiii･御:され、すべての結果が比較される。Ｆｒ(ドキュメントノはどのカテゴリについても同

じなので、無悦してしまってもｌＩＩｊ題ない。

次のProbメソッドはカテゴリの確率を計算し、Ｐｒｆドキュメント｜カテゴリノとPb･(カテゴリノを掛

け合わせた納果を返す。naivebaye5クラスに追加しよう。

defprob(Self,item,Cat)：
catprob=Self､catcount(Cat)/Self･totalcount(）
ｄｏ叩ｍｂ雪self・doCProb(item,Cat）
returndocprob*Catprob

このlIU数をPythOnのセッションで批してみて、いろいろな文'i２列とカテゴリで数字がどのように変

わるかを兇てみよう。

>>＞reload(doCElaSS）
<module,docclas50from，docclass･pyc，＞

>>＞ＣｌﾖdoCE1ass・naivebaye5(doCClass･getword5）
>>＞doEcla55・SamP1etrain(Ｃｌ）
>>＞Ｃｌ・Prob(‘quiCkrabbit‘,‘good･）
０.ﾕ5624999999999997

>>＞に１.prob(.quiにkrabbit',､bad‘）
0.050000000000000003

トレーニングデータに基づくと'１qUiCkrflbbit‘，はbIldカテゴリではなく、ｇｏｏｄカテゴリの候補である

と考えられている。

6.5.3カテゴリの選択

蝋純ベイズ分頻器を作り｜:げるための凧後のステップは、新しいアイテムがどのカテゴリに属する

のかを実際に決めることである。もっとも単純なやり方は、このアイテムがそれぞれのカテゴリに偶す

る確率を計算し、もっとも確率の商いカテゴリを選ぶ方法である。もしあなたが何かについて、それが

もっともふさわしい場所を決めるということがやりたいのであれば、これはふさわしいやり方である。

しかし、多くのアプリケーションではカテゴリはすべてlIil群であるという肌にはどえられないし、また

アプリケーションによっては、分航器が確卒がわずかに尚いカテゴリを1岬Mに選んでしまうより、どれ

を遊ぶべきか分からないということを出める方がよい勘合もある急

スパムフィルタリングの場合でいうと、スパムメッセージを一つも取りこぼさないで捕まえることよ
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I)も、スパムではないメールをスバムに分顛してしまう危険性を避けることが遇かにilt典である。受偲

箱にたまにスバムメッセージが入り込むくらいであれば我慢もできるが、ｉｎ典なメールがジヤンクメー

ルとして自動的にフィルタされてしまうと完壁に見逃してしまう。もし、ときどきジヤンクメールのフォ

ルダ内に飯要なメールが紛れていないか探さなければならないのであれば、スパムフイルタを利則する

意味がない。

この1M腿に対処するためには、それぞれのカテゴリに対して雌低限のしきい仙を投定するとよい。新

しいアイテムが蒋定のカテゴリに分類されるには、そのアイテムがそのカテゴリに属する硫率が、その

アイテムがその他のカテゴリに楓する確率より、特定の値以上に高くなければならないようにする。こ

の特定の仙がしきい値である。スパムフィルタリングの場合、badにフィルタされるしきい仙は、ｇｏｏｄ

に分緬される確率より３帖高くなるよう３にするgoo(1のしきい仙は、ｂｎｄカテゴリの砿，+《よl)尚けれ

ばなんでもg“dになるように１にする。badに対する確率の方が尚くても、goodよ')も３倍高い値に逆

しないメッセージについてはuI1kI,ownに分類する。

これらのしきい値を設定するため、classifierの初期化のメソッドを変更し、新たなインスタンス

変数を加える。naivebayeSクラスにｉｎｉｔを追加しよう。

def--init--(5elf,getfeatureS)：

Cla55ifier.__init-(Self,getfeature5）
Self・thre5holds={｝

しきい値をセットしたり、収{1ﾄするためのシンプルなメソッドをfl･け川lえる“仙を収(1)する際､デフォ

ルトでは１を返すようにする。

defsetthreShold(5elf,Cat,t)：

Self・threSholdsIcat]ｓｔ

defgetthreshold(self,Eat)：
ｉｆＣａｔｎｏｔｉｎｓｅｌｆ・thre5holds：ｒｅｔｕｍｌ・O

retum5elf・thre5hold5Icat］

これであなたはclassifyメソッドを作ることができる．このメソッドはそれぞれのカテゴリの確率

を‘１１．棟し、もっとも大きいものを決定する．そしてそれが２瀞ロに大きなものをそのしきい航分以ｋ

超えているかを確浬する。もし、どのカテゴリもこれを成し遂げられなければ、このメソッドは引致

defaultで指定された値を返す‘》次のメソッドをnaivebayesに追加しよう。

defclaSSify(5elf,item,default=None)：
probS雪{｝
＃もっとも砿率の高いカテゴリを探す

ｍａｘ室ｏｏｏ

ｆｏｒｃａｔｉｎ５ｅｌｆ･categories()：
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prob5【Cat]=5elf・Pmb(item,Eat）
ifprob5Icatl>Inax：

max=probSICat］
ｂｅ5t=Ｅａｔ

＃確率がしきい値*2番目にベストなものを超えているか確肥する

forcatinprob5：
ｉｆCat＝best：EontinUe

ifProbS〔Cat１.self・getthreshold(be5t)>ProbsIbe5t]：】returndefault
returnbeSt

これであなたはドキュメントを分撤するシステムを充蛎に作り上げたことになる！このシステム

は、狩微を抽出するためのメソッドを作ることで、ドキュメント以外のものも分剛できるように拡挫す

ることもできる．

>>＞reload(docCla55）

<module，docclas50from･docclass･pyCi＞

>>＞Cl=docclass・naivebaye5(doEcla55･getwDrds）

>>＞docElas5･SamPletrainに1）
>>＞仁１.classify(，quiCkrabbit',default=､unknown･）
,good‘
>>＞に1.claSSify(，quickmoney.,default=‘unknown‘）
‘bad‘

>>＞Ｃｌ､setthreshold(，bad,,3.o）

>>＞Ｃｌ･にlassify(,quiCkmOney,,default='unknown,）
‘unknown,

>>＞ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(ﾕo)：doEcla5s･Sampletrain(Ｅ１）
●●凸

>>＞Ｃｌ・E1aS5ify(.quickmoney‘,default='unknown，）
,bad’

あなたはしきい仙を変更して結果がどのように変化するかを確認することももちろんできる。スパム

フィルタのプラグインの中には、通常のメッセージがスバムと判定きれてしまったり、多くのスパムが

受信箱に入ってしまったりする平を鯛雛するために、しきい値をユーザの手で投定することができるも

のもある。ドキュメントフィルタリングを念んだアプリケーションを作る時には、アプリケーションの

性蘭によってしきい仙は変わってくる。すべてのカテゴリを111聯に扱うj＃合もあるだろうし、unknown

に分類することがふさわしくないような腸合もあるだろう。

6.6フィッシャー法

Ｒ､A・Fisherに111米して鵜付けられたフイッシャー法は非術に正確な結果をﾉ|;み出してくれる。将に

スパムのフィルタリングで役に立つ。フィッシャー法はPythonで書かれたOutlookのプラグインであ

’
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るSpnmBnyesで利川きれている。ドキュメンI､の賊'ｆを算川するために時徴の碓噸たちを利１ＭするjIi

純ベイズフィルタとは汎なり、フィッシャー法ではドキュメント中のそれぞれの特徴のあるカテゴリで

の確率たちを算出し、それらをまとめた確率の災介がランダムな集合と比鮫して高いか低いかをテスト

する。この方法は互いに比恢可能な、それぞれのカテゴリでの確率も返す。このｆ法は複雑な手法で

はあるが、カテゴリの境界を遊択する場合、非常にフレキシブルに動作するので、学ぶ価値がある。

6.6.1特徴たちのカテゴリの確率

これまで見てきた単純ベイズフィルタでは、ドキュメント全体の確率を得るためにすべてのＰｒ(狩凝

｜カテゴリ)をつなぎ合わせ、最後にそれを反転させていた。このセクションでは、特定の特徴を含

むドキュメントが、与えられたカテゴリに属する確率を３１.算することから始める。つまり、Ｐｒ(カテゴ

リ｜拝殿ﾉである。もし''c‘,sino‘'という単船が50()ＩＭＩのドキュメントI|'に存在し、その499個がbndカ

テゴリに存在するとしたら、，､Cnsino"はbadのカテゴリとして１に非常に近いスコアになる。

Ｐｒ(カテゴリ｜拝織）をi汁算する方法は普通は次のようになる。

（その井慶を締つドキュメントがこのカテゴリ'/'に存在する段ﾉ／(その拝慶を排っパキュメント

の総致）

この計算は、一つのカテゴリに非常に多くのドキュメントが集中してしまう､『能性については考噸し

ていない。もしgoodのドキュメントの数が非常に多くて、bndのドキュメントがほとんどないような珊

合、あるメッセージがたとえ屑CodとbadにIlil椛度川現しそうな文脊であっても、ｂａｄドキュメントのす

べてに出現するようなIMiは、hadに対する確噸が非附に大きくなってしまう。この方法がうまくいく

のはそれぞれのカテゴリ''8のドキュメントの数が将来的には同じような数になるような場合である。そ

のような場合、カテゴリたちを区別できるような特徴たちを活用することができる。

このIil･算を行うため、メソッドは次の肴つを算出する。

c〃＝このカテゴリの必(狩厳｜カテゴリノ

6℃qsum＝すべてのカテゴリのＰｒ(待厳｜カテゴリノの合計

ｃｐｍｂ＝c〃/にﾉfWxPﾉ〃

fisherclassifierという名IMIでclassifierのサブクラスをdocclass.Pyに作り、次のメソッドを付

け加えよう。

classfi5hercla55ifier(classifier)：

defcprob(self,f,Cat)：
＃このカテゴリ中でのこの特徴の頻度

clf=self・fprob(f,Cat）
ｉｆｃｌｆ==O：returnO
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＃すべてのカテゴリ中でのこの特徴の頻度

freqsum毎su､({self・fprob(f,c）ｆｏｒｃｉｎ５ｅｌｆ・categories()l）
＃確率はこのカテゴリでの頻座を全体の頻度で割ったもの

p=Elf/(freq5um）

returnp

この関数は特定の特徴を持ったアイテムが指定のカテゴリに閥する確串を返す。それぞれのカテゴ

リには同じ政のアイテムが含まれていると仮定している。Pythonのセッションを利用して、これらの

数字が実際にどのようになるか確泌することができる。

>>＞reload(doCE1a55）

>>＞に1=docclaS5・fi5herClas5ifier(doEclasS・getwmd5）

>>＞ｄｏに仁lass・samp1etrain(Ｃｌ）

>>＞Ｃｌ･Eprob(､quiEk‘,,good'）
０.57142857142857151

>>＞に１.Eprob(,money',.bad，）
１．０

このメソッドは‘，money"というlMfを含んでいるドキュメントは1.0の確率でスバムであるというこ

とを示している。これはトレーニングデータと合致するが、トレーニングする単船の数が少ない際には、

その確率を非常に高くしすぎてしまうおそれがある。そのため、先ほどと伺棟、重み付き確率を利用

するとよい。0.5から初め、クラスがトレーニングされるにつれ確率が捕れ助くようにする。

>>＞Ｃｌ・weightedprob(‘money‘,‘bad',仁l･CProb）
０．７５

6.6.2確率を統合する

令体の確率を兇つけ川すため、それぞれの特徴たちの碓卒をまとめあげる必拠がある。理倫的には

単純にすべてを掛け合わせることでカテゴリ同-ｔで比鮫する際に使えるような確率を算出することが

できる。もちろん、特徴というものは独虻している訳ではないのでこれは実際の確率であるとは前えな

いが、先ほどのベイジアンフィルタと111じょうに役立てることはできる。フィッシャー法はよりすぐれ

た確率の兄俄もりを返すため、結来をレポートしたり、境界面を決定する際に非術に訳に立つ。

フイツシヤー法ではすべての確串を掛け合わせ、向然対数(Pythonのmath・logを使う）を取り、－２

倍する。この‘剛:を行うメソッドをfisherclassifierに付け加えよう。

deffisherprob(Self,item,Eat)：
＃すべての確率を掛け合わせる

ｐニユ

feature5言Self・getfeatures(item）
forfinfeatureS：

ｐ*=(Self・weightedProb(f,Eat,5elf・cprob)）


