
ｉｆｋ１＝k2：continue

pZ=float(count5[k2])/total
imP+=ｐ１*P2

retumimP
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この関数ではまず可能な船結それぞれが起きる確串をiIi･称する。これはその州結の総数を災合にあ

る行の総致で割ったものである。続いてこれらの確率I‘1上をすべて米じ、これらをすべて合肺する。

これにより無作為な予測が誤った締結を与える珊合の総確率が得られる↑。この確率が高いほど憩い分

割である．この確率がゼロになると、すべて示しい集合に分類されたということなので非常によい。

7.4.2エントロピー

悩報理鎧におけるエントロピーとは、典合中の無秩序のfitである－これは基本的には、典合がど

れほど混合されているか、ということだ◇次の関数をtreePredict･pyに加えよう。

十

＃エントロピーは可能な帰結それぞれの

＃Ｐ(x)log(p(x))を合計したものである

defentropy(row5)：
frommathimportlog
logZ=1ambdax:log(x)/1og(2)
result5=uniqueEount5(rows）
＃ここからがエントロピーの計算

ｅnt=０.ｏ

ｆｏｒｒｉｎｒｅＳｕｌｔＳ･keyS()：
Ｐ=float(results【r])ﾉlen(rows）

ent=ent-P*logZ(p）
ｒｅｔｕｍｅｎｔ

エントロピー側数は、それぞれの要索の峨庇(それが現れる1,1数を総行政で削ったもの)を叶帥し、

pの=猟汲Y滞続ノー度数(帰紡）/度数(行ﾉ

それを次の式に当てはめる。

エントロピー＝すべての升;緋のｐのｘﾉog(pのノを合計したもの

択注：たとえば４棚馴の焔結がすべて聯しい兇込みで起きるとき（pl=p2=p:！=I》4=0.25)、コードのk2のループで叶

算されるｐｌｩp2+pl｡P3+pl食ｐ４＝ｐｌ(p2+p3+p4）＝0.2劃0.75)は、ｐｌを遊んだときに（pl=0.25)それがＩＭＩ違いである

確半(p2+p3+p4=0.75)である。さらにｋｌのループを1,IしてI》２，ｐ:I、ｐ４についてもI‘１じょうに計算し、すべて合計

することで(爽際にはk2ループの中で合計してしまっているが)、総確率が得られる。
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これは､州結同士が11:いにどれだけ述っているかの尺度である。ｋＩ}結がすべて群しければ(たとえば、

あなたが本当にラッキーで全１１プレミアム会ｕになったとすれば)エントロピーは０である。混合した

グループになるほどエントロピーは期大する。我々の目的は、データを２群に分割することによりエン

トロピーを減少することである。

Pythonセッションでジニイs純度とエントロピーを使ってみよう。

>>＞reload(treepzedict）

<module0treepredict1fromotreepredict･py'＞

>>＞treePredict・giniimpurity(treepredict､mLdata）
0.6328125

>>＞treePrediCt･entroPy(treepredict・my_data）
1.5052408149441479

>>＞Setﾕ,set2=treeprediにt,divide5et(treeprediEt.”_data'2,,ye5･）
>>＞treeprediEt・entroPy(setﾕ）
ﾕ.298794940695ﾖ985

>>＞treeprediにt・giniimpurity(setﾕ）
0.53125

エントロピーとジニイミ純血の大きな述いは、エントロピーの方がピークに達するのが迎いことだ．こ

のために、捉合した集合に対するペナルティがわずかに重くなる傾Ｉｈｌがある。この承では今後、より牒

及しているエントロピーの方を尺度として使川するが、ジニ不純庇に世き換えるのは簡叩だ。

7.5再帰的なツリー構築

ある属性がどれほど良いものか調べるとき、アルゴリズムではまずグループ全体のエントロピーを計

算する“続いて各屈性の取りうる値によってグループを分割してみて、分割後の両方のグループにつ

いてIi雌エントロピーを‘iii):する。ここでもっとも優れた分州になる属性を決定するためにi汁算される

のが悩報ゲインである。↑州iケインとは、グループ余体のエントロピーから、分剖後の２グループのエ

ントロピーの加皿平均を引いたものである。このアルゴリズムではすべての属性について情報ケインを

計算し、これがもっとも大きくなるものを選択する。

ルートノードの条件が決定されると、アルゴリズムはこの条件が典になる枝と偽になる枝を生成す

図7.2最初の分割後の決定木

,None
l9,None
One
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る。IRI7-2のようになる。

観測は条件に合致するものと、そうでないものに分削される。アルゴリズムは続いて、Ｉｌ１ｌｊ方の枝に

ついてさらなる分割が行えるのか、既に確尚たる結錯に連しているのかを判断する。新しい枝がさら

に分制可能であれば､上と同じ下順に従い、どの変数を使うか判断する．２回目の分割を側7-3に'ｊくす。

図７．３２度目の分割後の決定木

枝は分NIIを続け、できたノードごとに姫良の属性を６１･柿することでツリーを形成する。ある枝が分

WIlをやめるのは、そのノードの分削による怖報ケインが派の数にならなくなったときである。

それではtreepredict・pyにbuildtreeという関散を作ろう。これは現在の集合に対するAi良の分Wリ

基準を選ぶことでツリーを形成する剛ｉ側数である急

defbuildtree(row5,5coref言entroPy)：
ｉｆｌｅｎ(rows)＝o：returndecisionnode(）

currentscore雲scoref(rows）

＃最良分割基準の追跡に使う変数のセットアップ

be5t-gain雪０.O
beStCriteria=None

be5tSet5=None

columncount=len(roHs【01)-ユ

forcolinrange(0,Eolumncount)：
＃まずこの項目が取りうる値のリストを生成

columnvalues={｝
ｆｏｒｒｏｗｉｎｍｗｓ：

columnvalues[row[coll1s1
＃項目が取るそれぞれの値により行を振り分けてみる

forvalueincolumnvalues・keys()：
（Setﾕ,setZ)=divideSet(row5,col,value）

＃佃報ケイン

p=float(len(setl))/len(roN5）

gain軍currentScore-p*scoref(Setl)-(1-p)*scoref(set2）
ｉｆgain>best-gainandlen(setl)>oandlen(set2)>o：
besLgain=gain
bestcriteria=(col,value）
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best5ets｡(set1,5et2）
＃次の段階の枝の生成

ifbestJgain>o：

trueBranch=buildtree(beSt-SetSIO]）
falseBranch=buildtree(beSt-SetS[ﾕ]）

retumdecisionnode(col=be5tcriteria[o],value=bestcriteria[１]，
ｔｂ=trueBranch,fb=falSeBranch）

else：

returndeにisionnode(results善uniquecounts(rows)）

この関数は行のリストを取ってコールされる。ループをかけて、各項目が取りうる値をすべて見つけ

出し(妓後の項'－１は除く。これは州結が入っている部分なので)、これによりデータをサブセットの対に

分制する。次に各サブセット対について、それぞれのサブセットのエントロピーに喫索数の割合を掛け

てエントロピーの加砿､ド均を計算し、と.の対のエントロピーがもっとも低いか肥録していく。

遍良のサブセット対について、川jR平均エントロピーが現在の集合のそれより低くなければその

枝は終わりで、枝が取る帰結を典iil･して保存する。そうでなければこの対の各サブセットに対して

buildtreeがコールされ、それらがツリーに追加される。行サブセットのコール結果はそのノードの典

および偽の枝に追加されていくので、雌後には決定水全体が柵築される。

さて、これでＭ弧のデータセットにアルゴリズムを適用する準備が整った。このコードはテキスト

データでも数仙データでも扱える柔軟性を持っている。また晶後の項目がロ的とする値であることを前

捉としているので、’'１．にデータの行たちを与えるだけでツリーが柵築できる．

>>＞reload(treepredict）
<moduleotreepredict･ｆｒｏｍ・treepredict・py'＞

>>＞tree二treeprediEt・buildtree(treeprediCt.m】Ldata）

これでツリーにはトレーニング済みの決定木が保持きれている。まずはこのツリーを兇る〃法を、次

にこれを利川した予測の〃法を学ぼう．

7.6決定木の表示

ツリーはｆに入った。さて何をすべきだろう。絶対やりたいと恩うはずなのは、それを見ることだ。

printtreeは決定木をプレーンテキストで表示する蝋純な関数だ。出力はキレイとは罰えないが、小さ

なツリーを見る簡単な方法ではある。

defprinttree(tree,indent=‘')：
＃このノードはリーフ（葉冨末端)か？

ｉｆtree､reSults!=None：

printstr(tree・results）
ｅｌｓｅ：



＃基準の出力

PrintStr(tree・col)+,:,+5tr(tree･value)+'７

＃枝の出力

printindent+,Ｔ－＞､D

printtree(tree･tb,indent+,,）
printindent+0Ｆ-＞,，

printtree(tree･fb,indent+,,）

7.6決定木の表示’１６５

これも再婦関数である。buildtreeから返された決定木を取って横断的に調べ、resultsを持った

ノードに達することでその枝が終わりに達したことを検出する。これに速しないときは、枝を典偽に分

ける鵡fVIを出力し、それぞれの枝に対してP】rinttreeをコールする。コールの庇に下下げ文字列を追

加する。

いま柵築した決定木にこのlMl数をコールすると、結果は次のようなものになるはずだ。

>>＞reload(treePrediEt）

>>＞treePrediCt､Printtree(tree）

Ｏ:google？
T-＞３:２１？

Ｔ-＞｛，Premium‘：３｝

Ｆ－＞２:yes？

Ｔ-＞｛'BaSiE‘：１｝

Ｆ－＞｛'None‘：１｝
Ｆ－＞Ｏ:SlaShdot？

Ｔ-＞｛･None,：３｝

Ｆ－＞ｚ:ye5？

Ｔ-＞｛‘Basic‘：４｝
Ｆ－＞３:2ﾕ？

Ｔ-＞｛,Ba5ic‘：１｝

Ｆ－＞｛,None，：３｝

これは分類を行おうとする時に決定木がたどるプロセスの視覚的な災現だ。ルートノードの条件は

｢頂noにGoogleと入っているか？」である。もしこの条件に合致していればT->の枝に進み、Google

から飛んできた人は21ページ以上枕んでいれば有料会１１になるだろうということを知る。条件に合致

していなければF->の枝に進み、「項ｐ０にSlaShdotと入っているか？」という条件を岬価する。これが

州結を持つ枝に達するまで続く。IiiIにも百つた通り、推論プロセスの裏にある総理が見られることが、

決定木の大きな利点の一つなのだ。

7.6.1グラフィック表示

テキスト災示は小さな決定木にはよいが、ツリーが大きくなると、ｉｌでたどるのが非常に困難になる。

というわけでツリーのグラフィック衣現を作る方法を示す。後の節で榊築するツリーを見るのにも便利

なものだ。
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ツリーを描両するコードは３Wfでデンドログラムを描くのに使ったものと似ている。向粁とも深さが

任意であるノードを持つ二分木を描くものなので、まず必盤なのは、与えられたノードがどれだけのス

ペースを取るか一子ノードすべての幅の合計と、ノードがどれだけ深くなるか、つまり枝が要する

縦の長さ－－を決定する関数である。ある枝の幅の合計とは、その枝の子枝すべての幅の合ｉｆで、子

枝を持たない枝ではｌとなる。

defgetwidth(tree)：
ｉｆtree･ｔｂ＝Noneandtree･fb==None：returnl

returngetNidth(tree・tb)+getwidth(tree・fb）

枝の深さは、もっとも是い了･枝の深さ＋ｌとなる。

defgetdePth(tree)：
ｉｆtree.tb＝Noneandtree.fb=sNone：retumO

returnInax(getdePth(tree・tb)j8etdePth(tree､fb))+ユ

猫I由iには1,ythonlma宵in間Lihl･llryがインストールきれている必製がある。このライブラリは

http:ﾉﾉpythonwarecomにあり、付録Ａで詳しいインストール方法を述べている。次のimport文を

treepredict・pyの最初に追加する。

frOmPILimportlmage,ImageOraN

drawtreeIIU散は適切なサイズを判断してキャンバスをセットアップする。続いてこのキャンバスと、

ツリーのトップノードをdrawnodeに渡す。次の関数をtreePredict.pyに追加する。

defdrawtree(tree,jpeg='tree・jp8，)：
闘雲getwidth(tree)*ﾕＯＯ
ｈ=getdepth(tree)*１０o+ﾕ2０

imgslnlage・new('RGB',(w,h),(255,255,Z55)）
draw=ｴmageDraw.Draw(img）

draHnode(draw,tree,w/2,20）

im8・Save(jpeg,,]PEG,）

drawnodeIMl数はツリーのノードを描l由iする。これは再州IMI数で、舷初に現在のノードを猫面して

から子ノードが来る位佃をIil･算し、それらの-f･ノードについてdrawnodeをコールする。次のIMl数を

treepredict･pyに追加する。



defdrawnode(draw,tree,x,y)：
ｉｆtree･re5ult5==None：

＃それぞれの枝の幅を得る

ｗﾕ響getwidth(tree.fb)*ﾕＯＯ
ｗＺ=getwidth(tree.tb)*ﾕ００

＃このノードに必要な総スペースを決定する

left．x･(Ｈ１+w2)/z

xi8ht回x+(ｗ１+N2)/２

7.6決定木の表示１１６７

＃条件文字列を書く

draw､text((x,20,y､ﾕO),5tr(tree・col)+':'+str(t正e､value),(0,0,0)）

＃枝へのリンクを描く

draw､line((x,y’1eft+wﾕﾉZ,y+１００),fill=(255,0,0)）
draw・line((x,y,right-wz/z,y+100),fill=(255,o,o)）

＃枝のノードを描く

drawnode(draw,tree･fb,left+Ｍ１/2,y+100）
draNImode(draw,tree･tb,right･N2/2,y+１CO）

else：

txt=,、n,､join([,%5:%d，%ｖｆｏｒｖｉｎｔｒｅｅ・result５.item5(>]）
draw,text((x-20,y),txt,(o,o’0)）

それではPythonセッションでツリーを描画してみよう。

O;曲Sｈ 3:Z１

Ⅲ,<、ルー
鵬八・

図７．４入会者を予測する決定木
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>>＞reload(treePredict）
<module‘ｔ】reep】redict,ｆｍｍ０ｔ】reePredict･Pyc'＞

>>＞treepredict・drawtree(tree,jPeg｡‘treeview・jPg'）

これによりtreeVieW・jPgというファイルができるはずだ。IX17-4に示す。

このコードでは枝の典偽ラベルは川ﾉjしない。lxlが火きく似雑になるだけだからだ。ノk成された樹

状凶では、典の枝が常にｲiに来るようにしてあるので、推諭プロセスはちゃんとたどれる。

7.7新しい観測を分類する

ここでは新しい肌iⅡを取り、決定水に従って分航するというIlU数が必喫だ。以~ドのlIU数を

treeprediEt・Pyに辿jjllしよう。

defE1aSSify(ob5ervation,tree)：
ｉｆtree,reSult51雪None：

】retumtree・results

else：

ｖ=ob5ervation[tree･col］
branch=None

ifisin5tance(v,int）orisinstance(v,float)：
ｉｆｖ>=tree･value：branch=tree･tb

el5e：branch雪tree･fb

el5e：

ｉｆｖ＝tree･Value：branchstree･ｔｂ

ｅｌｓｅ：branch=tree,fb

returnclassify(obsewation,branch）

’111敗はprinttreeI‘j1級、ツリーをトラバースする。行コールでは、まずresultsを見て枝の終点に述

しているかをチェックする。達していないときは、この観測のＪ１俄項ｕが仙にマッチするか評価する。

マッチしていれば典の枝に、マッチしていなければ偽の枝に対してまたclassifyをコールする。

それでは新しい観測にclassifyをコールし、予測を行ってみよう。

>>＞reload(treePredict）
<moduleqtreepredict･ｆｒｏｍ，treeP】redict･Pyco＞
>>＞treeprediCt・ClaSSify([‘(direCt)‘,‘USA,,,yes'’5】,tree）
{‘Ba5ic,：４）

というわけで、データセットから決定木を生成する関数、その決定水を炎,〆する間敗、解釈するた

めの関数、新しい辿測を分制する関数が揃った。これらのlIU数は、一連の観測と一つの結鎧を含む行

(row)から成るものであれば、どんなデータセットにも適用できる。
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7.8ツリーの刈り込み

ここまで書いてきた方法でツリーをトレーニングすることの問題の一つが過適応(overfit)である－

つまり、トレーニングデータに対して厳密になりすぎることがあるのだ。過適応した決定木は、トレー

ニングデータでわずかにエントロピーを下げるが実はまったく任意であるような条件を使って枝を作っ

てしまうことにより、爽際よりも碓間としすぎた稗えを出すことがあるのだ。

上妃のアルゴリズムでは、エントロピーがまったく減少させられないところまで分剖を続ける。とい

うことは、エントロピーが桁定の蛾小量よりも減少しなかった時に分割を止めるという方法が一つ考え

られる。これはよく採られる戦略ではあるが、小さな煙所がある－一度の分削ではあまりエントロ

ピーが減少せず、後の分荊で大きく滅少するというデータセットがあるのだ。代枠戦略としては、まず

これまでのような完全な決定木を柵築しておき、後から過刺なノードを排除するというものがある。こ

のプロセスを刈り込み(pruning)という。

刈り込みでは親ノードを共右するノード対について、合成したときのエントロピー上昇が指定の閑仙

未満かどうかをチェックする。このような葉は、Ｉｌｈｊ肴の１１J能な帰結をすべて含んだりｉ－のノードにまと

められる。これは決定水の過適応を防Iこし、データから本来7iえるよりも確尚としたr測を下してしま

うことを止めさせるのに役立つ。

決定水の刈り込みを行うために、以下の新関数をtreepredict・pyに追加しよう。

defprune(tree,mingain)：
＃菜でない枝にはさらに刈り込みをかけていく

ｉｆtree･tb･result5==None：

prune(tree・tb,mingain）
ｉｆtree.fb･reSult5＝None：

prune(tree・fb,mingain）

＃両方の枝が葉になったら、両者を統合すべきか鯛ぺる

実世界における決定木

定木は非常に簡蝋に解釈できるため、ビジネス分析やⅨ学的判断、政簸ＩZ案におけるデー

イニング手法としてもっとも広く使われている。よくある決定木の利川法としては、自助生

決

タマ

成し

ける

すこ

決

Ｆ測

て専門家がキー要素を理解し、次に彼女の伯じるところにマッチするようさらに磨きをか

、というのがある。このプロセスが、機械が専門家を補助すること、推協過税を明白に示

と（これにより他の人が椛測の間を判定できる)を11J能にしている。

定木はこのようなやり〃で、顧客プロファイリング、財務リスク分析、紗断

など広い範閉に応川されている。

支援、交辿戯
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ｉｆtree.tb,re5ultS!=Noneandtree･fb･reSultS!=None：

＃両者を合わせたデータセットを梱築

ｔｂ,fb=０，Ｕ
ｆｏｒｖ,ｃｉｎｔｒｅｅ・tb・result5.items()：

ｔｂ+=【Ｍ]*Ｃ

ｆｏｒｖ,ｃｉｎｔｒｅｅ.fb,results・items()：

ｆｂ+=[Ｍ]*ｃ

＃エントロピーの減少度を畑くる

delta雲entropy(tb+fb)-(entropy(tb)+entmPy(fb))/２

ifdelta<mingain：
＃枝の統合

tree･tb2tree・化冨NonejNone

tree・re5ults=uniqueCountS(tb+化）

この関数をルートノードにコールすると、ツリーをすべてトラバースしていき、子に業ノードのみを

持つノードを見つける。そして葉の持つすべての帰結を収めたリストを作り、エントロピーを検証する。

エントロピーの愛化がmingain(峨小ケイン）リl数未澗であれば葉は削除され、柴が持っていた州紬は

すべて親ノードに秘勤される。この合成ノードも、他のノードと結合、削除される候Ｍ１である。

では現状のデータセットに適用し、ノードの統合が起きるか見てみよう。

>>＞reload(treepredict）

<module,treePredictofrom･treepredict･pyC'＞
>>＞treepredict･prune(tree,０．１）
>>＞treeprediCt・printtree(tree）
o8google？
T-＞３:２１？

Ｔ-＞｛,Premium'：３｝

Ｆ－＞２:yes？

Ｔ-＞｛‘Ba5ic‘：１｝

Ｆ－＞｛‘None，：ユ｝
F-＞Ｏ:slashdot？

Ｔ-＞｛‘None，：ヨ｝

Ｆ－＞ｚ:ye57

T-＞｛，Basic‘：４｝
Ｆ－＞３:z17

T-＞｛'Basic，：１｝
Ｆ－＞｛,None‘：ヨ｝

>>＞treepredict･prune<tree,ﾕ．o）
>>＞treeprediCt・printtree(tree）
OZgoogle7
T-＞３:z17

T-＞｛‘Premium‘：３｝

Ｆ－＞２:ye5？

Ｔ-＞｛‘Ba5ic，：１｝



Ｆ-＞｛'None‘：１｝

F-＞｛,None,：６，，８a5ic,：５｝

７９欠落データへの対処１１７１

この例ではデータの分Wﾘが非常に容易であったので、妥当な雌小利得で刈り込みを行っても何も起

きない。鹸小利得を非常に大きくした時にのみ葉が統合される。後で兄ていくが、現実のデータセット

はあまりきれいに削れない伽Ihlがあるので、刈り込みはもっとずっと効果的である。

7.9欠落データヘの対処

決定木のもう一つの利点として、欠藩データへの対処のしやすさ、というのがある。データセットの

悩慨に欠藩がある－－-この例で両えば、ＩＰアドレスから地珊的な所在地が識別できるとは限らないの

で、この欄は空になっていることがある－ようなとき、これを処理できるように決定木を適応させる

ためには、さらに推測関数を実装してやる必要がある。

どの枝をたどるべきかの判断に欠落データが必要になるjﾙ合、災は両方の枝をたどることができる。

ただこの蝋合、両方の枝が持つ州紬を対搾に扱うのではなく、爪み付けを行う必要がある。鵬本の決

定木では、すべてが峨黙に１のjltみ付けを持っている、つまりある観測があるカテゴリーに当てはまる

見込みが1であると見なされている。複数の枝を同時にたどるのであれば、各枝が持つ行数の割合に

応じた重み付けを行えばよい。

これを行うIMI数、mdclassifyは、clas5ifyの簡叩な改造である。以下をtreepredict､pyに追加す

る。

defmdClas5ify(observation,tree)：
ｉｆtree･result５１＝None：

retumtree､results

el5e：

ｖ=observation[tree.cCl］
ｉｆｖ＝None：

trjfr=mdclaSSify(observation,tree・tb),mdcla55ify(observation,tree.fb）
tcount=Sum(tr・values()）

fcount=sum(fr・values()）

ｔｗ雲float(tcount)ﾉ(tcount+fcount）

ｆＷ=float(fcount)/(tcount+fEount）

result宮{｝

ｆｏｒｋ,ｖｉｎｔｒ・itemSO：re5ult[k]=v*ｔｗ

ｆｏｒｋ,ｖｉｎｆｒ,items()：
ｉｆｋｎｏｔｉｎｒｅｓｕｌｔ：result[k]=O

reSult{k］＋雲ｖ*fw
returnresult

else：

ifisin5tance(v,int）orisin5tance(v,float)：
ｉｆｖ>=tree･value：branEh=tree･ｔｂ

ｅｌｓｅ：branEh雪tree･fｂ
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else8

ifv＝tree･value：bran仁h=tree･tb

else：branch=tree・fb

returnIndclassify(obsewation,branch）

迎いは亜要なデータが欠けていた場合のみで、このときは両方の枝の矧結を計算し、それぞれiltみ

付けをして結合する。

それでは大覗な怖fMの欠藩した観測にmdclassifyをかけて、どうなるか凡てみよう。

>>＞reload(treeprediEt）
<mOdule・treePrediにt･fmm0treePredict･Py｡＞

>>＞treepredict･mdE1as5ify(【,google‘,None,，yes｡,None】,tree）
{‘Premium，：2.25,‘Ba5ic，：0.25｝

>>＞treeprediEt・mdE1assify(【'gcogle,,‘France',None,None】,tree）
{‘None'：0.125,,Premium,：2.25,,Ba5iC‘：0.125｝

予想通り、読んだページ数の変数を空にするとPremiumの見込みが高く、Basicにも多少の見込み

があるという結果が返る。「FAQを読んだか｣の変致を空にすると分布が連ってくるが、これは業の郁

分にいくつの要素があるかで戒み付けしているためだ。

7.10数値による帰結への対処

ユーザー行動の例や果物の決定水の例はともに分制の問題である。これは帰結がカテゴリーであり

数値ではないためだ。繭の残りで取I)上げる住宅価格とhotnessの例はともに、数値的な帰結をともな

う川題だ。

数仙的州結を持つデータセットにbuildtreeをかけることは可能ではあるが、あまり良い結果は{¥ら

れない。散仙のすべてがそれぞれ出なる「カテゴリー」として扱われてしまうと、このアルゴリズムは

ある数値とある数値が近く、他の数価は遠い、という耶実を考慮に入れない。つまり、すべてがとても

離れたものとして、まったく異なるものであるかのように扱われてしまう。これに対処するには、州結

が散値的な場合のスコアリング関数にはエントロピーやジニ不純度を使わず､代わりに分散(variance）

を使うという手がある。以下のvarianEe関数をtreepredict・pyに迫力lＩしよう。

defvariance(row5)：

ｉｆｌｅｎ(roNs)＝0：returno

data=[float(mwI1en(row)-ﾕ]）ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗ５｝
mean雲sum(data)/len(data）

varianCe=sum([(d-mean)**ｚｆｏｒｄｉｎｄａｔａ】)/len(data）
returnvarianCe
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このlMl散はbuildtreeのり1敗になみもので、・jlUの行について統,１１･的分|M(を,11.脚.す為。分|H〔が小さ

ければ数仙|,１土が間まってｲ〃l:すゐことを、ノ<きければ広く拡散していることを戯味する。分散をスコ

アリング関数として使った場合、帰結を大きな数字と小善な数字に分けるようなノード条件が選ばれて

いくデータをこのように分荊すれば枝の分散が下がるからだ。

7.11住宅価格のモデリング

決定水にはさまざまな潜ｲl2jll途があるが、変数がいくつもあって全体の鵬紺過祝に興味があるよう

なjﾙ合にもっとも有用だ帰結は既にわかっていて、それがどうしてそうなっているか理解するためモ

デリングを行う力に興味がある、という場合もあるこの節では実際の不勤産価格をモデリングする

ための決定木の僻築を),!・ていくこれは住宅liiii賂に非‘肘にノミきな帆かあり、nIiIに‘fl･測できる赦仙的、

約捉的な変数がいくつも含まれているためだ_‘

7.11.1ZiIIowAPI

Zill()ｗはｲ<動厳価格を辿跡し、その1洲iを仙って他の(lEもの推測価格をﾉk成すろ無料のウェブサー

ビスだまず比較机手(蜘似の住宅群)を探し、その価格を使って価格の惟測を行うが、これは実際の

不動雌鑑定_上がやっていることと似ている､ふZillowのウェブページである化宅の梢報と、その推測､ｉ

格を炎旅したところをI,xi7-5に,】ﾐす“
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さいわい、Zill《〕ｗにも住宅の沸細と推測価格を取得させてくれるAPIがある。ZillowAPIについて

のページはhttp:"ｗｗｗ・zillow・com/howtoﾉaPi/APIOverview､htmである。

このAPIにアクセスするためにはディベロッパキーが必要だが、これはフリーでウェプサイトから入

下できる。API自体は非常にシンプルなものだ－問い合わせの検索パラメータをすべて含んだＵＲＬ

にリクエストをかけ、返されたＸＭＬをパースして詳細、つまりベッドルーム数などと推測価格を取得

するのだ。新規ファイルzillow・Pyを1%Iき、次のコードを入れよう。

iIT1Portxml・dom･minidom

imPorturllib2

zwSkey二‘'X1-ZNzlEhwxi515aj-9skq6‘’

５章同様、ＸＭＩ,リクエストのパースにはminidomのAPlを使う。次のgetaddreSSdata関数は住所

と都市名を取り、Zillowに資産情報を問い合わせるＵＲＬを柵成する。そして結果をバースして箪要な

↑1V報を抽川し、ダブルとして返す。それではIⅢ数をzillow.pyに追加しよう。

defgetaddre55data(address,city)：
escad=addre55・rePlace(‘‘,'+'）

＃ＵＲＬを栂成する

url=0http:ノノwww・zillow･com/web5erviceﾉGetDeepSearEhRe5ult5･htm?，
url十重'zw5-ido%s&addreS5=%5&CityStateziPo%５，％（zwSkey,eSCad,City）

＃返ってきたXNLの解釈

doc=xml・dom・minidom・parseString(urlﾕib2・urlopen(url).read()）
code=do仁.getElementsByTagName('code‘)[O]・fir5tChild・data

＃コードＯなら成功。それ以外はエラーがある

ｉｆcode!=‘Ｏ‘：retumNone

＃この資産の梢報を抽出

try：

zipcode室doc・getE1ementsByTagName('zipEode')[o]・firstChild・data
u5e=doc・getElementsByTagName('use〔ode')[o]・first〔hild,data
year雲doc・getElementSByTagNaIne(，yearBuilt‘)[O]・first〔hild・data
bath雲doc､getElementSByTagName('bathroomS，)【O]・first〔hild.data
bed=doに､getElementSByTagName(’bedroom5.)[O]・fir5t〔hild､data
PriCe=doc､getElement5ByTagName(，amount')[O].firstChild・data

excePt：
retumNone

return（zipcode,u5e,int(year),float(bath),int(bed),priCe）
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imPortzillow

housedata=zillObo・getPriCeliSt(）
reload(treePredict）

housetree=treePrediCt･buildtree(housedata,“oref=treeprediにt･variance）
treepredi辻･drawtree(housetree,,housetree・jpg‘）

図7.6住宅価格の決定木

この関数が返すダブルは、仙測としてリストに入れるのに適している．「州結｣すなわち価格が姫後

になっているからだ。この関数をデータセット全体のﾉk成に仙うには、住所のリストが必要だ。これ

はｎ分で作ってもよいし、マサチューセッツ州ケンブリッジのランダムに生成したアドレスのリストが

http:"kiwitobes,comﾉaddrもsslist､txtにあるのでダウンロードしてもよい。

新しいIMI数getpricelistを作ってこのファイルを銃み込み、データのリストをﾉk成しよう。

defgetpriceli5tO：
１１=Ｕ

ｆｏｒｌｉｎｅｉｎｆｉｌｅ('addreS51ist・txt‘)：

data=getaddreSSdata(line.Strip(),，Cambridge,MA，）
ifdata1=None:１１．append(data）

ｒｅｔｕｒｎｌ１

これでもう、データセットを生成して決定木が構築できる。Pythonセッションでやってみよう。

33:０

生成ファイルhouSetree・jPgの例をIxl7-6にボす。

もちろん特定の不動厳の価格を見稲もりたいだけなら、リ1.純にZillowAPIで推測値を取得すればよ

い。ここでの興味は、住宅価格を判断する際に考噸すべき嬰素のモデルを実際に柵築することにある。

ツリーの頂点にあるのはトイレの数だ。つまり、データセットの分散をもっとも大きく下げるには、ト

イレの数で分割すればよいということだ。ケンブリッジにおける住宅価格の決定要因は、テミつ以上のト

イレ(幣通これは大きな概数11蹄川仙宅を示す)があるか、ということなのだ。

Ｇ１〔．

／／、、
２:1900 ２:190〕

／ 、／、
０:０２１３９０:０２１３８１:DupIexl:mplex

/、／、／、／、
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この場imで決定水を使うことのIﾘlらかな珊点は、価格データを火きくまとめて扱わざるをえないこと

だ。爽際にはすべての価格が出なっているので、有朋な結果をi!｝るには何らかの方法でグルーピング

してやる必要がある。別の予測テクニックの〃が、実際の価格データに対してもっとうまく動作すると

いうこともありうる。８章では他の価格予測手法について論ずるｃ

7.121'HotnessIIのモデル化

「HotorNot」はユーザーが自分の写典をアツプロードできるサイトである。もともとのコンセプト

は、ユーザーlIjI士で容婆のランク付けをして、結果を巣計して10点満点のスコアを生成するというも

のだった。これは出会い(dating)サイトへと発鵬を遂げ、いまではオープンなAPIによりメンバーの

デモグラフイーデータiと，，hotneg葛，，レーテイングを取得できるようになっている。これは決定木モデル

にとって興味深いテストケースである。すなわち一巡の入力変数、１個の出ﾉJ変数、そして面白い推曲

過程を伴っていそうだからだ。サイトそのものも、集合知と号えられるものの好例と両えよう。

さて、ここでもAPIにアクセスするにはアプリケーションキーが必要だ。http:"dev,hotornot・com/

劇iHnupでサインアップと収得を済ませよう。

HotorNotAPIも、これまで川てきたAPIとほとんど同じように動作する。クエリのパラメータを

ＵＲＬに渡して返ってきたＸＭＬを解釈するだけだ。まずは新規ファイルhotomot・pyを作り、以下のよ

うにimPort文とキー定投を入れよう。

importurllib2
importxml･dom･minidorn

api-key="479NUN]HETN”

次に無作為な人々 のリストを取得してデータセットを榊築しよう。うれしいことに、HotorNotは朴

定の坐地に合致した人々 のリストを返すAPIコールを提供している。この例で仙うべき坐準はただ－．

つ、「meetｍｅ(会ってください)」のプロフィール群を持っていることだ。所在地や関心事といったｆｌｌｉ

報は、これらのプロフィールからしか1!｝られないからである。では以下の関数をhotomot･pyに追加し

よう。

defgetrandomratings(c)：
＃getRandomProfileのURLを柵築
url=，'http://Services・hotornot・com/rest/?aPP-key=%Sm％api-key
url+=，，&methodsRate･getRandomProfile&retrievenum=%｡'’％に
url+="&get-rate-info=true&meetu5ers-only=true｡､

fl=urllib2・urlopen(url).read(）

ナ訳注：デモグラフィーは笈態人『I統計学。デモグラフィーデータとは･股に年齢、収入、敬ff水祁などのこと。



doc雲xml・dom・minidom,parSe5tring(fl）

emid5雲doc､getElement5ByTagName(,emid，）

】ratingS=doに.getElement5ByTagName(,rating'）

7.12．Hotness･のモデル化１１７７

＃ｅｍｉｄとratingを一緒にリストにまとめる

resultﾖＵ

ｆｏｒｅ,ｒｉｎｚｉｐ(emidS,ratingS)：
ｉｆｒ､fir5tChild!=None：

result・append((e・fir5tChild,data,r､first〔hild,data)）
retumre5ult

ユーザーＩＤとレーティングのリストを′k成したら、この人々の怖報一ここでは性別、年齢、所在

地、キーワードーをダウンロードするIMI数が必要だ。５０すべての州を可能な所在地の変数に取ると、

可能な分岐の激があまりにも多くなってしまう。州を地方にまとめてやれば、可能な所在地の激を減ら

せる。以ドのコードを追加して地方を指定しよう。

stateregionS={'NewEngland':[,ct','mn，,,ma',，､h',,ri,,.vt'１，
，NidAtlantic‘:{'｡e','md‘,'nj','ny‘,‘Pa'}，
，South‘:【,al‘,'ak，,'fl‘,‘ga','ky‘,‘la'’'1115‘,‘mo'，
．､c‘,,sこ‘,‘t､‘,‘va‘,‘wv，]，

.Nidwest‘:{'il‘,‘in,,'ia,,,ks,,,mi,,,､e','n.'’'０h,,,5.,,,Ｗi,】，

，Nest':[‘ak','〔a‘,'ＣＯ','hi,,,id‘』'mt','nv',‘or',，ut,,,wa','wy,)｝

lIiIAPIでは一人一人のデモグラフィーデータをダウンロードするメソッドを提供しているので、

getpeopledata関数では鹸初の検索で得られた結果すべてにループをかけて、彼らの沸細を問い合わ

せればよい。以下の関数をhotornot･pyに追加する。

defgetpeopledata(rating5)：
result=O

foremid,ratinginratingS：
＃NeetNe・getPmfileメソッドのためのURL

url="http:〃Services･hotomot,com/rest/?app-key=%5,,％api-key
url+屋‘，&method=NeetNe･getPmfile&emid=%S&get-keywords宮true０，％ｅｍｉｄ

＃この人の全慨報を取得

try：

rating=int(float(rating)+0.5）
doC2=xml･dom・minidom,parse5tring(urllib2・urlopen(url).read()）

gender=doE2､getElements8yTa8Name('gender')IC]､fir5tChild・data

age=doc2・getElementsByTagName(‘age‘)[０１.firstChild・data
loに雲doに2.getE1ementsByTagName('location，)[o].firstChild,data[o:2］

＃州を地方に変換

ｆｏｒｒ,sinstateregion5,items()：
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ｉｆｌｏｃｉｎｓ：region=ｒ

ifregion1=None：

result・append((gender,int(age),region,rating)）

exEept：

paSs

returnre5ult

ではPythonセッションでこのモジュールをインポートし、データセットを作ろう。

>>＞importhOtOmot

>>＞ｌﾕ雪hotornot・getrandomratings(500）
>>＞len(lﾕ）
442

>>＞ｐdata=hotornot・getpeop1edata(lﾕ）
>>＞ｐdata【０１
(u’female'’２８，.Nest‘’９）

リストには各ユーザーの怖鞭が収められており、雌後にレーティングがある。このデータ柵造は血接

buildtreeメソッドに渡して決定木を柵染するのに使える。

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

hottree=treepredict・buildtree(pdata,5亡oref=treepredict・varianEe）
treeprediEt・prune(hottree,0.5）
treepredict・drawtree(hottree,‘hottree､jpg’）

岐終的な決定木の例を図7-7に示す。

データセット全体をもっともよく分荊する、段上段の中心ノードは性別だ。それ以下の部分は実のと

ころ非常に込み入っていて読みにくい。しかしながら、これを今までi惚倣しえなかった人について推

倫するのに使うことは可能だ。また、アルゴリズムがデータの欠滞をサポートしているため、ある愛敬

1:２２

／／、、
２:New[n91and Z:NewEn91and

／ 、／、
ＯｍａＩｅ9.56.2１:２３１:３４

／ 、／、／、
ＧＩ〔．

図7-7hotnessの決定木モデル
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について大くくりな典iii･を取ることが可能だ。たとえば南部のメンバー全貝と中部大IHi洋甜州の余側の

hotneSsを比牧したいとする。

>>＞South=treepredict2・mdE1as5ify((None,None,‘5outh‘),hottree）

>>＞midat=treePrediCtZ・IndClaS5ify((None,None,‘NidAtlantic，),hottree）
>>＞South[ﾕO】/sum(South・value5()）
0.0558208151832617３５

>>＞midat【ﾕＯｌﾉSum(midat･value5()）
0.048972797320600864

このデータセットでは、スーパーホットな人は南部の力にわずかに多く存在する、ということがわ

かった。年齢群などを暮蝋に入れてみる、あるいはﾘj性が女桃より良いスコアになっているかの吟味

など、いろいろ状してみるとよい。

7.13決定木を使うべき場面

決定木の雌大の利点はおそらく、トレーニング後のモデルが非常に簡蝋に解釈できることだ。例に

あげた問題では、アルゴリズムを実行することにより、新馳ユーザーについての予測が行えるツリーが

得られただけでなく、その判断を行うのに使われる質問のリストも得られている。ここからあなたは、

たとえばSla葛hdotでサイトを兇つけたユーザーが有料会、になることはないが、Google経由で少なく

とも20ページを11Mいた人はプレミアム公貝になりそうである、といったことを銃み取れるわけだ。これ

により、商1H1質のトラフイックをくれるサイトにilJJするよう広岱戦略を変更する、などといったこと

が可能になるだろう。また、ある変数、たとえばユーザーの所在地などが、帰結の決定に亜拠でない

ということも学べるようになっている。データの収集が1M難、あるいは高価なとき、それが敢要でない

ということが判っていれば収集停止が可能と判断できる。

決定木はまた、データの確率的な振り分けをも↓I｢能とする。川巡によっては、常に１１;しい職別がで

きるほどの梢鞭が存在しないこともある－決定水ならそれ以上の分割が不可能な、裡数の側『能性を

含むノードを持つことが可能だ。この竜のコードでは、それぞれの帰結を集計したディクショナリを返

すが、こうした州報は推測結果にどの程度の確信が持てるか判断する助けとなる。不確爽な結果の確

率の兇棚もりは、どんなアルゴリズムにもできるというわけではない。

とはいえ、ここで利川した決定水アルゴリズムにはⅢll2Iな紬1Aも存在する。たとえばIiiJ能な州結が

ごく少数である|川越に対しては非常に有効なのに対し、多数の帰結を含むデータセットにはあまり効果

的でない。賦初の例では帰結がnone､basic，premiumのみだった。だが数百もの帰結が存在してい

る場合では、決定水は非倣に複雑になり、おそらくは愉弱な予測しか得られなくなる。

ここで脱IﾘIした決定木には非常に不利な点がもう一つある。ＩＩｉ純な政仙データが扱えるものの、判

別ポイントとしては、ある数以上〆以下というものしか持つことができないのだ。このことは、蛮数の

複雑な組み合わせでクラス分けが決まるようなデータセットの決定水による分類を困難にしている。た
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とえば_:つの変数の錐で判断されるような洲,}結では、決定木は非併に大きくなり、あっというまに不適

切なものになる。

まとめると、決定木は多数の数仙的な人〃と出力を持つlⅢ題や、数値的人力IIjl士に多くの複雑な関

係が存在する問題、たとえば財務データの解釈や画像分析のようなものに対しては、おそらくよい選

択ではない。決定木が強いのは、Ⅸ切りのある数値的データやカテゴリー的なデータといったものを、

多数待つデータセットに対してだ‘，判断を下すプロセスの珊州がDK要であれば、決定水がベストチョ

イスだ。ここまで見てきたjInI)、剛山付けを兇ることは雌終的な推測を知ることとIilじくらいjR要なも

のになりうるからである。

7.14エクササイズ

1.帰結の確率

classifyとmdclassifyは現在、州結の数を集計して返す。これを、帰結があるカテゴリーに入る

碓噸を返すよう改進せよ。

2‘欠落データの範囲

mdclaSSifyでは値の欠落を,jくすのに「Ｎone｣が使える。散仙データについては、欠滞データも完

全なｲ§uI知ではなく、ある範囲に収まることが判る場合がある。mdClaSSifyを改進し、値が入る

ところに(20,25)のようなダブルが入ることを許し、必婆であれば両方の枝をたどるようにせよ。

3.早期終了

buidtreeでは、ツリーの刈り込みを行う代わりに、エントロピーが十分減少しなくなる点に連し

たところで分割をやめるようにすることができる。これは即想的とは計いがたいﾑﾙ合もあるが、余

分なステップを省くものではある。buildtreeを改造し、岐小ケインのパラメータを取り、条件が

欄たされない時は枝の分荊を停止するようにせよ。

4.欠落データを使った栂築

データの欠滞がある観察を分顛できるという関数は柵築したが、ではトレーニングセットのデータ

が欠けている時はどうしよう。buildtreeを改造し、欠蒲データをチェックして、特定の枝を下り

ていくことができないときは両方の枝を下りていくようにせよ。

5.多経路分割

（雌)本噸で櫛築した決定水はすべて二分水によるものだ。しかしノードを３本以上の枝に分WIlす

ることがiil:されれば、よりシンプルなツリーが生成できるデータセットも存在する。これをどのよ

うに災現したらよいか。また、この決定木はどのようにトレーニングしたらよいか。


