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9.3塁礎的芯線形分類
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クラスを決めるためにこの数式を使う。dpE1assifyという柿iIの関数をadvanEedclassify･pyに付

け加えよう。

ElaSS寓sign(X､No-X.N】+(No.N･-M１．M,)ﾉｭ）

これらを腿lH1すると次のようになる。

C1as5害5ign((X-(N･+N,)/2).(No-N,)）

図9.6距敵を決定するためにドット積を利用する

図９－５ベクトルの例
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defdPClaS5ify(Point,avg5)：

ｂ=(dotProduct(av8s[ﾕ],avgsIﾕ])-dotproduct(av85[O],av85[０１))/Z
ysdotproduct(point,avgs[o])-dotproduct(point,avgs[ユルｂ
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ｉｆｙ>o：returno
elSe8return1

Pythonのセッションでこのデータに対する何らかの結果を得るためにこの分顛器を試してみよう。

>>＞reload(advancedE1aS5ify）
<module，advanCedClaSSify,ｆｍｍ,advanEedcla5Sify･Py，＞

>>＞advanEedclassify・dpElassify(【30,30】,av85）
１

>>＞advanEedcla5sify･dpclassify([30,Z5】,avgs）
１

>>＞advancedcla55ify･dpcla5sify(【25,40】,avgs）
０

>>＞advancedcla55ify･dPcla55ify([48,20],avg5）
ユ

これは線形分剛器であり、分割線を探し川すだけのものだということを忘れてはならない。もしデー

タを分制する血線が存在しないか、この年齢の比牧のように裡致のセクションが存在する場合、この

分類器は不正確な1111答を返してしまう。この例では、４８と20の年齢の比較は不適合であるべきなのだ

が、直線が一本しか存在せず、またこの点がその右側に位置するため、この関数はこれを適合と判定

してしまう。本厳の後､1ｔの「9.6カーネルメソッドを理解する｣のセクションでこの分類器が非線形の

分類を行えるよう改良する〃法について検肘する。

9.4力テゴリーデータな特徴たち

このmmchmnkerのデータセットは数仙データとカテゴリーデータを含んでいる。決定木のような

いくつかの分賦器では、詩に前処理することなくldbj方のタイプを扱うことができるが、本末でこれから

扱う分緬器たちは数恢でしか動作しない。このことに対応するため、データを散‘jr2に変換し、分類器

で利川できるようにする必要がある。

9.4.1Yes/ＮＣクエスチョン

数字に変換するのがもっとも簡単なのがyes/noクエスチョンだ。yesは１に、ｎｏは－１にするだけで

よい。存在しなかったり、暖味なデータ（例：分かりません)は０にするとよい．この変換を行うための

yesno関敦をadvanCedclaSSify.pyに付け加えよう。

defyesno(v)：
ｉｆｖ=＝，yes，：ｒｅｔｕｍｌ
ｅｌｉｆｖ＝'no，：return‐１

ｅｌ５ｅ：ｒｅｔｕｍｏ
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9.4.2「興味があるもの｣リスト

データセット中の人々 が興味を持っているものを記録する方法はいくつか存在する。もっともシンプ

ルなのはすべてのありそうな「興味があるもの」を別々 の数値変数として扱うやり方だ。もしある人が

興味を持っていればその変政に０を割り当て、興味がなければ１を削り当てる。もし個々 人について取

り扱うのであれば、これがベストなアプローチである二しかし、今側のケースでは、人々 の組について

扱うため、共通する｢興味があるもの｣の数を変数として使うやり方の〃がもっとii〔懇的である。

次のmatchCountという名前の関数をadvancedcla5sify・pyに付けljllえよう。これはリスト１１１の一致

するアイテムたちの数をfloatとして返してくれる。

defmatChCount(intereStl,intereSt2)：

１１=interest1.5plit('8,）

１２=intere5tz・sP1it(‘:'）
Ｘ=Ｏ

ｆｏｒｖｉｎｌ１：

ｉｆｖｉｎｌ２：ｘ+=１

ｒｅｔｕｍＸ

共通する「興味があるもの｣の数というのは面白い変数ではあるが、これを利用すると実は役に立つ

かもしれない怖報のいくつかを完全に取り去ってしまう。例えばスキーとスノーボードや、滴を飲むこ

ととダンスのように、特定の興味の細み合わせは一緒にしてもうまくいくはずだが、元々のデータでト

レーニングされていない分矧器では、これらの細み合わせについて学制することは絶対にできない。

「興味があるもの｣すべてについての新しい変数を作ると変数の数が｣|;常に多くなり、分類器が非常

に槻雑になってしまう。これに対する代替案として、「興味のあるもの」を階牌測に川窓する方法があ

る。たとえば、男女それぞれがスキーとスノーポードについて興味を持っている紺について考えてみ

る。Il1bj〃ともスノースポーツの一例であり、スポーツのサプカテゴリである。このようにスノースポー

ツに向折とも興味があるが、まったく同じものに対して興味を持っているわけではないような組には

matChCountでフルにポイントを付け加える代わりに0.8を付け加える。マッチを探すために階刷の上に

行けば行かなければならないほど、ポイントは低くなるようにする。このmatchmakerのデータセット

ではこのような階１W柵造は持っていないが、このようなやり方を検村してみてもよいだろう。

9.4.3Yahoo1Mapsを使って距離を決定する

このデータセットの中でもっとも扱いが難しいのは、住んでいる助所に対するhIi報である（近くに

住んでいる人l‘１士がマッチしそうだという考え方自体に議論の余地はあるだろう)。ノJ､えられたデータ

ファイルlIjの位佃悩報は｛I(所と郵便併号がごちや汎ぜになったものである。もっとも''1.純なやり方は

｢IIjlじ郵便勝り･に住んでいる」という変数を利ﾙＩすることだが、これは非術に鵬皿が効かない(隣側士の

ブロックに住んでいるのに、郵便番号が異なるということは非常によくある)。瑚想的なのは距離を基

にした変致を作ることである。
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もちろん、さらなる怖報なしに、三つの住所の'111の距離を発見するというのは無理である。幸巡にも

Yahoo1MaPsがGcoccdingという柘前のAPIサービスを提供してくれている。これはアメリカの化所

を受け取り、その紳庇と経度を返してくれる。これを二つの化所に適用することで、その他所間の大
体の距離をi１１．節することができる。

もし何らかの理由でYahoo1APIが利用できないのであれば、advanEedclaSSify・pyにダミーの
milesdistanceIIU数を付け加えておこう。

defmilesdistance(aﾕ,a2)：
returno

Yahoo1アプリケーションキーを取得する

Yahoo1APlを利用するためには妓初に、クエリ'|'であなたのアプリケーションを特定するため

に利用されるアプリケーションキーを取得する必要がある。これはhttp:"api,sea1℃h・yahoo､com／

webservice副registeILapplicationでいくつかの質'111に杵えることで取得することができる。もしまだ

Yahoo1アカウントを持っていなければ作る必嬰がある。メールのやり取りは特に必喫なく、キーはす

ぐに手に入る。

GeocodingAPIを使ってみる
GeocodingAP1にはＵＲＬ形式でリクエストする必饗がある。これはhttp:伽pi,localynhoo,comノ

MapsService/V1/gcocode?appid=appid＆Iocmtion=locationから行うことができる。

住所はフリーテキストの住所、郵便番号、もしくはiiiや州だけでもかまわない。結果はＸＭＬフγイ

ルとして返される。次のような感じだ。

<Re5ult5et＞

<Resultprecision="add】ress"＞
<Latitude>37.417312</Latitude＞

<Longitude>-ﾕ22.026419</Longitude＞
<Address>755FIRSTAVE</Address＞

<City>SUNNWALE</City＞
<5tate>[A</State＞

<Zip>94089-1019</Zip＞

<country>U5</Country＞
</Result＞

</Re5ult5et＞

あなたが興味があるフィールドは緯度と雑庇である。これをパースするには前の東で紹介した

minidomAPIを使う。advanCedclassify・pyにgetlocationを付け加えよう。



yahookey雪伽YOURAPIKEY',
ｆｍｍｘｍｌ･dom･minidomimportparseString

fmmurllibimporturlopen,quote-Plus

9.4力テゴリーデータな特徴たち

１０〔caEhe={｝

def8etlocation(address)：
ifaddressinlocCaChe：returnloCCache[addre5S］

data=urlopen('http8〃api・local・yahoo･comﾉNap5Service/V1/'八
,geocode?aPPid雲%5&location=%５０％
（yahookey,quote-plus(addre55))).readO

doc=parseString(data）

ｌat=doc・getElement5ByTa8Name(，Latitude')【O)・firstChild・nodeValue
long=doC・getElement5ByTagName(‘Longitude,){０１‘firStChild・nodeValue
loccaChe【addreS51富(float(lat),float(long)）
returnlocCache[address］

225

この関数はあなたのアプリケーションキーと位悩愉報を付け加えたＵＲＬを作成し、緯度と維庇を抽

出して返す。距離を計測するのに必喪な梢fMはこれだけであるが、YIlhoo1GeocodingAPIは、与えら

れた化所の邸便勝り.を探したり、邸便冊号がどこを亜味しているのかを探すなど、他のⅢ的に利川す

ることもできる。

距離を計算する

緯度と経度を焔に-きつの地点の距離（マイル）をiK砿にiけ):することは災は非常に難しい。しかし、

この嶋合の距離は非常に小さいし、比較のためだけにW〔川しようとしているため、概節を仙えばよい。

この概算は、先の章で見たユークリッド距離に似ている。通うのは雌初に紳庇のIlIlの距離には69.1を

掛け合わせ、経度の間の距離には53を掛け合わせるという点だけである。

次のmilesdiStanceIm数をadvancedclaSSify・pyに付け加えよう。

defmilesdi5tanEe(al,aZ)：

lat1,longﾕーgetlocation(aﾕ）
ｌat2,1ongZ雪getlocation(a2）
latdif=69.1*(1atZ-lat1）

longdif=53.0*(longZ-longl）
return（latdif車*Z+lon8dif*卓2)*車.５

この関数は先ほど定義したgetloCationを両方の住所に対して呼び川し、その住所I川のNi離を算川

する。Pythonのセッションで試してみることができる。

”＞reload(advanCeClaS5ify）
<moduleoadvancedcla5Sify0from，advancedElassify･py'＞
>>＞advancedcla5sify・getloEation('１alewifeEenter，Cambridge，ｍａ'）
(42.ﾖ98662999999999,‐71.140512999999999）
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>>＞advanEedClaS5ify･milesdi5tance(‘Cambridge，ｍａ',,newyork,､y，）
191.77952424273104

この概算によって求められる距離はだいたい10％ほど短くなるが、このアプリケーションではこれで
十分である。

9.4.4新たなデータセットの作成

ここまでで分類器をトレーニングするためのデータセットを作り上げるために必要なパーツがそ

ろった。次に必要なのは、これらを組み合わせるための関数だ。この関数はデータファイルから

1oadmatch関数を利用してデータセットを読み込み、列に適切な変換をかける。advancedclassify・ｐｙ
にloadnuInericalを付け加えよう。

defloadnumericalO：

oldrows=loadmatにh(‘matchmaker・ＣＳＶ'）
newrow5=［］
ｆｏｒｒｏｗｉｎｏｌｄｍｗＳ：

ｄ=rolAj・data

data=[float(d[o]),yesno(d[1]),yesno(d[2])，
float(｡[5]),yeSno(d[６１),yesno(dI7])，
matchcount(｡[ﾖ],d[8])，
milesdistanEe(d[4],d[9])，

row・match］

neWrowS､append(matchrow(data)）
returnnewroNS

この関数はオリジナルのデータセットのすべての行に対し、新たなデータ行を生成する。これまでに

定義した、距離のiil･棟をする関数や、「興味があるもの」の菰なり数を数える関数のような、データを

数仙に変換するすべての間数を呼び川す。

新しいデータセットを作るためにPythonのセッションからこの関数を呼び出してみよう。

>>＞reload(advanEedE1aSSify）
>>＞numericalSet=advanEedclas5ify・loadnuIneriCal(）
>>＞numericalset[O]・data

[ﾖ９．０，１，‐1,43.0,‐１，ユ，0,6.729579883484428］

あなたが興味を持っている列に限定してサプセットを作ることも簡単である。これはデータを可視化

したり、分顛器がさまざまな変数たちに対してどのように動作するかについて理解するために役Ⅸつ

だろう。
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9.5データのスケーリング

人々 の年齢だけを基に比鮫をしようとするなら、データを特にいじることなく、平均や距離を利用し

てもいいだろう。同じものを意味している変数を比較するというのは意味のあることだからだ。しかし、

恥純に年齢と比較できないような新しい変敗もでてきた。たとえば了・どもの数に対する意見が１と－１

でその雄が2であることは、６蝋の年の艦よりも現拠的には砿嬰な愈味を持つ《，しかし、データをその

まま使うとすると、６歳の年の錐の力が3陪の意味を持ってしまう。

この問題を解決するためには、すべてのデータを共通の尺度に変換してすべての変数の間で乗を比

較できるようにするとよい。これはすべての変数に対して蝦低仙と鹸火価を決めて、データをその間に

縮尺することで実現できる。まずは峨低値は０，雌大仙はｌにして、すべての仙が０と１の川に来るよ

うにする。

advancedclassifier.pyに次のscaledataを加えよう。

defscaledata(rows)：

low=[999999999.0]*len(rows[O]・data）
high雲【-999999999.o】*len(rowsIo]・data）
＃最高と最低の値を探す

ｆｏｒｗｏｒｉｎｒｏｗ５：

ｄ=ｍｗ・data

foriinrange(len(｡))：
ｉｆｄ[i]<low{i]：low[i]=｡[i］

ｉｆｄＩｉ]>highIi]：high【i]=｡[i］

＃データを縮尺する関数

defscaleinput(｡)：
return［(d・dataIi]－１０Ｗ[i])/(high[i]-10Ｗ[i]）

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(low))］

＃すべてのデータを鋪尺する

newrowseImatchmw(sEaleinput(row・data)+I】row､match]）
ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗＳ］

＃新しいデータと関数を返す

retuxnnewrow5,Scaleinput

この関数は内部関数としてscaleinPutを定義する。これはまず、舷低仙を探し川し、すべての値か

ら娘低値を引いて値が０から始まるようにする。それから鹸低値と最大値の差で値を割ることで、すべ

ての値を０から１の間に変換する。この間数はscaleinputをデータセットのすべての行に適用し、新

たなデータセットを返すとともにこの関数も返す．返された関散を使ってあなたのクエリもスケールす

ることができる。

これでもっと大きな変数のセットに対しても線形分類器を試すことができるｃ
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>>＞reload(advan亡edE1a55ify）

<module‘advanCedclassify’ｆｍｍ,advancedE1aSsify･py'＞
>>＞sEaledset,Scalef=advancedEla55ify・sEaledata(numericalset）
>>＞avg5=advanEed亡lassify･lineartrain(Scaledset）
>>＞numeriEalset[Ｃｌ,data

【39.0,ユ，‐ﾕ，４３．０，‐１，１，０，０.90110601059793416］
>>＞numericalset【０１.match
Ｏ

>>＞advanEedCla5sify･dPElaSSify(sEalef(nume】ricalsetIO】･data),avgs）
１

>>＞numeriCalSet【ﾕﾕ]､match
ｌ

>>＞advanEedElasSify・dPCla5Sify(SEalef(nUme】rical5et[ﾕﾕ１.data),avg5）
１

例題の数字を新たな空ＩＨＩに当てはめるには、まずは縮尺する必要があることに父を付けよう。分顛

器はいくつかの例について動作はするが、蝋純に分荊線を探そうとすることの限界は、ここまででさら

に明らかになっている。結果を改良するためには、線形分馴を超える必喫がある｡

9.6カーネルメソッドを理解する

図9-7のようなデータセットに対して線形分類器を使おうとするとどうなるか琴えてみよう．

それぞれのクラスの平均点はどこになるだろうか？災は、Ｉ山j方ともまったく111じ珊所になってしま

う！あなたと私にとっては円の内側が×であＩ)、１１１の外側はすべて□であるということははっきI)と

分かるが、線形分頑器はこの２つのクラスを判別することができない。

だが、すべてのｘとｙを最初に平方すると何が起こるかについて考えてみよう。（-1,2)にあった点は

(1,4)になり、（0.5.1)にあった点は(0.25,1)になる．これを新たにプロットした側はlZI9-8のようになる。

すべての×はjIlの方に移鋤し、すべての(三)は伽の外側に移助している。これで×とＱをlfl:線で分制

することが非常に簡ｉｉｉになった。分矧すべきデータが新たにある」ﾙ合には、そのｘとｙを､１２方して、１ｋ

線のどちら側に位置するか確遡すればよい。

この例では、雌初に点たちを変換することで、直線で分荊することが容易な新しいデータセットを作

り出せる可能性があることを細介した．しかし、この例は変換がJ|輔に祥坊なものをあえて選んでいる。

爽際のI川迦ではこのような変換は非常に襖雅にな')がちで、たくさんの次北が必奨になることが多い。

たとえば、Ｘとｙ座標を班に、ａ=Xﾊ２，ｂ=x*y，Ｃ=y八2のようにa,ｂ,ｃの三つの恥標のデータセットを作

ることもあるかもしれない。データが次元の多い空冊に当てはめられた珊合、三つのクラスの分割線を

探すことは容易になる。

9.6.1カーネルトリック

このような新たな空間に、データを変換するコードを神くこともできるが、拠際にそのようなことを
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図９．８別の空間に点たちを移動する

変換された空間での､ド均点からの距離を伽IIする側敗がWiたに必典だついていないことに、先ほ

どの平均たちは元々の空間で計算されていたため、それらをここで利川することはできない一災の

ところ、新しい空間での点の位縦を実際には算川しないため、､平均を求めることはまったくできない

ありがたいことに、ベクトルの雄合を‘|と均し、その､ド均とベクトルＡのドット#iを取れば、ベクI､ルハ

と染合'11のすべてのベクトルとのドソトＷ(たちの．I4均とＩ,'１じ納果をiI卜為ことができ為

分類しようとしている点とクラスの平均点とのドット獣を閲|･鰍する代わI)に、その点とクラス１１のそ

の他のすべての点の間のradial-ba5is側致を適用した値を,M･御し、それらの平均を川すnlcl3ssify

をadvancedclassify､pyに付け加えよう

defnlclassify(1)oint,rowS,offSGt,gamIna屋10)Ｉ
ｓｕｍｏ＝０.ｏ

ｓｕｍユー０.o

countO=Ｏ

ｃｏ１ｊｎｔｌ＝０

ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗｓ：

ｉｆｍｗ･match==０：

sumo割.=rbf(point,ｍＷ・data,gamnla）
countO+=１



el5e：

Ｓｕｍ１+響rbf(point,row・data,gamma）
countl+=１

y=(１．OﾉcountO)*sumO-(1.0/countl)*suml+offset

ｉｆｙ>Ｏ：returnO
elSe：return１

9.6カーネルメソッドを理解する

defgetoffset(row5,gamao10)：
１０宮【１

１'ｓｎ
ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗｓ：

ｉｆrow・match雲ｓｏ：ｌｏ・append(row・data）

ｅｌｓｅ：１１.aPPend(row･data）

Sumo=Sum(Sum(Irbf(v１，Ｖ2,8ama）ｆｏｒｖ１ｉｎｌＯ１）ｆｏｒｖＺｉｎｌＯ）
suml雪Sum(Sum(Irbf(v１，Ｖ2,galmla）ｆｏｒｖユｉｎｌｌ]）ｆｏｒｖ２ｉｎｌｌ）

return（1.0/(len(１１)**2))*sum1-(ﾕ.o/(len(１０)**2))*sumo

'２３’

このoffsetの仙も変換先の雫Ⅲlでは孔なり、i汁算するには少し時Ⅲがかかる。このため､データセッ

トのための仙を-．庇冊I疎して、それをnlcla5sifyに姉Iul渡す必要がある。

この新しい分顛器を年齢のデータに適用し、先ほどの問題をクリアしているかどうか確認してみよ

う。

>>＞offSet園advanEedE1assify･getoffset(agesonly）

>>＞advancedclas5ify・nlcla5sify(【30,30】,agesonly,offset）
１

>>＞advancedE1as5ify・nlcla5sify(【ﾖo,z5Lagesonly,o仔set）
１

>>＞advanCedCla55ify・nlcla5sify([25,40】,agesonly,off5et）
Ｏ

>>＞advanCedCla55ify・nlClaSSify<【48,ZO],ageSonly,offset）
０

すばらしい！この愛換は近い年齢帯のところにマッチが多くあることを認識しており、その年齢,ｉｆ

の両側にはあまりないことを狸撤している。今は48と20がよいマッチではないことを腿識している。

他のデータでも試してみよう。

>>＞SSoffset=advancedclas5ify･getoffset(SEaledset）
>>＞numericalset【O】･matCh
O

>>＞advanEedElassify･nlclassify(sEalef(､u厩ericalset【o]・data),scaledset,s5off5et）
０

>>＞nun吃ricalset【１]・match
l
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>>＞ａｄＶａｎｃＥｄこlassify.､lclassjtfy(scalef(nUmericalsGt[ﾕ]・data),scalcdset,ssoffset）
ユ

>>＞numerica1sGt[2]・match
Ｏ

>>＞advancedclas5ify・nlclassify(scalef(numericalset[2]・data),scaledset,ssoffSGt）
Ｏ

>>＞neWroW=[28.0Ｊ-1,-ﾕ,Z6.0,-ﾕ,ﾕ,2,0.8］＃男は子どもを望んでないが、女は望んでいる

>>＞advancedclassify・nlclasSify(scalef(newroW),Scale〔1set,SSoffSet）
０

>>＞newrow=[28.0,-ﾕ,ﾕ,26.0,-ﾕ,ﾕ,2,0.8］＃両者ともに子どもが欲しい

>>＞advancedclasSify・nlclas5ify(scalef(newroW),scaledset,ssoffset）
１

分斌器のハフィーマンスはかなり改岬されていゐｋのセッションでは、リ｣がｆどもを欲しがらず、

女が欲しがっているjﾙ合は、たとえ年lflfが近くて、-:つの共通する興味があったとしてもうまく行かな

いということが分かる他の変数を変えてみて、出力がどのように変化するか拭してみるとよい．

9.7サポートベクトルマシン

ここで呼び二つのクラスを分割する線を探す拭みについて考えてみよう凶9-9はその・例であ晶

凶ではそれぞれのクラスの平均とそれによる分荊線が炎示されている
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サポートベクトルマシンの応用

・顔の喪'hIiの分剛

・１１郡データ･ヒットを使っての腿人の惟知

・タンパクlWiの|W世をそのシークエンスから】急測す賂

・ＦｌＩＩき文'j':,鰍,慨

・地准による淵ｲ的な被仰を決定す為

サポートベクトルマシンは尚次ﾉ6のデータセットに対してうまく1IiIj作するため、データ集約的

なｲ:|･学のIⅢ胆や非附に似雑なデータセツ|､を倣うような間Ruに適川されることがもっとも多い”

いくつかの例を堆げゐ！，

図９．１０最滴な分割綴を見つけ出す

、ド均をⅢいて,11･帥:した分;1111級はもつの‘'」.i:を分捌ミスしているところに汰llしようこれはこの２点が

大多数のデータと比べると''1〔線にJ|;'淵に接近していあことにﾉﾙ(IkIがあるほとんどのデータはliI線から

離れているため、分削線にデータが含まれることにはならない

サポートベクトルマシンはこの間脳をi聯決できる分類器を作I)11'すための手法の蝶まりとしてよく知
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られている。サポートベクトルマシンは、それぞれのクラスからできるだけ離れている血線を探し川そ

うと試みることで、この|川迦の解決を拭みる。この血線はマージンを雌大にする超平面と呼ばれる。岡
9-10のようなものである。

この分割線は、それぞれのクラスからのアイテムに触れる平行線ができるだけ離れるようにして選ば

れている。これで、新しいデータがと'のクラスに楓するかをjli純にこのIfl〔線のどちら側に秘するかで判

断することができる。マージンｋの点だけが分11111if〔線の位世を決めるために必叫とされているというこ

とに注瞳しよう。つまり、すべての他のデータを捕ててしまったとしても、直線はI,りじ場所に位脳する。

直線近くのこの点はサポートベクトルと呼ばれる。サポートベクトルを発見し、分荊線を探し出すアル

ゴリズムをサポートベクトルマシンという。

あなたは既に、線形分剛器が比彼のためにドット柚を利川していれば、カーネルトリックを使って非

線形分蹴器に変換できるというやり〃について兇て来た。サポートベクトルマシンもドット柵を利用し

ているため、カーネルを利川して非線形分顛を行うことができる。

9.8ＬＩＢＳＶＭを使う

IiiIのセクションでの税Iﾘlはサポートベクトルマシンがどのようなものかということを恥解するための

助けになっただろう。しかし、サポートベクトルマシンをトレーニングするためのアルゴリズムは突っ

込んだ数学の概念を含み、本章の範囲を超えてしまう。そのため、このセクションではLIBSVMとい

うオープンソースのライブラリを紺介する。これはSVMモデルをトレーニングし、ｒ測を行う。そし

てデータセット111で予測をテストする。ビルトインでradial-basisIMl数やその他のカーネルメソッド

までもサポートしている。

9.8.1ＬＩＢＳＶＭの入手

LIBSVMはhttp://www・csie.ntu､edu.twﾉーCjlin/lib爵ｖｍからダウンロードできる。

LIBSVMはＣ++で11;:かれておI)、JnvI1でiOI:かれたバージョンも存在する。ダウンロードできるパッ

ケージはsvm.pyというPythonのラッバーも含んでいる。svm・pyを仙うには、あなたのプラットフォー

ムに合わせてコンパイルされたバージョンのLIBSVMが必要だ。もしWindowsを使っているなら

svmc・dllというDLLが含まれている（PythOn25はDLL拡扱子のライブラリをインポートできないた

め、このファイルをSvmc･pydにリネームする必腿がある)．LIBSVMのドキュメントでは他のプラット

フォームでのコンバイルノj法についての脱Ⅲ'がされている。

9.8.2セッシヨン中での使用例

コンパイルされたバージョンのl‘IBSＶＭを人手したら、これをあなたのPythonパスか、作巣する

ディレクトリにｆにう‘，これでlDythDnのセッションでこのライブラリをインポートして、ｉＷＩＩｉな|川迦に

試してみることができる。



9.8ＬｌＢＳＶＭを使う１２３５

>>＞ｆ】rom5vmimpozt＊

雌初のステップとして、シンプルなデータセットを作ることから始める。uBSVMは二つのリストを

含んだダブルからデータを読み込む。岐初のリストはクラスで、二瀞目のリストは人力データである。

二つのクラスを含んだシンプルなデータセットを作ってみよう。

>>＞ｐｒｏｂ重svnLproblem(【１，-ﾕ】,【【1,o’１],【-ﾕ,o,-ﾕ】】）

また、Svm-Parameterを作成し、どのカーネルを利用したいか特定する必要がある。

>＞para、＝svm-paramBter(kernel-tyPe言ＬｴNEAR，〔＝ユO）

これでモデルをトレーニングすることができる。

>>＞ｍ言SvmInodel(prob，para､）
申

oPtimizationfini5hed，＃ｉｔｅｒｓｌ
ｎｕ＝0.025000

obj＝‐０．z50000,ｒｈｏ＝0.000000
,5Ｖ＝２，ｎＢＳＶ＝O

TotalnSV＝２

雌後に、新しいクラスに対する予測を行うために利川してみよう。

>>＞ｍ・Predict([1,1,1】）
１．０

この例は、あなたがトレーニングデータからモデルを作り、それを予測するために必要になるであろ

うLIBSVMの機能をすべて紹介している。LIBSVMはあなたが作成してトレーニングしたデータを保

存したり、統み込むこともできるなどすばらしい機能も持っている。

>>＞ｍ､5ave(te5t・Inodel）

>>＞ｍ=svmInodel(test・model）ー

9.8.3ＳＶＭをmatchmakerデータセットに適用する

matchmakerデータセットにLIVSVMを利用するには、svmInodelが必喫とするリストのダブルに変

換する必喫がある。これはSCaled5etから変換すると簡単である。Pythonのセッションでワンライナー

で実行することができる。
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>>＞an5wer5,inputs=[r･matEhforrinscaledset],[r､ｄａｔａｆｏｒｒｉｎｓにaled5et】

変数を過刺に亜み付けしないよう、再びスケール済みのデータを使う。これはアルゴリズムのパ

フォーマンスを改普してくれる。新しいデータセットを生成し、radial-basis関数をカーネルとしたモ

デルを柵蕊するためにこの新しい関数を使おう。

>>＞Param＝svm-para唾ter(kernel-type＝RBF）

>>＞ｐｒｏｂ言SvTLproblem(answer5,inputs）
>>＞ｍ=svmmdel<prob,para､）
本

optimizationfinished，＃iter＝３１９
ｎｕ＝ｏ,777538

obj＝‐289.477708,ｒｈｏ＝‐0.853o58
nSV＝３９６，ｎＢ５Ｖ＝３８０

TotalnSV零３９６

これである帆性のセットを排った人々がmatEhするかどうかの予測を行うことができる。ア測したい

データを5caleするためにscale関数を使う必災がある。そうすることで変数はモデルを作ったのとｌＩｉｌ

じscaleになる。

>>＞newrow=【28.o,-1,-ﾕ,26.0,-ﾕ,ﾕ,2,o､8］＃男は子どもを望んでいないが、女は望んでいる

>>＞ｍ・Predict(Scalef(newrcw)）
０．０

>>＞newrowg【28.0,-ﾕ,ﾕ,z6.o,-ﾕ,ﾕ,z,o､8】＃両者共に子どもが欲しい

>>＞ｍ･predict(scalef(new工ow)）
ユ.０

これはよい予測を行っているように兄えるが、爽際にどの程度いいのかを知ることができれば、あな

たのbasi511U数のためのベストなパラメータを選択するために役に立つ。LlBSVMはモデルをクロス

評価(Cross-validating)する機能も持っている。これがどのように動作するかについては８章で確遡し

た－データベースは、動的にトレーニングセットとテストセットに分割きれる。トレーニングセット

はモデルを作るために川いられ、テストセットはモデルがどの程度よい予測をしているかを砿魁するた

めに利川される。

このCross-validation関数を使えばモデルのクオリテイをテストすることができる。この1MJ数は、

というパラメータをとり、データセットをｎ個のサプセットに分割する。そしてそれぞれのサプセット

をテストセットとして利用し、その他のすべてのサブセットでモデルをトレーニングする。この関数は

オリジナルのリストと比鮫することができるような同杵のリストを返す。

>>＞gue5ses二crossvalidation(prob，para､’４）一

申●申



9.9Facebookでのマッチ１２３７

>>＞gue55e5

【０．０，０．０，０．０，ｏ､０，１．o，０．０，．．．
０．０，０.０２０.ＯｊＯｏＯ９０ｏ０ＤＯｏＯｊ．．、

１．０２１．０Ｊ０．０，０．０，０．０，０．０ヵ．．．

...］

>>＞Sun([abs<an5wer5[i]-gueSSes[i】）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(1en(gue5seS))】）
ﾕｭ６．０

砿答と推測の差は116である。元のデータセットには500行あるため、このアルゴリズムは384個が

Ⅸしかったということが分かる。LIBSVMのドキュメント中の他のカーネルや引数を拭してみて、引

数を変えることで、どの程度改良されるかについて確認することができる。

9.9Facebookでのマッチ

Facebookとは非常に人気のあるソーシャルネットワークサイトで、元々は学生のためのサイトだっ

たが、現在はたくさんの利用将に開かれている。他のソーシャルネットワークサイトとII1Mi，ユーザは

プロフィールを作I)、彼ら凹身の統iil･的な悩報を入力し、サイトでの友人と繋がりを持つことができる。

FacebookもAPIを持っており、これを利川して人々 の情級を問い合わせたり、二人の人Ⅲ1が友人であ

るかどうかを調べることができる。そうすることにより、matchmakerデータセットに似たデータセット

を実際の人々を利用して作ることができる。

執飛時現在、FacebO⑨kはプライバシーに対して敏感であり、あなたの友人である人々 のプロフィー

ルしか見ることができない。APIもＩＤりじルールを過川しているため、ログインしたユーザのみしか利〃ｌ

できない。そのため、残念ながらこのセクションはあなたがFacebookのアカウントを持っており、少

なくても20人とつながりを持っていなければ、動かしてみることは出来ない｡

9.9.1DeveIoperKeyを取得する

もしあなたがFacebookのアカウントを持っていれば、http:"developers､fncebook,comにある

Facebookdevelopersiteでdeveloperkeyを取得することができる。

ここで二つの文字列を入手できる｡APIキーと秘密カギである。APIキーはあなたを特定するために

仙い、秘密カギはあなたのリクエストをハツシュ関数で蹄号化するのに利川される。このハシシュ関数

については後ほど脱明する。まずはfacebook･pyという狗揃のファイルを作成し、必饗ないくつかのモ

ジュールをインポートし、疋数をいくつかセットアップしよう。

importurllib,md5,webbrow5er,time
fromxml､doIn･minidomimportpar5eString

apikey="YourAPIKey'’
5eCret="YOur5eEretKey“

FaEebook5ecureURL＝”http5:〃api･facebook,Eom/re5t5erver･php‘‘
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付け加えておくと便利なモジュールが息つある。名前の付けられたノードIIiの次の要弗を取押する

ためのgetSinglevalueと、システム時Ⅲを坐に数を返すCallidだ。

defgetsinglevalue(node,tag)：
ｎｌ=node､getElementsByTagName(tag）
ｉｆｌｅｎ(nl)>o：

tagNode雪､l[o］

iftagNode､hasChildNode5()：

retumta8Node･fir5tChild･nodeValue
return’０

defEallid()：

retumstr(int(time・time()掌１０)）

Facebookのいくつかのコールはシーケンスナンバーを要求する。この数字は、前に送信した数字よ

り大きければ何でもよい。システム時Ⅲを利用すれば、一貫して以前の致字より大きい数字を得ること

が簡単にできる。

9.9.2セッションを作成する

Facebookのセッションを作成する過程は、他の人々が自分たちのログイン州報を刈らすことなしに

利用できるアプリケーションを作るためのものだ。これはいくつかのステップにより実現される。

1.FacebookのAPIを使って、トークンを要求する。

2.ユーザにFacebookのログインベージのＵＲＬを、ＵＲＬにトークンを埋め込んだ形で送る。

3.ユーザがログインするのを待つ．

4.トークンを利用してF4lcebookのAPIからセッションを要求する。

いくつかの変数はすべてのコールで使われるため、Facebookの機能はクラスにラップしておくと

よい。facebook､pyにfbsessionという塙前のクラスを作り、先ほどリストしたステップを実行する

ｉｎｉｔメソッドを付け加えよう。

classfbsession：

def--init__(self)：
self･sessionse[ret｡None

SelfSession-key=None

Self・createtoken(）

Hebbrowser､open(self,getlogin()）
print・‘Pre5senterafterloggingin:”，
rawLinput(）

Self・getses5ion(）
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ｉｎｉｔが動作するためには、クラスに付け加えるべきメソッドがいくつかある。まずはFacebook

APIにリクエストを送る方法が必要だ。次のSendrequeStメソッドはFacebookへのコネクションを開

き、引数を送信する。ＸＭＬファイルが返され、minidomバーサを用いてパースされる。次のメソッド

をあなたのクラスに付け加えよう。

defsendrequest(self，args)：
argS[‘aPi-key‘］＝apikey
args[‘sig‘］＝Self・makehash(arg5）
post_data雲urllib・urlenEode(args）
ｕｒｌ＝FacebookURL＋“?、＋poSt-data

data=urllib・urloPen(url).read(）

returnpar5e5tring(data）

太字の行でリクエストのシグネチャをﾉk成している。これはmakehashメソッドで実行される。

makehashメソッドはすべての引数をつなぎ合わせ､１つの文字列にした後、秘密カギでハシシュ化する。

セッションを得るたびに秘密カギは変わるため、このメソッドはあなたがすでに秘密カギを持っていな

いかどうかチェックする。あなたのクラスにInakehashを付け加えよう。

defmakeha5h(self,ar8s)：
hasher雪md5・new(''・join([ｘ＋’雪’＋ａ】rgs[x］ｆｏｒｘｉｎｓｏｒｔｅｄ(args・keys())])）
ｉｆSelf・SeSSionsecret8haSher・Update(Self･Sessionsecret）
ｅｌｓｅ：ha5her､update(secret）
returnhaSher・hexdi8eSt(）

これで実際にFacebookAPIのコールを杏く用意ができた。まずはログインベージで使うためにトー

クンを生成し、保存するためのcreatetokenから始めよう。

defEreatetoken(Self)：

ｒｅｓ雪self､sendreque5t({,method':雛faCebook・auth､にreateToken卿}）
self・token＝getsinglevalue(re5,'token'）

ユーザにログインページのＵＲＬを返すためのgetloginを付け加える。

defgetlogin(Self)：
returnI1http:〃api･facebook･com/login,php?api-key=伽十apikey+、

伽&authtoken=‘，＋Self･token

ユーザがログインしたあとは、セッションキーと、将来のリクエストをハシシュするために使われる

秘帯カギを得るためにgetsessionを呼び出す必甥がある。次のメソッドをクラスに付け加えよう。
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defgetseSSion(Self)：

ｄｏに=self,sendrequest({，method':'faCebook・auth・get5ession‘,‘authtoken，:self・token}）
Self､5e5sion-keyogetsinglevalue(do〔,'ses5ion-key，）
Self､sessionsecret=getSinglevalue(doc,‘Secret‘）

FnCeboOkのセッションを作り上げるのは面倒ではあるが、この過裡が終われば、次のコールは非常

にシンプルである．本瀬では人々についてのfIIj報を1りるということのみについて凡て行くが、ドキュメ

ントを腿めば、‘Wj:典やイベントをダウンロードするためのメソッドを呼び出すこともiW単であるという

ことが分かるはずだ③

9.9.3友人データをダウンロードする

ここからは拠際に役に立つメソッドを付けjIjllえ始める。getfriendsメソッドは１１ｔ近ログインした友

人のＩＤのリストをダウンロードし、リストとして返す。次のメソッドをfbsessionに付け加えよう。

defgetfriend5(Self)：

doc雲Self･sendrequest({'method':､faEebook･friends・get'’
’5eSSion-key‘:self･sesSion-key,‘calｌｉｄ‘:EaUid()}）

re5ult5雲Ｕ

ｆｏｒｎｉｎｄｏｃ・getElement5ByTagName('result-elt‘)：
result５.append(n.firStChild・nOdeValue）

returnre5ults

getfriendsはＩＤだけを返すため、この人々 についての梢報を火際にダウンロードするための別の

メソッドが必要だ。getinfoメソッドはFacebookのgetlnfoをユーザＩＤのリストと共に呼び出す。

これはいくつかの選ばれたフィールドをリクエストするが、フィールドを追加し、パースのコードを

改通することで関連する愉報を取得するように拡吸することができる。フィールドの完全なリストは

FncUbookの側発折向け文i0$に戦っている。

def8etinfo(Self,users)：
ulist=,,‘・join(u5ers）

fields='gender,Eurrentlocation,relation5hiP-status,‘八
↑affiliations,hometownloEation,

doc=Self､5endreque5t({，method,:‘facebook・user5､getlnfo'’
'５eSSion-key,:5elf・Ses5ion-key,,calｌｉｄ,:callid()，
,uSerS,:u1i5t,'fields,:fields}）

result5｡{）

for、,ｉｄｉｎｚｉｐ(doに､getE1ementSByTagName(‘reSult-elt,),u5ers)：
＃埋所を取得

loCnode室､､getElementsByTagName(，hometownlocation‘){O］

locsgetsinglevalue(1ocnode,‘にity')+'，，+getsinglevalue(locnode,,state‘）


