
＃自然対数をとり‐２を掛け合わせる

f5Eore．-2*math・log(p）
＃間数chi2の逆数を利用して確率を得る

returnself､invchi2(fsEore,len(feature5)*2）

６６フィッシャー法１１４１

フィッシャーは、もし確半が独立かつランダムであれば、川･帥:結果はカイ２莱分ｲijに従うことを,ドし

た。特定のカテゴリに帆していないアイテムはそのカテゴリへのさまざまな確串を持つ１Ｍ}（ランダム

に出現する)で柵成されており、逆にそのカテゴリに属しているアイテムは激多くの高い確率を持った

単語で柵成されていると期待できる。フィッシャー法によるiil･算結果をカイ２来間数の逆数にかけるこ

とで、ランダムな確率たちの築合が返すであろう高い致仙を1!)られる。

このカイ２雌の逆数のための間散をfisherclassifierクラスに付け加えよう．

definvEhi2(Self,chi,df)：
ｍ＝ｃｈｉ／２.Ｏ

ＳＵ、＝ｔｅｍ＝math・eXp(-m）

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(ﾕ，ｄｆ〃2)：
ｔｅｒｍ＊＝ｍ/ｉ

ｓｕｍ＋＝term

returnmin(sum，１．０）

この関数を再びPythonのセッションで災行し、フイッシャー法によるスコアがどうなるか試してみ

ることができる．

>>＞reload(doにclass）

>>＞Ｃｌ雲docclass・fisherclassifier(docE1ass,getword5）
>>＞doEclass･samp1etrain(Ｃｌ）

>>＞Ｃｌ･cprob(，quiEk,,'good，）
0.57142857142857ﾕ５１

>>＞Ｃｌ･fiSherProb(‘quiにkrabbit',,good.）
0.78013986588957995

>>＞Cl・fisherprob('quickrabbit，,｡bad，）
0.3563359628ﾖﾖﾖ525６

ご覧の通り、結果は術に０から１の11Mとなる。これらの数字はドキュメントがカテゴリにどの程庇適

合しているかを表すよい指標である。これにより分類器をさらに洗練されたものにすることができる。

6.6.3アイテムを分類する

fiSherprobによって返された値を利用してカテゴリを決めることができる。ベイジアンフィルタのよ

うにしきい仙を掛け合わせるのではなく、それぞれのカテゴリのド限仙を決めるとよい。この分馴器は

その範開内でもっとも商い値を返す。スバムフィルタでは、badカテゴリへの下限値はかなり向めに設

定する。0.6程度がよいだろう。good分野への下限値はそれより遥かに低くするとよい。0.2が適当だ
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ろう“これにより、goodなメールが磯ってbadに分矧される危険を減らし、多少のスパムが受帖輔に

振り分けられることを昨可するようになる。goodへのスコアが0.2より小さくて、badへのスコアが0.6

より大きいものはunknownに振り分けられる。

fisherclassifierにド限値を保存するための変数とinitメソッドを作ろう。

def--init-_(Self,getfeatureS)：
Ela5sifier､--init-(Self,getfeatureS）

Selfminimums={｝

これらの値をセットしたり、取得するためのメソッドをいくつか用葱しよう。デフォルトの値は０に

する。

defsetminimum(self,Cat,min)：

Self・minimumS[Catlsmin

def8etminimum(self,Cat)：
ｉｆｃａｔｎｏｔｉｎｓｅｌｆ・minimums：retumo

retu】rn5elf・minimumSkat）

最後に、それぞれのカテゴリの確率たちを計算し、特定の下限値を超え、かつベストな結果を決定

するメソッドを付け加える。

defclassify(Self,item,default=None)：
＃もっともよい結果を探してループする

be5t雪default

maX=０．０

ｆｏｒｃｉｎＳｅｌｆ‘cate8ories()：

Pp5elffiSherProb(item,こ）
＃下限値を超えていることを確昭する

ｉｆｐ>self･getminimum(に）ａｎｄｐ>max：
best=ｃ

ｍａｘごp

returnbest

フィッシャーのスコアリング法を利用した分制器を、テストデータに対して拭してみることができる。

Pythonのセッションで次のように入力してみようｃ

>>＞reload(doEcla55）

<module‘docclass,ｆｒｏｍ･docEla5s・Py｡＞

>>＞Ｅ１善doEclass・fisherclassifier(doCc1a5s・getword5）

>>＞Ｅ１.setdb(‘test・db，）

>>＞ｄｏ“lass･samp1etrain(Cl）



>>＞仁１.cla5Sify(･quickrabbit，）
,gooｄｏ

>>＞Ｃｌ･cla5sify(､quickntoney‘）
'ｂａｄ,

>”Ｅ1.setIninimum(，bad.,0.8）

>>＞Ｃｌ･Cla5Sify(，quiCkmOney･）
,good,

>>＞Cl･setIninimuIn(，good‘,o､4）

>>＞Ｃｌ･classify(，quickmoney'）

0good，

6.7トレーニング済みの分類器を保存する’１４３

結果は叩純ベイジアン分馴器の時と1,1じょうになる。フィッシャー分類器は実際にスパムフイルタリ

ングに利川する場合、ベイズ分緬器よりも効果があると1‘;じられているが、このように少ないトレーニ

ングセットでははっきりとは確iiilできない‘，どの分類器を仙うべきかということは、あなたの作りたい

アプリケーションによって異なる。また、どの分類器がよい効果をあげるかと力､、どのようなド限倣を

投定するべきかということを'１１前に簡単にr測する方法というものはない。しかし、幸運にも、ここで

紹介したコードを利〃lすればこの三つのアルゴリズムをさまざまな投定を剛いて災験することが肺i}iに

できる．

6.7トレーニング済みの分類器を保存する

火111:界のアプリケーションでは、毛度のセッションですべてのトレーニングと分頬が完了するという

ことはほとんどない。分煎器がWebベースのアプリケーションの一部として利川される場合には､ユー

ザがアプリケーションを利用している間のトレーニングデータは保存されるべきであり、次回ユーザが

ログインした時にはそれを復尤するべきである。

6.7.1SQLiteを利用する

このセクションではあなたの分類器のためのトレーニング怖測をSQLiteというデータベースに保存

する方法について紹介する。もしアプリケーションが多くのユーザによって何時にトレーニングきれた

り、利用されるのであれば、それぞれのユーザの梢報をデータベースに保存しておく方が賢明である。

SQLiteは４１１tで利川したのとｌＩ１じデータベースである。もしまだpysqlitcをダウンロードしてインス

トールしていなければ、先に済ませておく必喫がある'・インストールについての沸細は付録Ａに戦っ

ている。PythonからSQLiteにアクセスするやり方は、その他のデータベースにアクセスするやり方た

ちと似ている。そのため、ここで紹介する方法は他のデータベースで使えるように容易に改造できる。

pysqlitcをインポートするために、docclas5・pyの先頭に次の文を付け加えよう。

十択注：Pythonのバージョンが2.5以降であれば、周qlite3という名liiIのモジュールが付閥している。
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frompySqlite2importdbapi2asSqlite

現在classifierクラスの中のデータを保存しているディクショナリの部分をこのセクションのコー

ドで置き換える。classifierに、この分類器のためのデータベースをオープンし必要な場合にテーブ

ルを作成するメソッドを追加する。このテーブルたちは置き換えるディクショナリたちとl‘りじ柵造を

持っている。

def5etdb(5elf,dbfile)：

Self･にon=sqlite・connect(dbfile）
self・ＣＯn.execute(,createtableifnotexi5ts

Self・ＣＯn.execute(,createtableifnotexi5ts

fc(feature,category,Eount)'）

cに(Eategory,Count),）

もしこれを他のデータベースに適用したいなら、そのシステムで動作するようにCreate

変更する必要がある。

カウントを取i1lしたり、１Wやすためのすべての柵助メソッドたちを変更する必要がある。

table文を

defincf(self,f,にat)：
Count=5elf.fCount(f,Cat）
ifcount==o：

self・ＣＯn.exeEute(‘･inSertintofcvalue5（‘%５，，，%s'’1)‘，
％（f,Eat)）

else：

Self・ＣＯn.execute(muPdatefcsetcount=%dwherefeature雲‘%s，andcategory雪，%s，“
％（Count+1,f,Cat)）

deffcount(Self,f,Cat)：
res=self.con・exeEute('seleCtcountfromfにwherefeature=伽%s‘，andcategory=‘１%5"‘

％(f,Cat)).fetchoneO
ifreS｡=None：returnO

el5e8returnfloat(res【Cl）

defincE(self,Cat)：
Count=Self・catCount(Cat）
ifcount＝ｏ：

Self.con・execute(‘'in5ertintoccvalue5（，%5'’１)”％（Cat)）
el5e：

Self.con･execute("updateccsetcount二%dwhereEategory=‘%S，‘‘
％（Count+１，Cat)）

defcatcount(Self,Cat)：
res=Self・ＣＯn.execute(‘5electcountfromCcwherecate8ory="%s"，

％(Cat>).fetchoneO
ifre5==None：returnO

el5e：xeturnfloat(ｴe5[O]）
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カテゴリすべてのリストとドキュメントの総数を取得するためのメソッドもftき換える必婆がある。

defCategories(self)：
cur=self､ＣＯn.execute(,SelectcategoryfromcE'）
return［｡[O］ｆｏｒｄｉｎｃｕｒ］

deftotalEount(Self)：

res雪self･ＣＯn.exeにute('selectsum(Count）ｆｒｏｍｃｃ').fetchone(）
ｉｆｒｅｓ==None：xeturno

retumreS[O］

トレーニングを行いすべてのカウントが更新された後で、データが保存されるようトレーニング後に

conunitを付け加える必嬰がある。次の行をclassifierのtrainメソッドの雌後に付け加えよう。

Self・ＣＯn.conwnit(）

これでよい！分類器を柳川化したあとは、データベースファイルの郡iIとともにsetdbメソッドを

呼び出す必嬰がある。すべてのトレーニングは、動的に保存され、誰でも利〃lできるようになる。あ

るタイプの分類器のためのトレーニングデータを異なるタイプの分類器に対して利用することさえでき

る。

>>＞reload(doEclasS）

<moduleodocclass，ｆｒｏｍ’doccla5s･Py,＞
>>＞Ｃｌ=docclass,fi5herclassifier(doc仁las5・getwords）
>>＞Ｃｌ・setdb(･te5tﾕ.db'）

>>＞doEcla5s､sampletrain(Cl）

>>＞Ｅ12=doCClaS5・naivebayes(doCE1a55・getwordS）
>>＞cl2･setdb(，testﾕ.db'〉

>>＞clZ･classify(,quickmoney，）
Ｕｏｂａｄｏ

6.8ＢＩｏｇフイードをフィルタする

現実のデータに対してこの分馴器を試したり、さまざまな使い方を拭すには、プログからのエントリ

やその他のＲＳＳフイードに対して適用してみるとよい。そのためには３章で利用したUniversalFeed

Parserが必要である。もしまだダウンロードしていないのであればhttp:"fbedpnrser･orgから手に入
れるとよい。FeedParserについての更なる梢報は付録Ａに神いてある。

プログは必ずしもエントリにスパムを合んでいないかもしれないが、多くのプログには、あなたがⅢ

白いと思うような記嚇とそうでないような記､１１が含まれている．これはあなたが特定のカテゴリの妃リド

か、特定の飛者によって評かれた記訴だけを読みたがることも原因の一つではあるだろうが、それ以
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外にも原因があることがあるだろう．先ほど述べたように、あなたが好きなものとそうでないものを兄

分ける将定のルールを作ることはできる《,例えば「ガジェットに側するプログは班むがその中でも"抑

iWf地冊!'という単蹄を含んだものは挑まない」というようなルールを作ることはできる。しかし、わざわ

ざそのようなルールを与えだすよりも、さきほどあなたが作った分矧器を使う方が遥かに楽である。

RSSフィード11'のエントリを分剛することの便利な点の一つとして、Googleブログ検索のようなブ

ログ検索ツールを利川すれば、検轍の紬果をフイードリーダに投定できるという点が瀧げられる。多く

の人々 は製I品や興味があるものを辿跡するためにこのようなことを行っている。121分のfililを追跡する

ために行っている人さえいる。検索結果の中には、プログを利用してお金を稼ごうとしているスパムや

役に１kたないブログたちも川現することに気づくだろう。

この例題に取り組むにあたり、あなたの好きなフイードを利用することもできる。しかし多くのフイー

ドはエントリが少なすぎて効果的なI､レーニングを行えないだろう。ここではGoogleBlogSearchで

‘,Python1'という単硲を検索した際のＲＳＳフォーマットの結果を川いる。これはhttp:"kiwitobes､com/

fbeds/python-searchxmlからダウンロードできる。

feedfilter・pyというファイルを作り、次のコードを人力しよう。

importfeedpar5er

imPortre

＃ブログフィードのURLのファイル名を受け取り、エントリを分類する

defread(feed,Ela5sifier)：
＃フィードのエントリたちを取得し、ループする

ｆ=feedPar5er・Parse(feed）
ｆｏｒｅｎｔｒｙｉｎｆ['entries']：

print

print’-----
＃エントリの内容を表示する

Print‘Title：’･entry〔，title']､encode('utf-8'）
Print，publi5her：.+entry['publisher']・enEode('utf-8‘）
print

printent】『y['sumary.]・encode(,utf-8'）

＃分類器に渡すアイテムを作るため、すべてのテキストを結合する

fulltext='%５１，%５，n%S’％（entry[,title,),entry{，Publi5her，],entryr5ummary‘]）

＃現在のもっともよいカテゴリの候補を出力

print’Gue5S：，+Str(classifier､Classify(fulltext)）

＃ユーザに正しいカテゴリを尋ね、それを基にトレーニングする

Ｃｌ雲rabLinput('EnterCategory：，）
classifier､train(fulltext,Ｃｌ）
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この関数はすべてのエントリをループし、分賦器を利川してそのカテゴリを推測する．その候補を

ユーザに提示して、’Kしいカテゴリを紗ねる。このコードを峨初に走らせる時には推測はランダムに行

われる。しかしこれは時間とともに改良きれていく。

あなたが作った分緬器は完全に汎川的である。コードのそれぞれの断片を税Iﾘlするためにスパムフィ

ルタリングを例にしたが、爽はカテゴリは何であってもいい｡python-searCh､xmlを使う場合は、４つ

のカテゴリがどえられる－プログラミング『柵、モンティバイソン、蛇のPython、そしてそれ以外

である。Pythonのセッションを起動して分矧器をセットアップし、それをfeedfilterに渡すことで対

譜的なフィルタを走らせてみよう。

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

iInPortfeedfilter

仁l害doEClass･fisherEla55ifier(docE1as5・getwords）
Cl・Setdb(，python-feed.｡b‘）＃sqLiteで実装している喝合

feedfilter･read(･python-5earch・xml‘,Cl）

Title：Hynewbabyboy1

PubliSher：shetanNoir，thezombiebellydancer1‐Ny5paceB1og

Ｔｈｉ５ｉｓｍｙｎｅｗｂａｂｙ，Anthem・Ｈｅｉ５ａヨａｎｄｈａｌｆｍｏｎｔｈｏｌｄｂａｌｌ<b>python</b>，
orangeshadednomalPattern・Ｉｈａｖｅｈｅｌｄｈｉｍａｂｏｕｔ５ｔｉｍｅ５ｓｉｎｃｅｌｂroughthim
hontetonightat8:oopm…
Guess：None

Entercategory：Snake

TitlE：Ｉｆｙｏｕｎｅｅｄａｌａｕｇｈ…
PubliSher：Kate&#39;ｓｓＰａｃｅ

EvendoesofunnywalksofromNonty〈b>Python</b>，Ｈｅｔａｌｋｓａｂｏｕｔａｌｌｔｈｅｏｌ,
Guess：Snake

Enter〔ategory：monty

Title：ＡｎｄａｎｏｔｈｅｒｏｎｅｃｈｅＣｋｅｄｏｆｆｔｈｅｌｉｓｔ.､Newpixcomlentpp1
PubliSher：AndPythonCuru-NySpaceBlog

NolAJtheoneofakindNERDbredCarplotmaleisinourposseSion･Ｈｉｓｎａｍｅｉ５Ｂｒｏｋｅｎ
(notbecauseheis5terile）ｌｏｌＢｕｔｃｈｅＥｋｏｕｔｔｈｅｐｉｃａｎｄｌｅａｖｅｏne
Cuess：snake

Entercategory：Snake

時とともに、椛測が改蒋されていく嫌-fが確偲できるだろう。蛇に関するサンプルは多くないため、

分類器は時々 l川述えてしまう。これは蛇に関する投椛は、ざらにベットの蛇とファッションに110巡する

投稿に分けられることにも原閃がある。トレーニングを走らせた後は、特徴に対する確率を出すことが



１４８１６章ドキュメントフィルタリング

できる。’j､えられたカテゴリに対するi帆船の確耶と、与えられたlIiiMiに対するカテゴリの確率のIIhj方

が求められる。

>>＞Ｃｌ・cprob('python,,,prog'）
0.ﾖﾖﾖﾖｮﾖ33333333331

>>＞Ｃｌ・cprob(，python'’'5nake'）
0.ﾖﾖ333333333333331

>>＞Ｃｌ･Eprob(,python’,,monty,）
0.3333333333ﾖﾖﾖﾖ3ヨユ

>>＞仁１.cprob<‘eriE,,,monty'）
ユ.Ｏ

>>＞Ｃｌ・fProb(‘eriE.,‘monty’）
0．２５

，'python側という単諾についての確率はきっちり３等分されている。これはすべてのエントリがこの単

語を含んでいることが原因である。”Eric''という叩.i冊はMontyPythonに側するエントリの25％に川現

し、その他のエントリには川現しない。そのため、！j,えられたカテゴリに対する単諦の硫執は0.25と

なり、与えられた単総に対するカテゴリの確率は1.0となる。

6.9特徴の検出の改良

ここまでの例では、特徴のリストを作る間政はlliMiを分制するのに単純に非アルファベットを境にし

て単語を分けていた。また、この関数はすべてのりi綿を小文字に変換するため、大文字lli硲の使い過

ぎを検知することができない。これを改良する方法はいくつか存在する。

，大文字のトークンと小文字のトークンを別Arのものとして扱わず、たくさんの大文字が川現したら

特戯として利用する。

・個々の叩維に加え、単絡の典合も利用する。

、メタ情測をもっと捕捉する。たとえばメールメッセージの送り主、どのカテゴリにそのブログエン

トリは投橘されたのかなど。これらをメタ怖報として注釈をつける。

・ＵＲＬと数を充令な状態で保存する。

これは特徴をもっと特定する、というような単純な問題ではないということを覚えておこう。特徴た

ちは分類器に利用されるように、たくさんのドキュメント中に出現する必要がある。

Classifierクラスにgetfeaturesとして渡す側政は、どのようなものであってもよい。clas5ifier
はアイテムのすべての蒋微のリストかディクショナリが返されることを期待して、渡されたアイテムに

対してこのＩＭＩ数を適用する。このように非常に汎用的なため、単なる文字ﾘではなくもっと襖雑な型に

対して動作する関数でも簡単に作ることができる。たとえば、プログフィード中のエントリを分類する
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際に、エントリから抽111されたテキストを受け取る代わりに、エントリを丸ごと受け取り、さまざまな

111船がどの部分からのものなのか注釈をつけるような関散を作って利用することもできる。またテキス

ト本体からは単鵠の組を抜き出し、サブジェクトからは個々の蝋絡を引き出すこともできる。それから、

Ereatorフィールドを分割するのは意味をなきない。，ＪｏｈｎSmith"という人の投稿があったからといっ

て、ファーストネームが，'John'‘の人の投柵にはｲMJか意味があるということにはならないからだ。

この新たな特徴を抽出するための側散をfeedfilter・pyに付け加えてみよう。これはりl数として文

字列ではなく、フィードのエントリを受け取ることに注愈しよう。

defentryfeatures(entry)：
splitter=re､comPile(，､Ⅷ*‘）
ｆ・{｝

＃タイトルを抽出し、注釈をつける

titleword5=[5.1oiver(）for5insPlitter・split(entry【'title,]）
ｉｆｌｅｎ(5)>zandlen(S)く２０］

forwintitleword5：frTitle:'+w]=１

＃sunm1aryの単朋を抽出する

sunH'1arywords=[s､1oNer(）forsinSplitter･split(entry['5ummary']）
iflen(5)>Zandlen(5)<20］

＃大文字の単語を数える

ｕＣ=Ｏ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(SumarywordS))：
ｗ=SummarywordS[i］
ｆＭ=ユ

ｉｆｗ･isupper()：ｕｃ+=ユ

＃Sumaryの単賠の組たちを特徴として取得する

ｉｆｉ<len(summaryword5)-ﾕ：
twowords言,‘・join(summarywordsIi:i+1]）
ｆ[twowordS1ﾖﾕ

＃qreatorとpublisherはそのままにしておく

f[･PubliSher:'+entry【‘PubliSher,]]=１

＃大文字が多すぎる埋合UPPEREA[Ｅというフラグを立てる

iffloat(uc)/len(summarywords)>0.3：ｆ〔,UPPER〔ASE']雲１

retumf

この関数はこれまで利川していたgetwordsとl‘jI嫌にtitleとsum週ryからすべてのlliiMiを抽出す

る'・抽出されたtitle巾のiii諾たちは特徴として保持され、sunmary中の単踊たちも符微として付

十扱注：日本諾の便Ⅱlについては付録Ｃを参11((,，
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け加えられる。そして巡統したili締の組たちも特撒として付け加えられる。このIMj数はpublisherと

creatorは分制せずにそのまま付け加え、雌後にsummary中の大文字の単拙の数をカウントする。３０

パーセント以止の単語が大文字であれば、新たな特徴としてUPPER〔ASEという抑1の符徴を付け加え

る。大文字には何らかの意味がある、というルールとは異なり、これは単に分類器がトレーニングに利

Ⅲlできる特徴たちのうちの一つにすぎない。そのため、ドキュメントのカテゴリを世別する際に、この

ことをまったく役に立てないこともある．

この新たなバージョンのfeedfilterを利川するには、関数にフルテキストではなく、エントリを渡

すように変災する必要があるｃ妓後の部分を次のように変更しよう。

＃現在のカテゴリのもっともよい候補を出力

Print‘Cue5S：‘+Str(Cla5Sifier･Cla5sify(entry)）

＃ユーザに正しいカテゴリを尋ね、それを基にトレーニングする

Cl=raw-inPut(‘Entercategory：,）
cla5sifier・train(entry,Ｃｌ）

これで朴微を仙川するための関数としてentryfeatu]resを脂定して、分顛器を柳川化できる。

>>＞reload(feedfilter）
<module･feedfilter，ｆｒｏｍ’feedfilter・pyo＞

>>＞にl=docclass､fisherclassifier(feedfilter・entryfeatures）

>>＞に１.setdb(‘python-feed・db‘）＃ＤＢ版を使っている珊合のみ
>>＞feedfilter・read(，python-search・xnll',Ｃｌ）

特徴たちについては改牌の余地はいくらでもある。ここまであなたが作って来たフレームワークを蕪

にすれば、特徴を抽川する関数を定淀し、その側数を利川する分顛器をセットアップすることができる

だろう。これはあなたが作る特徴を抽出するための関数が、渡されたオブジェクトの時微の梨合を返

す限り、どのようなオブジェクトでも分航することができる。

6.10Akismetを利用する

テキスト分類のアルゴリズムたちからは多少離れてしまうが、アプリケーションによってはAkismet

を利用すれば餓小限の努ﾉJでスバムフィルタリングを柵築することができる。自分で分類器を作成す

る必要を術いてくれる場合もある．

AkismetはWordPressのプラグインとしてスタートした。これは人々 が141野のブログに投稿された

スパムコメントを報iIfできるというプラグインだった。新しいコメントは他の人々 がスパムとして洲!ｉ

済みのコメントたちとの緬似度を基にフィルタされる。現在、このAPIは公1%'されており、どのような

文'ig11でもAkismetに送協することで、それがスパムであるかどうかの判定を受けることができる、
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まず股初に必嬰なのはAkismetのAPIキーである。これはhttp:"nkismct・comから取得することが

できる。このキーは個人的な仙M1であれば艇料であり、商川の利川の際にはいくつかのオプションが

用意されている。AkismetのAPIは通常のＨＴｒＰリクエストと共に呼び出きれる。さまざまな謝締の

ためのライブラリが書かれているが、このセクションではhttp://kemayo､wordpmess・com/2005/12/０２ノ

akismet-pyのものを利用する。akismet･pyをダウンロードし、あなたのコードのディレクトリか、

Pythonのライブラリのディレクトリに保存しておくとよい。

このAPIの使い方は非常にシンプルである。aki5mettest･pyという柵ｉｉｉのファイルを作り、次のIMI

数を付け加えよう。

importaki5met

defaultkey巳叩YOURKEYHERE，，

pageurls"http:〃yoururlhere,cc､‘､

defaulta8ent=,‘Nozilla/5.0（NindoH5；ＵｊＮｉｎｄｏｗｓＮＴ５､1jen-U5；ｗ:１．8.o､7）”
defaultagent+雪‘'CeCko/20060909Firefox/1.5.0.70,

defisSPam(Comment,author,ipaddreSS，
agent=defaultagent，

aPikey雲defaultkey)８

try：

valid＝aki5met・verify-key(aPikey,pageurl）
ifvalid8

returnaki5met､CoImentCheck(apikey,pageurl，
ipaddress,agent,commentcontent=comment，

commentauthoremail=author,comment-type="comment‘'）
el5e：

Print0InValidkeyo
returnFal5e

exceptakiSmet､AkiSmetError，ｅ：

ｐｒｉｎｔｅ・respon5e，ｅ･statuscode
retumFalSe

これで文字列を渡せば、それがブログ中のスパムコメントたちと類似しているかどうかを判定してく

れるメソッドができた。Pythonのセッションで試してみよう。

>>＞importaki5mettest

>>＞msg=0Makemoneyfa5tIOnlineEasino１０

>>＞akisInettest・is5pam(m58,.5pammere5pam・ＣＯ､',．１２７．０．０.ﾕ’）
True

ユーザ満、エージェント、ＩＰアドレスを変更して試してみて、粘果がどのように変わるかを確遡し
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ておこう。

Akismetは堆本的にはブログに投稿されたスバムコメントに対して利川されるものであるため、メー

ルメッセージのような、それ以外のタイプのドキュメントに対してはうまく動作しないかもしれない｡

また、分類器とは異なりパラメータをいじることはできないし、luI符の根拠となる計算を見ることもで

きない。しかし、これはスパムコメントのフィルタリングに対しては非常に正確であり、比較に用いて

いるドキュメントの数はあなたが収典できる数よりも通かに膨大であるため、あなたのアプリケーショ

ンで試してみる価値はある。

6.11その他の手法

本噸で作成した分撒器はI1jlj方とも教師あり学判の手法の例であり、１１池い結果によってトレーニン

グされることで予測が除々によくなっていく。４章で検索結果のランキングに重み付けするのに用いた

人l:的なニューラルネットワークも教師あり学習の一例である。ニューラルネットワークは本章での問

迦に適用することもできる。その際は特敬たちを人ﾉjとして川い､カテゴリの候補を出力にするとよい。

同撤に９束で紹介するサポートベクトルマシンも本単の|M1組に適用することができる。

ベイジアン分削器がドキュメントの分頻によく利川される理111としては、他の手法に比べると典求す

るコンピュータのパワーが過かに少ないという点が挙げられる。メールメッセージには数百から、数千

にも逆する単諾が含まれることもある。蝋純にカウントを更新するだけであればニューラルネットワー

クを訓練することに比べると非常に少ないメモリとプロセッササイクルで済むし、完全にデータベース

内だけの処理である“トレーニングとクエリに要する速度、そして典行する環境にもよるが、ニューラ

ルネットワークを代案とすることもできる。ただ、ニューラルネットワークを利用すると複雑すぎて解

釈はできない。本章ではあなたは単語の確串を兄たり、それらが実際に岐終的なスコアにどれくらい

影稗しているのかを肌解することができた。しかし、ネットワーク111のニューロン間のコネクションの

強喚はこのようにシンプルに解釈することはできない。

－．方、ニューラルネッl､ワークとサポートベクトルマシンは本束で細介した分類器より非常に優れて

いる部分が一つある。それはこれらの手法は人力される特徴のもっと複雑な関係を捕捉することがで

きるという点である。ベイジアン分類器ではすべての特徴たちはそれぞれのカテゴリへの確率を持っ

ており、その確率をまとめあげて全体の確卒のようなものを範11Ｉしていた。ニューラルネットワークで

は、ある特徴の碓耶を、他の特徴が〃ｲlﾐするかどうかで変災することができる。これは、オンラインカ

ジノのスパムをブロックしつつ、鎧賜にIMIするものは許可することができるということを.瞳味する。こ

の場合‘'casino‘，という単語はメールメッセージのどこかに‘‘horse''という単語が存在しない場合にbad

となるようにする。ニューラルネットワークでは、単純ベイズ分頻器では捉えることができないこのよ

うな相且依存lNj係を捉えることができる。
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6.12エクササイズ

1.仮の確率を変更する

持微によって異なる仮の確率を使えるようにC1aSSifierクラスを変更せよ。ｉｎitメソッドを変更

して別の分類器を受け取り、仮の確率を0.5よ')もよい推測からはじめるように変虹せよ。

２．JＷドキュメントノを計算する

Iil､純ベイジァン分煎器では必(ドキュメントノは硫率を比蚊する際には不饗だったため、汁算を符

略していた。しかし､特徴が独立しているような場介には､全体の確率を計算する際に利用できる。

どのようにしてＰＷＦキュメントノを計算すればよいか？

３.ＰＯＰ３によるメールのフィルタ

Pythonの配布物にはpopIibというメールメッセージをダウンロードするためのライブラリが含ま

れている。サーバからメールたちをダウンロードし、分類するスクリプトをil｝け。１件のメールメッ

セージの場合と異なる性Wiはなんだろう？また、どうすればこの述いを渦川できる特徴抽出の

ＩＭＩ数を許けるだろうか？

４.任愈のフレーズ長

本章では個々 のiii綿を抽出する〃法に加え、１１１柵の組を抽出する方法についても説明した。特徴

を抽出する際に任意の数の単譜を－．つの特徴として抽出する設定ができるようにせよ。

5.1Ｐアドレスの保持

ＩＰアドレス、ｆ睡砺り｡、またはその他の↑IIi報はスバムを､ﾘ定する際に役に'１fってくれる．特徴を

柚川するための関敗を改造し、これらも特徴として返すようにせよ（文の|Ⅲのピリオドは削除し、

かつIＰアドレスにはピリオドを埋め込め)。

6.その他の特徴

文字が大文字であるかどうかという特徴のように、ドキュメントを分類する際に役立つ本質的な

特徴はたくさん存在する。たとえば長過ぎるドキュメントであるかどうか、Ｊｉ輔に災いｌＭｆかどう

かなどの愉慨も利川することができるだろう。これらを時微として実装してみよ。また、他にも朴

徴になりうるものはあるだろうか？

7.ニューラルネットワークによる分類器

４京のニューラルネットワークをドキュメントの分顛に利ＩMできるよう改造せよ。結果はどのよう

にすれば比較できるだろうか？ドキュメントの分剛、トレーニングを数T･1''１行うプログラムを沸け。

それぞれのアルゴリズムでかかった時間を川測し、比紋してみよ。



155

γ章

決定木によるモデリング

これまで自動的な分領器をいくつも見てきたが、この単では決定木学習(decisiontreeIeaming)と

いう非常に有用な手法を導入することでこれらを拡張する。決定木が１k成するモデルは、他の分類法

によるものとは違い、非常にわかりやすい。ベイジアン分類器における政価リストはそれぞれの船がど

の樫庇iK要であるかを敬えてくれるが、爽際の洲I}結(outcome･椎ilIﾘによってたどり朴く結冶)がどの

ようになるかは叶算を行わねばわからない。ニューラルネットワークとなると、ある二つのニューロン

ⅢI接続の重み付けがjlt体ではほとんど意味を成さないため、解釈はさらに困難だ。決定木は見るだけ

でその推議過程が理解できるし、ｉｆとthen文のIIi純な並びに変換することすら可能だ。

この章では決定木を使った例を三つ紹介する。雌初の例では、どのユーザーがサイトのプレミアム

会Llにな')そうかｒ測する〃法を示す。磯録ユーザーごと、あるいは利〃lごとに操金するスタイルの

オンラインアプリケーションでは、無料のお拭し版が提供されていることが多い．また、騒録ユーザー

ベースのアプリケーションでは、期間の限られた無料トライアル版か機能の限られた無料版が提供さ

れているのが普通である。利用ごとの課金を行うサイトでは、無料のセッションを設けるなどすること

が多い。

後の二つの例では、仙宅価格および‘'hotness'‘のモデリングに決定水を使う〃法を紹介する。

7.1サインアッブを予測する

無料アカウントと椴鈍アカウントがある斬しいアプリケーションに、アクセスの多いサイトからリン

クがあると、数千もの斬規ユーザーが11｝られることがある。この多くはちょっとした好奇心によるもの

で、その種のアプリケーションを本当に探しているわけではないため、有料の顧客となる閲『能性はほ

とんどないｃこのことが見込み顧客を選別してフォローすることを困難にしているため、ターケットを

絞ったアプローチを採らずに、サインアップした人にくまなくメールを出すような手段に訴えるサイト

が多い。

この問題に対処するには、あるユーザーがｲj料MII客になる見込みの予測を可能にできれば便利だろ

う。あなたはもうベイジアン法やニューラルネットワークを使ったやり方をご存知だ｡とはいえこのケー
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スでは、分矧というものが非常にiIi災になってくる－あるユーザーがMII群になることを旅す喫淵が

わかっていれば、膜i1i戦略、使いやすいサイト作り、およびその他の有料Mli杵数jW加戦略に、このhIi

Wiが利用できるからだ。

この例では、無料トライアル版ありのオンラインアプリケーションを想定する．サインアップするこ

とにより、ユーザーは一･定の日数、サイトが無料で利川でき、その後は堆本サービスまたはプレミアム

サービスにアップグレードできる。ユーザーが艇料トライアルにサインアップするとき悩慨が収典され、

トライアル期Ⅲの終ｒ時にユーザーがｲi料顧客になるか刈るものとする。ユーザーを面倒がらせず、

サインアップを''J能な限り早く行わせるため、サイトではユーザーにあまりたくさん質問しない－代

わりにサーバーログを見て、リンク元サイト（リファラー)、ユーザーの所在地、サインアップ前に兇た

ページの数などを収災する。収災したデータを衣にまとめると、炎7-ｌのようになるだろう。

表7-1あるウェブサイトでのユーザーの行動と鯛入サービス

リフアラー所在地ＦＡＱを醜んだか

SIasr灯 ｏ ｔ Ｕ Ｓ Ａ Ｙ ｅ ｓ

ＧｏｏｇｌｅＦ『ａｎｃｅＹｅｓ

ＳｌａｓｈｄｏｔＵＫＮｏ

Ｄｉｇｇ Ｕ Ｓ Ａ Ｙ e s

KiwitobesFranceYes

GoogleUKN。

（ 画 接 ） Ｎ ｅｗＺｅａＩａｎｄＮｏ

（直接）ＵＫＮｏ

ＧｏｏｇＩ ｅ Ｕ Ｓ Ａ Ｎ ｏ

ＳＩａｓｫｎｏｔＦｒａｎｃｅＹｅｓ

ＤｉｇｇＵＳＡＮｏ

ＧｏｏｇＩｅＵＫＮｏ

ＫｉｗｉｔｏｂｅｓＵＫＮｏ

ＤｉｇｇＮｅｗＺｐａｌ倉ndYes

GoogleUKYes

KiwitobesFrancｅＹｅｓ

選択したサービス

None

Premium

None

且aSic

Basic

Premium

None

Basic

P『ｅｍｉｕｍ

Ｎａ１ｅ

Ｎｏｎｅ

Ｎｏｎｅ

Ｎｏｎｅ

ＨａＳｉｃ

Basic

Bagic

データは行(ｍｗ)のリストとし､各行はJnI](column)によるリストとする。各行の雌終項ロはユーザー

が壁録したかどうかを示す。このService項目こそ、予測したい値である。ではこの章での作業用に

treepredict・pyというファイルを作ろう。データを手入力するなら、ファイルの瞳初に以下を入れる。

my_data｡{rsla5hdot，,‘USA，,‘ye5‘,18,'None‘]，
［，goo81e，,‘France，,，yes‘,23,'Premium‘]，
［，digg，,'USA‘,‘yes'’24,‘Basic‘]，
［,kiNitobes','France,,，yes，,Z３，‘Ba5iC,]，



[,google','UK','no‘’2ﾕ,'Premiuml，
[.(direct)，,，NewZealand,,,no'’12,,None‘]，
[‘(direct)',‘UK','no‘,21,'BaSiE']，

[‘google',‘USA‘,‘no'’24,‘Premium‘]，
[,SlaShdot',，France','yes'’19,,None'１，
['digg.,､USA,,,no'’18,,None'１，
[‘google',，UK','no‘,18,'None'１，
[,kiwitobe5','UK'j‘no'’19,'None']，

[‘digg','NewZealand‘,‘yes‘,ﾕ２，'Ba5ic，]，
[,slashdot',‘UK','no'’21,'None,]，

[‘gOOgle','UK','yes,,ﾕ8,'Basic,]，

I,kiHitobeS，,，FranEe,,,yes'’19,‘Basic‘Ⅱ
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ダウンロードする〃がよいなら、http:ﾉﾉkiwitob“･com/tree/decision-tree-exnmple,txtにこのデー

タセットが縦いてある。ファイルをロードする場合、treepredict・pyの先頭に以ドを入れる。

my-data=[line・split('1t‘）ｆｏｒｌｉｎｅｉｎｆｉｌｅ(‘deci5ion-tree-example･txt')】↑

これでユーザーの所油;地、リンク元、サインアップIiiIにどれだけ時IIIIをかけてサイトを読んだか、と

いった傭報が得られた。あと欲しいのは、Service列をうまく予測して埋めてくれる方法だけである。

7.2決定木入門

決定木は比較的単純な機械学判法だ。これは観測を分矧する完全に透IljIな手法であり、トレーニン

グ後はツリー状に配置したi卜then文のようなものになる。同7-1は果物を分類する決定木の例である。

決定木が得られれば、そのツリーによる決定がどのように行われるかたどるのは実にやさしい。簡

川に11;しく答えながら枝をたどってドI)ていけば､雌後に杵えに途する。逆Ｉｉｌｌきにたどっていくことで、

その雌終分類に述した理山も判る。この草では、決定木を我現する方法、災データからツリーを柵築

するコード、新しい観測を分類するコードといったものを紹介する。雌初のステップはツリーの表現を

作ることだ。ツリーのノードを表現するクラス、deciSionnodeを作ろう。

ナ

ClaSSdeCisionnode：

def--init-_(self,col言-1,value=None,re5ults雪None,tb言None,化雪None)：
Self･col=col

self･value=value

self･re5ults=resultS

self・tb=tb

self.fb=fｂ

択注:上記と何等のデータを冊るには以下のようにする．

my-dnta=I1ine・rstrip(,、n０).split(､、t'MbrIineinfile(,dccisiontrucUx副ｍｐｌｃ.txt')l

fbridx,iteminmumerlUtc(my-data)gmy-dataIidxl側=int(item{31）
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図7-1決定木の例

各ノードは、すべて初期化時にセットされる５つのインスタンス変数を持つ。

col：テストされる基準のインデックス値

value：結果が典となるのに必饗な仙

ｔｂとｆｂ：このノードの結果が典のとき(tb)、偽のとき(fb)にたどる次のdecisionnodeo

result5：この枝が持つ州結のディクショナリで、終点(endpoint)以外ではNoneとなる。

ツリーを生成するＩＭＩ数はルートノードを返す。ルートノードとは、その真や偽の枝をたどり、帰結を

持つ枝まで到述できるものである。

7.3ツリーのトレーニング

この章ではＣＡＲＴ(ClassificationImdRegrEssionTrees：分類・回帰ツリー）というアルゴリズムを

使う。このアルゴリズムによる決定水の梢築では、まずルートノードを生成する。そして表にある剛測

をすべて考咽に入れ、データを娘もよく分削する変数を選ぶ。つまり、すべての蛮散を渦べて、どの

条件(たとえば「ユーザーはFAQを銃んだか？｣)で婦結(ユーザーが登録したサービス）を分割すると

ユーザーの行動が測りしやすくなるかを決定する。

diVideSetは、特定の項Ｈ(column)にあるデータで行(row)を振り分ける側数だ。この間激の引散

は、行のリスト、J0KII緋り．、頂Ⅱを分刑する仙の三つである。「FAQを銃んだか｣でI叩能な仇はYesと

ＮＣだし、「リファラー」であればさまざまな値が可能だろう。返すのは行のリスト二つである。峨初の

リストには項目が条件にマッチした行が、飾二のリストにはマッチしなかった行が入っている．



＄python

>>＞intPorttreePredict

>>＞treePrediEt･divideset<treePredict･my_data,Z,､yes'）
([【，slaShdot‘，，U5A‘，，yes’’１８，‘None']，rgoogle'，，France’，,yes'’２３，
'Premium‘,…]]，

[['google,，，UK'，,no''２１，，Premium'１ｊ［'(direEt)'，‘NewZealand'，’no,，１２，

'None‘],...]）

7.3ツリーの訓練１１５９

分削したものを表7-2に旅す。

＃特定の項目に基づき築合を分割する。

＃項目の値が数値でも名前でも処理可能

defdivideset(rows,column,value)：
＃行が過初のグループ(true)に入るか第二のグループ(false)に

＃入るか教えてくれる関数を作る

slpit-fun〔tion二None
ifiSinStance(value,int）ori5in5tanCe(value,float)：

split-funEtion=lambdarow:row[column]>雲value
else：

sPlit-function=lantbdarow:row[Eolumn]＝value

＃行を２つの典合に振り分けて返す

setl=【rowforrowinrowsifsplit-function(row)】
set2雲Ｉｒｏｗｆｏｒｍｗｉｎｒｏｗｓｉｆｎｏｔｓｐｌｉｔ－ｆｕnction(row)］
return（set1,5et2）

このコードでは、データが数値的なものか否かにより、異なるデータ分割関数(split-function)を

2k成する。数仙的なデータの場合、その馴日の値がvalue仙以上であれば典となる関散を、数仙的で

ないデータでは、その項Ⅱの仙がvalue仙に聯しいか否かで典偽を返すlIU数を、split-functionとし

て返すのだ。データはsplit-functionが真を返すものと偽を返すもの、二つの典合に分削される。

Pythomセッションを動かして、「FAQを読んだか｣の項目で締結を分割してみよう。

哀7-2「FAQを銃んだか｣項目に基づく結末の分割

瓦

Ｎｏｎｅ

Ｐ『emium

Basic

Basic

None

Basic

Basic

ｍ
ｍ
ｕ
Ｕ

偽
称
岬
》
獅
唾
岬
岬



１６０１７章決定木によるモデリング

ノ';右ともよく混ざった状態なので、この段階では州結をうまく分ける変散とはi二iえないようだ。雌尚

の変数を逸ぶ手段が必要である。

7.4最高の分割を選ぶ

この変数はあまり良いとは両えなさそうだ、という典々の気楽な観察はおそらく１Kしい。しかしソ

フトウェアによるソリューションで変数を避択するには、ある集合がどの秘庇拠合されているかをii1・

測する手段が必要だ。まず必要なのは、それぞれの集合の中にある帰結を災‘汁する関数だ。以下を

treepredict・pyに加えよう。

＃可能な帰結(各行の最終項目）を集計する

defuniqueEount5(row5)：
result5={｝
ｆｏｒｍｗｉｎｒｏｗｓ：

＃帰結は最後の項目

ｒ=row[len(row)－１］

ｉｆｒｎｏｔｉｎｒｅ５ｕｌｔｓ：results【rl言ｏ

】re5ults[rl+=１
】retumresults

uniqueCountsは可能な州結をすべて発見し、それぞれ何|囚1ずつ出てくるか示したディクショナリを

返す。これは災合がと‘の柵11:混合したものであるかをiIl･禅する他のIMI数により利Ⅱlされる関数だ。拠

合の血合いを計算する尺度はいくつかあるが、ここではそのうち二つについて見る。ジニ不純度とエ

ントロピーだ。

7.4.1ジニ不純度

ジニ不純度(GinilmpUrity)は、染合中のアイテムの一つに、州結の一つをランダムに当てはめる陽

介の川祢誤差率である。典合の要紫がすべてlIilじカテゴリーにあれば、予測は‘肘に正しくなるため、

誤艇半は０となる。可能な州結が4種類あり、すべて等しく起きるのであれば、予測が正しくない見込

みは75％、ゆえに誤差率は0.75となる。

ジニ不純度を帥･算するIMI散は以下のようになる。

＃無作為に置いた要素が間辿ったカテゴリーに入る確率

def8iniimpurity(rows)：
total=len(rows）

Eounts雪uniquecount5(row5）
imp室ｏ
ｆｏｒｋｌｉｎｃｏｕｎｔ５：

ｐ１雲float(count5【kl])/total
forkZincountS：


