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懲章

価格モデルの構築

これまでさまざまな分剛器について見てきたが、その多くは、ある価格データがどのカテゴリーに属

すか予測するのに適したものである。しかしながら、ベイジアン分類器、決定木、サポートベクターマ

シン（次章で取り上げる）は、政多くの災なる属性に基づいて決定される敬仙データ、すなわち価格の

ようなものを予測するのにベストのアルゴリズムとは前えない。この噸では、１¥られたものに雌づき政

仙郷Iﾘを行うようにトレーニングできるアルゴリズムを紹介する。また伽＊分ｲを災,j§することで、予

測がどうやって'Zてられたかユーザーが解釈できるようにする。

これに加え、こうしたアルゴリズムを使って価格予測モデルを櫛築する方法を紹介する。経済学者

は価格を、特にオークション価格を、典介知を利用した典の価仙決定の優れる方法と巷えている。つ

まり、光Ｉ)手と1ilい下が典に多散存在する１．分大きな市場において、価WfはIlhj汁にとって蚊適な航に

達するということである．価裕予測というのはまた、この樺のアルゴリズムの検定法としても優れてい

る。価格の決定には考慮すべき数多くの異なる要素がまつわっているからだ。たとえばノートマシンに

入札するなら、プロセッサ速度、ＲＡＭサイズ、ＨＤＤ容量、両面の解像血などといったことを考慮に

入れるだろう。

敗値予測を行う上で火ﾘＩなことの-つに、どの変数が血要であるか、またどのような組み合わせで

亜要になるかの決定がある。ノートマシンの例で言えば、たとえば無料のアクセサリやバンドルされる

ソフトウェアの一部など、価格に（まったくではないにしても）ほとんど影郷がないであろう変数群が

存在する。さらに罰えば、画、サイズはＨＤＤ容最に比べて妓終価格に大きな影郷を及ぼしているかも

しれない。５京で論じた蚊適化”:を仙えば、こうした変敬の峨適な１Kみ付けを141動的に決定できる。

8.1サンプルデータセットの構築

数値予測アルゴリズムを検虻する厄介なデータセットは、厄介なｒⅢが1Ｎ難になるf噸がいくつも

入ったものであるべきだ『1ＴＶの価格なぞに坊、すれば、火きいことはよいことだ、などという推益が

すぐできてしまうし、仏統的な統iW･手法を仙うだけで簡単に解けてしまう。そんなわけで、価格が特

性の大小や個数に単純比例しないデータセットについて見ていく方が面''1いだろう．
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この節では、人1:のシンプルなモデルで決まるワイン価格を仙ったデータセットを生成する。価格は

行ワインのレーテイングと油齢(IIiさ)に雄づくものとする。モデルでは、ワインにはそれぞれピーク酒

齢があるというｉｉｉ提を取る。それはよいワインでは遅く、悪いワインではすぐに訪れる。高いレーティ

ングのワインの価格は鹸初からある稲度高く、ピーク酒齢に途するまでl兎がり続ける。悪いワインは品

初から安く、その後も安くなっていくのみだ。

これをモデル化すべくnumpredict・pyという名で新規ファイルを作ってwineprice間数を入れよう。

fｴomrandomimportrandom,randint
intPortmath

defwineprice(ratin8,age)：

Peak-age=rating-50

＃レーティングに基づく価格

pricesrating/２

ｉｆage>Peak-age3
＃ピークを過ぎると５年で駄目になる

Price=Price*(5-(age-peak-age)）
else：

＃ピーク時には元価格の５倍になる

Price=price*(5*((age+')/peak-age)）
ｉｆprice<ｏ：price=o

returnprice

ワイン価格のデータセットを柵築する関数も必要だ。以下の関数ではワインを200本生成し、その

価格をモデルに従い計算する。続いて20パーセント以内でランダムに価格を上下させる。これは税

金や地域による価格差を杉噸するためと、数値予測を多少困難にするためである。それではこの関数

HinesetﾕをnumPrediCt・Pyに入れよう。

defwine5etl()：

mHs=Ｕ

ｆＯｒｉｉｎｒａｎ８ｅ(300)：
＃酒齢とレーティングをランダムに生成

ratingsrandom()*50+５０
ageごrandom()車５０
＃基準価格の取得

price=wineprice(rating,age）
＃ノイズを加える

price*=(random()*o､4+0.8）
＃データセットに追加

row５.aPPend({‘input‘:(rating,age)，
‘result，:priEe}）

】retummws
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Pythonセッションを起動してワイン価格を拭そう。また、データセットを柵染しよう。

＄Python

>>＞impOrtnumPredict
>>＞numprediCt･winePriEe(95.0,3.O）
21.111111111ﾕﾕﾕﾕﾕ４

>>＞numprediEt･wineprice(95.0,8.0）
47.5

>>＞numpxedict・wineprice(99.0,ﾕ｡o）
10.102040816326529

>>＞data=numprediCt･wine5et10
>>＞data[O】

{'input‘：（63.602840187200407,21.574120872184949)，‘re5ult,：34.565257353086487｝
>>＞data【ﾕ】

{‘input‘：（74.994980945756794,48.052051269308649)，‘result'：０．０｝

このデータセットでは、２本11のボトルは古すぎて駄ロになっているが、艇初のボトルは良く熟成さ

れていることがわかる。変数IIIjの柳l:作〃lにより、データセットはアルゴリズムのテストに適したもの

となっている。

8.2Ｋ近傍法

ワイン価格を定める1川迦に対するもっとも耐iii.なアプローチとして、伐々が何かの値段を手動で求

めようとするとき使う方法がある－非常によく似たアイテムをいくつか探し、それらの価格とほぼ同

じと考えるのだ。注Ｈするアイテムに類似したアイテム群を探し、これらの価格の平均を取れば、注

目アイテムがどのくらいの価格になるか推測できるというわけだ。このアプローチをＫ近傍法(kNN：

k-mearcstneighhors)という。

8.2.1近傍群の数

Ｋ近傍法のＫは、平均を取るのに使うアイテムの数のことだ。データが充醗であればk=1でよい。

つまりもっとも近怖のアイテムを取って、その価格を解答すればよい。ところが実世界には、常にある

程庇のズレがある。我々の例でもこれをシミュレートすべ<、わざわざ｢ノイズ｣が入れてある(20パー

セント以内で価格を上下させてある)。素哨らしい１１(い物をする人もあれば、側じものに思い切った金

額を払ってしまう無知な容もあるものなのだ。近傍するアイテムをいくつも取って平均するのはこのた

めである。

近傍群を少なく取りすぎる卵WEを１１I視化するには、説Iﾘl変数を一つに絞って鞍えてみるとよい。た

とえば酒齢だけに#iiNする。似18-1は油齢(x軸)と価格(y軸)のグラフだ。拙いてあるラインは、近怖

アイテムを--.つだけ取ったj吻合の予測価格だ。

この予測価格が、ランダムな変異に非常に大きな影響を受けているということに注目してほしい。こ
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のギザギザな線を使って予ilIllすると、１５年を総たワインと16年を総たワインのlⅢには大きな価格のjl＆

MMがあると見なきざるを僻ないが、実のところこれはたった２本のワインの価格篭によるものだ。

図８．１少なすぎる近傍群によるＫ近俄法

逆に近併僻を多く取りすぎると、今庇は正確さを減ずることになる。これは藩目アイテムとまったく

似ていないアイテムまで入れてしまうためだ。l訓8-2は同じデータセットのグラフである。２０個の近傍

聯を取って線を引くと、このようになる。

図8.2多すぎる近傍群によるＫ近傍法

あまりに多くの価格の平均を取ることにより、２５年物あたりのワインの価格は明らかにひどく過小評

価きれている。さまざま鞍データセットに対する正しい近傍群の数は手動で選べばよいが、般適化で
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求めることもできる。

8.2.2類似度を定義する

Ｋ近傍法アルゴリズムには、ユつのアイテムがどれほど似ているかを測定する方法がまず必要だ。

こうした方法については本桝でいくつか挙げてある。ここではユークリッドMi離を使うが、これを計算

する関数は前の方の噸でも示してあるnumPredict･pyに以下のeuclidianllU散を迫力Ⅱしよう。

defeuclidean(vﾕ,v2)：
。=0.Ｏ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(vl))：
。｡=(vﾕ【i]-vzIi])車*z

returnmath・Sqrt(d）

PythonセッションでこのIMl数を試してみよう。データセット上の点や新しい点を使おう。

>>＞reload(numPredict）

<module‘numpredict1fromonumpredict･pyo＞
>>＞data[oⅡ‘input‘］
(82.720ﾖ982Zﾖ64ﾖ514,49.21295829683897）
>>＞data[ﾕⅡ,inPut'】

(98.942698715228076,25.702723509372749）

>>＞numPrediCt・euE1idean(dataIO】[‘input･],data[ﾕ】【，input，】）
28.56386131112269

この関数では距離を計算する際に、ワインの酒齢とレーテイングをまったく同じに扱っていることに

気付いたものと思う。しかし現爽の1111題ではほとんど常に、いくつかの愛敬がほかの変数より大きなイ

ンパクトを持つものだ。これはＫ近怖法のよく知られた弱点で、本市の後の方でこれを閥楼する方法

を取り上げる。

8.2.3Ｋ近傍法のコード

Ｋ近傍法は実装が比牧的シンプルなアルゴリズムだ。これは計算築約的なアルゴリズムだが、デー

タが追加きれても征lnl学判をやりif〔す必饗がないという蚊みがある。与えられたアイテムからデータ

セットの各アイテムまでの師離が求められるよう、以~ドのgetdiStanCeS間致をnumpredict・pyに追加

する。

def8etdistanにes(data,veE1)：
distanEelist=Ｉ１

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(data))：
ｖｅに2=data[i]['input'l
di5tancelist､append((euclidean(vecﾕ,vec2),i)）



defknnestimate(data,vecl,k=5)：
＃距離をソート済みで得る

。list=getdistances(data,vecl）

avg=0.0

＃先頭k個の結果の平均を取る

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(k)：
idx=dlist[iⅡﾕ］

avg+｡data[idxl['result，］
avg=avg/ｋ

ｒｅｔｕｍａｖｇ
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distancelist､sort(）
returndi5tanceliSt

この関数は与えられたベクトルからデータセットの各ベクトルまでの距離をdistance関数をコール

することで測り、結果を大きなリストにまとめる。このリストをソートして、もっとも近傍にあるアイ

テムを先賊に持ってくる。

Ｋ近傍法の関数はこの距離リストを使い、先頭からＫ側の結果の平均を取る。knnestimateIMI数を

追加しよう。

．
、
‐これで新しいアイテムの予想価格を得ることができる。

>>＞reload(numpredict）

>>＞numpredict・knnestimate(data,(95.o,3.o)）
29.ﾕ76ﾕﾖ85468720ﾕ８

>>＞numpredict･knne5timate(data,(99.o,３．o)）
Z2.356856188108672

>>＞numpredict・knnestiInate(data,(99.o,5.o)）
37.610888778473793

>>＞numpredict･winePriEe(99.0,5.0）＃実際の価格を見てみる
30.306122448979593

>>＞numprediEt､knnestimate(data,(99.o,5.0),k=ﾕ）＃近傍群の個数を減らしてみる
38.078819347238685

各パラメータやkの仙を変えてみて、結果がどのように影郷されるか兄てほしい。

8.3重み付け近傍法

このアルゴリズムが遠すぎる近傍アイテムを利川する珊合があることを級和する手段の一つに、杵

アイテムに帥離に応じた並み付けを行う、というものがある。これは２軍で利川した、推聴を求める人

にどれだけ近い哨好を持つかによって重み付けをする方法に似ている。
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アイテムI‘1士が似ているほどIlhjffの距離が小きくなるため、距離をiKみに変換してやる手段がある

とよい。これを行う方法はいくつもあり、それぞれ利点と欠点を持っている。この節では利用しうる三

つの関数を紹介する。

8.3.1反比例関数

４噸で距離をⅢみに変換するのに使ったのが反比例関数だ。1列8-3は、縦軸に爪み、横軸に距離を

赴き、この関数をプロットしたものだ。

この関数のもっともシンプルな我現は、１割る距離だ。しかしアイテム同士の位償が等しい場合や非

常に近い場合、これではⅢみ付けが非常に大きく（または無限大に）なってしまう。このため距離には

前もって小さな数を加えておく必喫がある。

図8.3反比例による皿み付け間数

ではinver5eweight関数をnumprediCt・pyに追加しよう。

definver5eweight(dist,nums1,ojcon5t=0.1)：
retumnum/(diSt+con5t）

この間数は高速で実装も簡恥だ。また良い結果が得られるようにnumの値を変えてみることができ

る。主な潜在的欠点としては、距雌の近いアイテムの重みが非常に大きく、距離が増すと急速に小さ

くなるということがある。これは鋼ましい場合もあるが、アルゴリズムがノイズに非常に敏感になって

しまう。
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8.3.2減法(引算)関数

鋪２の選択肢は減法関数である。図8-4に示す。

これは定数から距離を引くというシンプルな間数だ。この引算の答えが亜みとなるが、これは０を超

える珊合のみで、答えが０以下であれば重みは０だ。０以下の場合は０だ。以下のsubtraEtweiht間数

をnumPrediCt･Pyに辿加しよう。

defsubtractweight(di5t,const=ﾕ.o)：
ｉｆｄｉｓｔ>conSt：

retumO

else：

returncon5t-di5t

この関数は距離の近いアイテムに重みを与えすぎるという問題には強いが、限界がある。重みの落

ち端く先が0であるために、距離が-|･分近いと見なされるアイテムが存在しなくなり、アルゴリズムが

予測をまったく行えない鳩合があるのだ。

図８．４減法による亜み付け間数

8.3.3ガウス関数

ここで論ずる最後の間数がガウス関数だ．ベル剛ＭＩＩ線ともいう。これまでの関数に比べると多少複

雑だが、見ての通りそれらの限界を克服するものとなっている。ガウスIMI数をIXI8-5に示す。

このIMI数の並みは距離が０のとき１で、距離が期すに従って減る。しかし減法IMI散とは違って完全な

0にはならないため、Ｆ測は常に'11能である。この関散はこれまでの関数よりコードが複雑で、関致評

価も速くない。
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図8-5ガウス曲線による亜み付け関数

ではgau5sianをnumpredict.Pyに追加しよう。

defgauSSian(diSt,Sigma=ﾕ0.0)’
retummath.e**(-dist**2/(Z*Sigma**2)）

それではさまざまなパラメータを各関数に'j,え、どのような迎いが川るか兇てみよう。

”＞reload(numPredict）

<moduleonumpredict，ｆｒｏｍ,numPredict.Py‘＞

>>＞numpredict･subtract龍ight(０.ﾕ）
０．９

>>＞numpredict･inver5eweight(o､1）
５．０

>>＞numpredict･gau5sian(０.ﾕ,ﾕ.o）
0.9950浬479192682ﾖ２

>>＞numprediEt・gau5sian(ﾕ.o,ﾕ．o）
0.60653065971263342

>>＞numpredict･subtractweight(ﾕ）
０．０

>>＞numpredict・inverseweight(ﾕ）
0.90909090909090906

>>＞numpredict､gaussian(ﾖ.０，ﾕ.o）
0.0111089965ﾖ8242ﾖ１

どの関数も0.0のとき肢大仙となり、そこからそれぞれの形で減少していくことがわかる。

十訳注:gml網i1mIlU数のgigma引数のデフォルト値10.0は､後の碓率密度推測に適した値であるｕこのページのグラフ、

セッション例では8igmn=10の場合の仙が仙われている”
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8.3.4重み付けＫ近傍法

１tみ付けＫ近傍法の間数も、勤作のパターンは通常のＫ近怖法関数と同じで、まずソート済みの距

離を取り、近い方からＫ佃の要紫を僻る。通常版との砿要な違いは単純平均を取らないことだ。重み

付けＫ近傍法では加重平均(亜み付け平均)を取るのだ。加亜平均の各アイテムの価には、合計する前

に、それぞれの亜みを掛ける。そして介帥が出たら、これを砿みの合計で割る。

それではweightedknnをnumpredict・pyに追加しよう。

defweightedknn(data,vecl,k=5,weightf=gauSSian)：
＃距離を得る

dlistogetdiStanCeS(data,veE1）

aVg=O･O

totalweight=0.0
＃加皿平均を得る

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(k)：
dist=dli5t[i][o］

idx雪dlist[i][1］

ｗeight=weightf(dist）

avg+雪weight率dataIidxlrreSult'１
totalwei8ht+=wei8ht

avg=avg/totalweight

returnav９

このＩⅢ数はＫ側の近怖アイテムに対するループとなっており、各アイテムへの距離を先ほど定錐し

たjliみ付け関数のどれかに渡す｡avg変数はこの砿みと、それを11ﾄた近傍アイテムの仙を掛けたものだ。

totalwei8ht変数は重みの合i汁である。鎧後にavgをtotalweightで割る。

Pythonセッションでこの関数を試し、パフォーマンスを通常版のＫ近傍法関数と比べよう。

>>＞reload(numpredict）
<module,numpredict･ｆｍｍ、numpredict･pyo＞

>>＞numPrediEt・weightedknn(data,(99.0,5.0)）
32.640981119354301

この例では、weightedknnの,〆した結果はknnestimateよりiI：解に近かった。しかしここでは、たっ

たの２サンプルでしか拭していない。厳密なテストは、データセットの多くのアイテムを使うものであ

り、このようなテストは実際にベストのアルゴリズムやパラメータを決めるのに使える。次節ではこう

したテストを実施する方法を述べよう。
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8.4クロス評価

クロス評価(cmssvalidation，交雄確認法ともいう）とはデータをトレーニングセットとテストセッ

トに分荊する一連のテクニックに与えられた名称だ。まず予測を立てるのに使うトレーニングセットを

正解(この例では価格)と共にアルゴリズムに与える。続いてテストセットの杵アイテムをアルゴリズム

に与えでr測を行わせる。解稗を1K解と比較し、アルゴリズムの良し懇しを見るために総スコアが,il・

算される。

通常はこの手順を何度か実行する。データ分削は師回変える。また、テストセットを全体の５

パーセントかそこらの小さな割合とし、残りはトレーニングセットとするのが通例だ。それではまず

dividedataという関数をnumpredict・pyに入れよう。これはデータセットを指定の制令で分割するも

のだ。

defdividedata(data,te5t=0.05)：
trainset=[］

test5et雲[］
forrowindata8

ifrandom()<test：

testset・apPend(row）
ｅｌｓｅ：

tminSet・aPPend(row）
returntrainsetptestset

次のステップはアルゴリズムのテストだ。これはトレーニングセットを与えてからテストセットの各

アイテムに対してコールすることで行う。この関数では続いて正解との差を求め、これを合計すること

で、どの程度外していたかを一般的に示す総スコアを生成する。これは普通、差の平方を合計するこ

とで行う。

それではこの新しいIMI数te5talgorithmをnumpredict・pyに辿加しよう。

defte5talgorithm(al8f,trainSet,testset)：
errOr=０.Ｏ

ｆｏｒｒｏｗｉｎｔｅｓｔＳｅｔ：

gUe5S画algf(trainset,row['inPUt,]）
error+=(row【‘re5ult，]-guess)**Z

returnermr/len(testset）

te5talgorithm関数は、データセットとクエリを取るようなアルゴリズム関数algfを取る。そしてテ

ストセットにループをかけてその各行(row)をalgfに適用することで推測航を1りる。そして実際の紬

果からこの推測仙を引く。

出て来る数値を二乗するのは一般的な留慣で、大きな差違があれば強調するためである。つまり、
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ほとんどの糊合に極めて近いがたまに大きく外すアルゴリズムは、'1ｹにある秘庇近いアルゴリズムより

魁い、ということになる｡これは多くの吻合で鍋ましいふるまいだが、いつも慨めてl確であれば、た

まに大きなミスがあっても‘作容できるという状況もある。そのような場合には差の絶対値を単純に加算

するよう関数を変更しよう。

雌後のステップとして、データを何度か述った分削にして、それぞれについてtestalgorithmを実

行し、紬果を合叶して雌終スコアを神るlⅢ散を作ろう。次のcmssvalidateをnumpredict･Pyに辿加
するじ

defErossvalidate(al8f,data,trial5=100,te5tso・o5)：
errOr=０.Ｏ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(trial5)：

train5et,test5et雲dividedata(data,te5t）

ｅｒｍｒ+=testalgorithm(algf,trainset,test5et）
retUrne立or/trial5

ここまでに沸いたコードには多くのバリエーションが砦えられるので、比核が可能だ。たとえば

knnestimateのｋを変えてテストしてみよう。

>>＞reload(numPredict）

<module0numpredict，fromonumpredict･py'＞
>>＞numpredict･CroSSvalidate(numprediCt・knneStimate,data）
254.06864ﾕ76819553

>>＞ｄｅｆｋｎｎ３(d,v)：returnnumpredict･knnestimate(d,v,k=3）
●●●

>>＞numprediにt･にｴo5Svalidate(knn3,data）
166.97ﾖﾖ97837ﾖﾖ００５

>>＞ｄｅｆｋｎｎﾕ<d,v)：returnnumPrediEt､knne5tiInate(d,v,k=ﾕ）
■●●

>>＞numpredict･Eros5validate(knnﾕ,data）
209.54500ﾕ8ﾖ486215

予想通り、近傍群が少なすぎたり多すぎたI)すると結果が悪い。この例では３という値は１や５よ'）

優れている。菰み付けＫ近傍法のさまざまなjKみ付け関散を試して、どれがもっとも優れた結果をも

たらすか洲くることもできる。

>>＞numprediにt･crossvalidate(numpredict・weightedknn,data）
200.34187674254ﾕ７６

>>＞defknninver5e(d,v)：

…returnnumprediEt・weightedknn(d,v,い

Heightf=numPrediCt､inver5eweight）

>>＞numPrediEt・cro55validate(knninverse,data）
148.859477026606ﾕ６
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このデータセットについては、適切なパラメータをセットしたjRみ付けＫ近傍法で優れた結果が得ら

れるようだ。正しいパラメータ選びには時Ⅲlがかかるかもしれないが、これは特定のトレーニングセッ

トについて一度決めてやればよく、もしトレーニングセットが大きくなるようであれば時々アップデー

トすればよい。また、この章の後の方にある「8.6縮尺の般適化｣という節では、一・部のパラメータを

I:l動的に定めるﾉﾉ波を紹介する。

8.5異質な変数

この章で鹸初に柵築したデータセットは、作為的にシンプルだった－価格予測に使われる変数が

どれもおおまかに比絞IIJ能な上に、どの変散も結果にjlt要な愈味を持っていることなどは特にそうだっ

た。

すべての変数がlIjIじ範朋に収まるのであれば、すべてを同時に利用して距離を算川するのが効率的

だ。しかしながら、価格に影響する新しい変数、たとえばミリリットル表示になったボトルサイズ(最）

を導入することを碁えてみよう。ここまで使ってきた変致が0から100の範開に収まるのに対し、これ

は1500にもなりうる｡これを導入したとき近傍法や距離によるⅢみ付けの針伸が被る影郷について、

図8-6を見てほしい。

この変数が距離計算に対して及ぼす影獅は、これまでの変激よりずっと大きいことは明らかだ－

これは他のあらゆる距離計算を圧倒してしまうほどであり、つまI)本質的には他の変数が考慮きれなく

なるとさえ汀えるのである。

他の問題として、まったく見当連いの斐政を導入してしまう、ということがある。たとえばデータセッ

トに、ワインを見つけた倉庫内の通略冊り･(aisle)が含まれていたjﾙ合、これも変数として距離計算

に使われてしまう。他のあらゆる面から兇て１１１－なのに通路瀞¥･だけが大きく違う２本のワインを非常

に離れたものとすることにより、これは１Kしい子測を行おうとするアルゴリズムの能力をひどく損なう。

8.5.1データセットの追加

こうした効果のシミュレートとして、データセットにいくつか折しい変数を追加しよう。winsetﾕの

コードをコピーしてwinset2という新関散を作り、ポールドで示す行を追加しようｃ

defwineset2()：

rows=[］

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(300)：

rating=random()*50+５０

age=random()*５０
aisle=float(randint(ﾕ,20)）

bottle5ize豆【ﾖ75.0,750.0,ﾕ500.0,3000.0】【randint(0,3)l

priEeswinepri[e(rating,age）
priEe*=(bottlesizeﾉ750）

priCe*=(random()*0.4+0.8）
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]⑪Ｅ００BIX

図8-6異質な変数が距館計算に及ぼす問題

rows・append({‘input':(rating,age,aisle,bottlesize)，
‘result，:price)）

retumr“５

:Ｍ】n４０ＤⅡ６０［

これで通路番号とボトルサイズを含むデータセットが生成できるようになった。

>>＞reload(numPredict）
<module・numpredict・ｆｒｏｍ･numpredict･pyo＞
>>＞data=numpredi亡t･winesetZO

Ｋ近怖法予測器に対する影卿は、１Wのセクションで求めた殿良のパラメータを断しいデータセットに

適用してみれば判る。

>>＞numprediCt,仁rossvalidate(knn3,data）
1427.3377833596137

>>＞numPredict･Cro55validate(numprediCt,weightedknn,data）
ﾕﾕ95.04212ﾖ122746ヨ
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ご塊の辿りだ。データセットに怖報が辿ljIIされることでノイズが減少するにもかかわらず（これは珊

倫的には優れた予測へと導くはずのＤＩＩ柄だ)、実際にEro5svalidateが返す仙はかなり鵬くなっている。

これは現状のアルゴリズムが変数ごとに扱いを変える方法を知らないためである。

8.5.2次元のリスケール(縮尺変更）

ここで典々に必要なのは､叩仙に鵬づき距離を求める〃法ではなく、それぞれの値を１１;脱化(標単化）

し、’'１じ空冊で比較することに怠味があるようにする方法だ。また、不必要な変数を排除したり、３１算

に及ぼす影響を最小化するような方法もあればうれしい。これらを実現する一つの方法として、計算

を行う前に縮尺を変えてやるというものがある。

図8-7各軸の縮尺を変えることで距敵の問題を解決する

ボトルサイズの次元（軸）を1ﾉ１０にスケールダウンしてやることで、裡数のアイテムで雌近怖アイテ

ムが変わっているのがわかる。ある変数が他の変数よ')元々 非常に大きな仙を持っている、という問題

はこれで解決するが、それでは無川な変数についてはどうだろうか。ある変数について０を掛けるとど

うなるか見てみよう。図8-8を見てほしい。

こうすると、辿賂併号の軸では金アイテムがIijlじ仙を取ることになるので、アイテム川のMi雛はiiHi齢

にのみ依存するようになるのが判るだろう。つまり、通路稀¥･は雌近傍アイテムを求めるiii,帥において

完全に無意味なもの、まったく巻晒されないものとなるのだ。亜喫でない変数をすべて０にまで潰して

しまえば、アルゴリズムはずっとjE確なものになる。

re5caleIM1数はアイテムのリストとscaleという引致を取る。このSEale引数は実数のリストであ

り、IMl数はすべての航にこのscaleの航を掛けた新しいデータセットを返す。それではreSCaleIm数を

numpredict・pyに追加しよう。



１９６１８章価格モデルの栂築

defrescale(data,5cale)：

scaleddata雲Ｕ
ｆｏｒｍｗｉｎｄａｔａ：

scaled=【scale{i]*row【‘input'１[ｉｌｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(5cale))］

scaleddata・append({,input.:SCaled,'result':row[,result,]}）
retum5caleddata

図８．８，婆でない軸の細尺をＯとする

これを試すには、データセットに先ほど遊んだ併椛によるパラメータを適川し、予測がうまくいくか

脳べてみるとよい。

>>＞reload(numprediCt）
<moduleonumpredictofrom’numpredict･Py1＞
>>＞ｓdata=numpredict・resEale(data,【ﾕo,１０，０，０．５】）
>>＞numpredict・cros5validate(knn3,Sdata）
660.9964024835578

>>＞numprediEt､cros5validate(numPredict･weightedknn,sdata）
852.32254222973802

この少数の例については良好な結果が得られた。以IiiIより良いほどだ。縮尺パラメータを変えてみ

て結果がきらに改簿するか綱べてみよう。

8.6縮尺の最適化

今岡の珊介、あなたはどの変数が敢要か比から知っているので、優れた縮尺パラメータを逆択する

のは難しいことではない。しかしながら多くの場合では、作業するデータセットは自分で桝築したわけ
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ではないし、と'の変致が亜甥でなく、どの変政が大きな影智を与えるのか耶前に判るとは限らない。

蝿満的には、さまざまな散仙をさまざまな組み合わせで試して、１．分にうまくいくものを兇つけ川す

ことは可能であるが、考噸すべき変数が数百もあるとすればうんざりだ。幸いにも、既に５章を済ませ

た人は、考咽すべき入力変数が多数存在する蝋合の優れた解決方法を知っているはずだ-一品適化で

ある。

岐適化では、変数の佃散と範IjIIを承す徹域(《lomain)、それにコストIMl数を定めればよいことを思

い出していることと思う。Cro55validate凹数は想い解には大きな値を返すので、本質的に既にコ

スト関数の一樋と言える。やらねばならないことはただ一つ、パラメータとして仙のリストを取り、

データの縮尺を変え、クロスi祁価で誤差を計仲するように、この側数をラップすることだ。それでは

EreatecostfunCtionをnumpredict・pyに追加しよう。

defCreateCo5tfunction(algf,data)：
defCoStf(5cale)：

sdata=re5cale(data,5cale）

returncmSSvalidate(algf,sdata,trial5=10）
retumco5tf

ｄｏmainは各次元の蚊み付けの範囲である。この場合、蛾低仙は０となる。なぜなら負の数はデー

タの鏡像を作り川すだけであり、距離計算にとって何の違いももたらさない物だからだ。蝿諭的には

並みはどれほど大きな航にしてもよいが、史際的にはとりあえず２０までとしておこう。以ドの行を

numPrediCt･Pyに追加する．

weightdomain=[(0,20)]*４

これで砿みを内勤的に姫適化するのに必甥なものはすべて揃った。５歳で′k成したファイル

optimization・pyがカレントディレクトリにｲＭｉしていることを碓似したら、Ｉ〕ythonセッションでア
ニーリングによる妓適化を試してみよう。

>>＞importoPtimizaticn

>>＞reload<numprediCt）

<module,numprediCt,fromonumpredict･pyc，＞
>>＞Costf言numpredict・CreateED5tfunction(numpredict・knnestimate,data）
>>＞optimization･annealingoptimize(numpredict・weightdomain,Eostf,step=Z）
[ﾕﾕ,ﾕ8,0,61

バーフェクトＩこのアルゴリズムは通路稀り･が無川な変散であると定めて縮尺を０としただけでな

く、ボトルサイズがその'1ｔ嬰性に不釣り合いなほど火きな変数であることを見抜き、他の二つの変数の

縮尺を上げている。
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低速だがしばしば正確性の高いgenetiCoptimize間数を使って、同じような納果になるかiiMくるこ

ともできる。

>>＞optimizatiCn･geneticoptimize(numprediEt,weightdcmain,co5tf,popsize=5,帆
lrate=1,maxv雲4,iterS=20）

【20,18,0,12］

このように変数の縮尺を岐適化できることの利点の一つに、どの変数がどの稚庇重要であるかを瞬

時に見てとれるということがある．データには収典が高価だったり難しかったりするものがあるが、そ

れが非常に亜拠なものではないと判れば、以後コストを費やすことを避けられるのだ。また－特に

価格を決めるのに－どの変数がjlt喫なのかを知るだけで、マーケティングでどこに注力したら良い

か判断する助けになるし、岐商の値段で売れるように製品をデザインするにはどうしたらいいかが明ら

かになるかもしれない。

8.7不均一な分布

ここまでの前提には、データの平均または加砿平均が雌終価格の非州に良好な推測値になっている、

ということがある。多くの場合でこれは正しいが、結果に大きな影響を与えうるがi汁測されていない変

数が存在するような状況もある。ワインの例で筒えば、滴厭で蝦入する客と、ディスカウントストアで

唯入して40パーセントの棚引が受けられる秤という２棚矧の典なる剛買将が存ｲl;する場合を考えてみ

てほしい。困ったことに、これはデータセットでは追跡できない悩慨だ。

createhiddendatasetlMl数は、こうした性質をシミュレートしたデータセットを生成する関数だ。こ

れは複雑な変散の一部を落とし、元々 ある変数のみに注目する。以下の関数をnumericalpredict・ｐｙ

に追加する。

defwine5et3()：

rowS=winesetlO
forrowinrowS：

ｉｆrandom()<0.5：
＃ワインがディスカウント店で剛入された埋合

ｍｂｗＩ'result.]*二o､６
retumrows

Ｋ近傍法や爪み付けＫ近傍法による価格推測を考えてみよう。データセットには蛸買者が澗吊で買っ

たかディスカウントストアでＨったかについての怖報はまったく含まれていないので、アルゴリズムが

これを考哩に入れることはなく、つまり附入珊所がどこであろうと近傍は近怖として扱う。このため推

測結果は両グループのアイテムの平均、この珊合は20パーセントの削引となるだろう。Pythonセッ

ションでこれを確かめることができる。
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<module・numprediCt･from0numpredict･py，＞

>>＞data室numpredict･wine5et3(）

>>＞numprediCt･wineprice(99.o,zo.o）
ﾕ06.07142857142857

>>＞ｎｕ面predict・wei8htedknn(data,[99.o,zo.o]）
83.4754416ﾖZZO9339

>>＞numpredict･Eros5validate(numpredict・weightedknn,data）
599.51654ﾕ07008562

8.7不均一な分布１１９９

推測値としてただ一つの値が欲しいという珊合なら、これも確かに悪い方法ではないのだが、誰か

があるアイテムを恥入する場合に爽際に支払う額を正碓に以映するものにはならない。平均を取る以

上のことをやるには、まずデータをこうした肌点からよく見る方法が必喫なのだ。

8.7.1確率密度の推測

この場合、近傍群の加重平均を取って単一の価格推測価を得ることよりも、あるアイテムが特定の

価格帯に藩ちる確率がわかる方が面白いかもしれない。この例では、レーテイング99で20年というイ

ンプットが与えられたとき、その価格が４０ドルから８０ドルの間に入る確率が50パーセント、８０ドル

から100ドルの間に入る確率が50パーセントである、ということを教えてくれるような関数が欲しい。

このようにするには、確率を示す0から１の川の値を返すIMI数が必要だ。この関数はまず指定された

範囲に存在する近傍群の重みをiil･算し、次にすべての近怖群の爪みを叶算する。確率は、指定範囲に

ある近怖聯の並みの合叶を、すべての近傍群のiItみの合iii･で削ったものとなる。このIii･算を行う関数

Probguessをnumpredict・pyに新たに追加しよう。

defprobgue5s(data,vecl,low,high,k=5,weightf=gaussian)：
dliSt･getdiStances(data,veCl）
nweight=O･O

tweight=0.0

foriinrange(k)：
dist=dlist[i][O］

idx雲dli5tIiⅡ１１

weightsweightf(dist）
ｖ唇data[idx1【､result，］

＃点が範囲の中にあるか

ｉｆｖ>=ｌｍｗａｎｄｖ<=high8
nwei8ht+=wei8ht

tweight+=weight

iftweight==O：ｒｅｔｕｍＯ

＃硫率は範囲の中にある皿みをすべての亜みで割ったもの

returnnweight/tweight
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Ｋ近傍法同様、このIMI数でもまずveclからの距離でデータをソートし、雌も近傍にあるグループ

の亜みを決める。この近傍群の航みをすべて介帥したものがtHeightである。また近傍群の個々 のア

イテム価格が指定範朋(lowとhighの間）に入っていた場合は、この砿みをnweightに加算していく。

vecﾕの価格が1owとhighの間にある確率は、nweightをtweightで削った商である．

それではこの間散をあなたのデータセットに拭してみよう。

>>＞reload(numprediCt）

<moduleonumpredictofrominumpredict･pyo＞

>>＞numpredict･probgueSS(data,【99,201,40,80）
0.62305988451497296

>>＞numprediEt・probguess(data,【99,zo],80,ﾕzo）
0.37694011548502687

>>＞nuInpredict､probguess(data,【99,20ルユzo,ﾕCoo〉
０．０

>>＞numpredict・probgue5s(data,【99,zo],30,ﾕzo）
１．０

関数は優れた納果を返している(,実際の価梢範囲から大きく外れた範l川の確率は０になっているし、

可能な範囲を完全にカバーした場合は１に近い。これを小さく分割してやれば、アイテムが実際に密果

している範囲を定めることができる。とはいえこれを行うには、データが取る梢造のクリアな像が得ら

れるまで、向分で範囲を推測して入力する作業を繰り返す必妥がある。次のセクションでは、確率分

布の全体像を脚るためのﾉj法について見ていく。

8.7.2確率のグラフ化

考慮に入れるべき範囲を推測しなくてもよいように、確半密度をグラフとして永してみよう。Python

には数学的なグラフを描くフリーの射哨らしいライブラリmatplotlibがある。これはhttp:"mIhtplotlib・

sourccibrgc・netからダウンロードできる。

インストールの硯Iﾘlはl秘のウェプサイトにあるし、袖足的な説lﾘlを付録Ａに入れてある。このライ

ブラリは非常にパワフルで、極めて多くの機能を持つ。この単で使う機能はごく一部だ｡インストール

したらPythonセッションでシンプルなグラフをﾉﾋ成してみよう。

>>＞fromPylabiInport＊

>>＞ａ=array(【ﾕ,2,3,4]）
>>＞ｂ=array([4,z,3,1]）
>>＞ｐlot(a,b）
>>＞Show(）

>>＞ｔﾕ=arange(o･o,ﾕo,o,o､１）
>>＞ｐlot(tﾕ,sin(tl)）
[<matPlotlib・line5.Line2DinStanにeatOxOOED9ﾖ00>］
>>＞shotj(）


