
９９Facebookでのマッチ’２４１

＃学校を取得

College=OD

gradyear=‘ｏ‘
affiliation5．n.getElements8yTagName('affiliation5-elt，）
foraffinaffiliation5：

＃tyPeが１であれば大学
ifget5inglevalue(aff,,type,)==，ﾕ'：
College=getSinglevalue(aff,,name，）
gradyear=getSinglevalue(aff,.year‘）

reSult5[id]雪{'gender，:getsinglevalue(n,‘gender')，
，Status,:getsinglevalue(n,，relation5hip-5tatuS')，
’1oCation‘:loに,‘College‘:College,,year‘:gradyear｝

returnreSultS

結果はユーザＩＤと情報のサプセットが対応しているディクショナリの形になる。これを利川して新

たなmatchmakerデータセットを作ることができる。お望みならこのFacebookクラスをPythonのセッ

ションで試してみることもできる。

>>＞impoztfacebook
>>＞５=faCeboOk・fbSe5SiOn(）

Pressenterafterloggingin：

>>＞friend5=5.getfriends(）

>>＞friends【ﾕl
uoiY5TTb5-Ofvs.‘

>>＞ｓ･getinfo(friends【O:2]）
{u‘iA8ﾕOMUfhf5w.,：｛'gender‘：

ｕ‘iY5TTbS-OfvS..：｛，gender，：

u'Female'’’1ocation‘：ｕ‘Atlanta，‘}，

u，Male'’’1ocation‘：ｕ‘Bo5ton，．}｝

9.9.4マッチのデータセットを作る

災々のエクササイズで最後に必繋なFacebookAPIのコールは、二人の人Ⅲが友人かどうかを判定

するコールだ。これは我々の新しいデータセットで"正答''として利用きれる。このコールは、長さの

同じＩＤのリストを二:つ受け取り、それぞれの組への数字を返す－人々が友人であれば１を、そうで

なければ０を返す。次のメソッドをクラスに付け加えようｃ

defarefriend5(self,idlistl,idlist2)：

ｉｄﾕー,,‘・join(idlistﾕ）
idZ=,,,､join(idlistZ）
ｄｏc=self､5endreque5t({‘method，:’facebook･friends・areFriendS'’

’5eSSion-key，:self・Session-key,.calｌｉｄ':callid()，

,idl,:idﾕ,'id2':id2}）

results=ｎ

ｆｏｒｎｉｎｄｏｃ､gEtE1ementsByTagName('result-elt‘)：
result５.aPPend(int(n.firstChild,nodeValue)）
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returnresults

そして雌後にLIBSVMで動作するデータセットを作るためにこれらをまとめあげよう。これはすべ

てのログインした友人のリストを取得して、情報をダウンロードし、すべての組の行を作り上げる。そ

して、すべての組が友人であるかどうかチェックする。クラスにmakedetaSetを付け加えよう。

defmakedata5et(Self)：

fromadvanEedclassifyimportmilesdi5tance
＃私の友人全目の佃報を取得

friends=self,getfriends(）
info‐self・getinfo(friends）
id51,id52=[},【l

rows=Ⅱ

＃すべての友人の組を見るためのネストされたループ

foriinrange(len(friends))：
ｆｌ=friendsIi］

dataﾕーinfo{fll

＃皿複しないようｉ+１からはじめよう

forjinrange(i+1,len(friends))：
f2ofriends[j］
data2=info[f2］

id51・apPend(fl）
ids2・aPpend(f2）

＃データから何らかの数字を生成

ifdataﾕ['College,]＝data2I’College‘]：sameSchool=１
else：SameschooLO

maleﾕー(datalrgender‘]＝‘Male'）ａｎｄ１ｏｒｏ
ｍａｌｅｚ雲(data2['gender']＝'Male，）ａｎｄｌｏｒｏ

row=[malel,int(data１(,year,]),male2,int(dataZ【,year.]),Samesにhooll
rowS・append(row）

＃すべての人々 の組に対してarefriendsを呼び出す

arefriendS=Ｕ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(0,1e､(idsl),30)：
ｊ雪､in(i+30,1e､(id51)）
ｐａ雲Self・arefriend5(idsﾕ〔i:j】,id5Z(i:jl）
arefriends+=Pa

retumarefriendS,rows

このメソッドはL1HSVMでIlP〔接的に扱えるように、データセットの性別や状態を数字に変更する。

雌後のループではすべての組の友人の状態をブロックjIi位でリクエストしている。これはFaCeboOkで

は一つのリクエストの大ききが制限されているためである。



これにsvmメソッドをｌＩ〔擬走らせることができる。

Param＝Svm-parameter<kernel-type＝RBF）
proｂ＝swLProblem(an5wers,data）

m=svmmodel(prob,para､）
m・predict([ﾕ,ZOOﾖ,ﾕ,2003,ﾕ]）＃Ｚ人とも男で同じ学校の同学年

９１０エクササイズ１２４３

9.9.5ＳＶＭモデルを栂築する

あなたのデータのためのSＶＭを作ってみよう。クラスをリロードし、新しいセッションを作り、デー

タセットを作り上げる。

>>＞reload(facebook）

<module0faEebook0from．fa[ebook,pyc‘＞
>”５=facebook・fbsession(）

Pres5enterafterloggingin：
>>＞an5wer5,data=s・Inakedataset<）

9.10エクササイズ

１．ペイジアン分類器

６噸で作成したベイジアン分類器をmntchmakerに過川する方法を巷えよ。何を将微として川い

ればよいだろうか？

2.分割直線の最適化

単純に平均を川いるのではなく、５市で学んだ鹸適化の手法を利川して分割線を迦ぶことはできる

だろうか？どのようなコスト間数を使えばよいだろうか？

３.最適なカーネルパラメータの選択

ｇａｎｍの値を変更しながらループし、’j,えられたデータセットにもっともよい仙を決定する関数を

替け。

4.「興味があるもの｣の階層

シンプルな「興味があるもの｣の階刷とそれを炎現するデータ柳造を没ijIせよ．マッチした珊合、

部分点を与えるため階照を利用するようにmatEhCount関数を変災せよ。

，
，
少
少
０
，
０

少
シ
，
，
。
，
・

少
シ
，
少
１
，
０

m・prediEt(Iﾕ,ZOOﾖ,ﾕ,ﾕ996,0】）＃異なる学校の異なる学年

もちろんあなたの結果はこれとは異なるだろう。しかし、このモデルはI1jlじ大学に皿っている人同Ｉ：

や、Iijlじ町に仙んでいる人たちは友人である傾向が商いと判定するようになるはずだ。
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5.LIBSVMの他のカーネル

LIBSVMのドキュメントを鋭み皿して、他にどのようなカーネルが利川できるか確泌せよ。そし

てpolynomialカーネルを利用してみよ。予測の品質は改良されるだろうか？

6.Facebookの他の予測

Ｆｎ“bookAPIを通じて利川できるすべてのフィールドを確認せよ。人々についてのどのような

データセットを作ることができるだろうか？ある人が通っている学校を蕪に、その人が映画を

klvnritoにしているかどうか予測す鳥ためのSVMモデルを作ってみよ。他にはどういったことが

予測できるだろうか？
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加 章

特徴を発見する

これまでの卓では、教師なしの技術であるクラスタリングについて取り扱った３章を除いて堆本的に

教師ありの分類器たちについて扱ってきた。本章では、データセットに内在している重要な特徴たちを

抽出する方法について児ていく。クラスタリングと何様、これらの手法は予測を行うようなものではな

く、データの特徴を描き川し、興味深い何かを発兇する手助けをしてくれるようなものである。

３束のクラスタリングではデータセット11'のすべてのijは階刷中のグループもしくは点に割り当てら

れていたことを思い川してほしい－それぞれのアイテムはグループ（そのメンバたちの平均を表す）

にきっちりと割り当てられていた。特徴の抽川というものはこのアイデアをさらに一般化したものであ

る。つまI)、将微の抽川とは組み合わせることで元のデータセットの行をiIi柵築できるような新しい行

たちを探しだそうと試みるものである｡それぞれの行がいずれかのクラスタに属するというよりも、そ

れぞれの行がこの特敬たちの組み合わせで作りｋげられているといえる｡

独立した特徴を探し川す必要性を表している古典的なⅢ題の一つとして、多くの人々 が緒している

中で会甜を聞き取る際にIMi題となる、カクテルパーティⅢl胆というものがある。人間の聴党システムの

鳶くべき狩微として、部lUi{の中でたくさんの人々 が金紙をしている場合、典々 の耳にはさまざまな声が

入り交じって届くにも関わらず－つのﾒｲに典中することができるという能ﾉjがある。我々 の脳は聞こえ

てくる雑汗を作り上げている個々 の音を分削するという能力に長けている。部屋の111の襖数の場所に

マイクを投俄して、音声を取得し、本章で脱明されるようなアルゴリズムの入力として利用すれば、コ

ンピュータに同様のこと－--耳障りな帝を受け取り、それらについて抑iI知識がまったくなしで分割す

ること－をきせることが叩能である．

その他にも特徴抽川についての興味深い使用例として、ドキュメントのコーパス111で繰り返される

語の仙川パターンを特定するというものがある。これによりさまざまな蹄の細み合わせで存在するテー

マを特定することができる。本章では、さまざまなフィードからニュースiIdllfをダウンロードし、記事

の典川から現れてくるキーテーマたちを見分けるシステムを柳笑していく。あなたは紀耶は一つ以止の

テーマを含んでおり、テーマは一つ以l:の肥１１にJ1てはまゐということについても気づくだろう。

本束で扱う２番目の例では株式市場のデータについて取り扱う。このデータには襖数の喫lAlたちが

潜んでおり、それらが結びつくことで結果につながると鞍えられる。このデータに本章のアルゴリズム
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を適川すれば、この盤囚たちとそれぞれの要閃による影郷を探し出すことができる。

10.1ニュースのコーパス

まずはこれから取り組んでいく対象となるニュース拠り↓の巣合が必饗だ。異なる勘所で縦箇され

ているテーマたちはⅨ別することが楽なため、ざまざまな愉剛源から収側するべきだ。幸巡にもメ

ジャーなニュースサービスやWebサイトはすべての記ﾘＩか個々のカテゴリについてのRSSかＡｔｏｍ

フィードを提供している。あなたはこれまでの京でブログのRSSやＡｔｏｍフイードをパースするために

UnivcrsalFeedPI11rserを利用してきた。ニュースをダウンロードする際にも同じバーサを利用するこ

とができる。もしまだこのバーサを持っていないのならhttI〕:"fbedparser・orgからダウンロードするこ

とができる。

10.1.1情報源の選択

「ニュース」と考えられるような梢報源は、メジャーなニュースや新川、政治的なブログまで数多く存

在している。以下のようなものが挙げられる。

・Rcuters

・TheAssociatedPress

・ＴｈｃＮｃｗＹｏｒｋ'1,iｍｅｓ

・ＧｏｏｇｌｅＮｅｗｓ

・Salon・com

・ＦｏｘＮｅｗｓ

・Forbcsmagazinc

・ＣＮＮInternational

これらは一例に過ぎない。このアルゴリズムは重要な特徴を発見し、、要でない部分は無視できる

必要があるため、このアルゴリズムをテストする際にはさまざまな政治的な視点からのものや、いろい

ろなライティングスタイルを使用しているものを組み合わせた方がよい。Ⅱ;しいデータが与えられれ

ば、この特徴を抽出するアルゴリズムは、ストーリーの｣ｉ胆を我す時微たちを職定しストーリーに削り

当てることだけでなく、特定の政治的立場を持ったストーリーたちの中にｲ砿する特徴を特定し、その

特徴をストーリーに割り当てることもできる。

new5feature5.Pyという名前のファイルを作り、必要なライブラリたちをインポートするために次の
コードを付け加え、悩報源のリストを付け加えよう。



１０１ニュースのコーパス’２４７

imPortfeedParSer

importxe
feedlist={'http://feedS・reuterS,Com/reuters/toPNewS'，

,http:〃feeds･reuter5･com/reuterS/domesticNew5.，
,http:〃feed5･reuter5,EoIn/reuter5/worldNew５，，
．http:〃hosted･ap･org/lineup5/TOPHEADS・rss?51TES=AZPHC&SECTION雪HOME'，
，http:〃hoSted･ap｡or8/lineuP5/U5HEADS.r55?SITES雪AZPHC&SE〔TION室H鮒EC，
，http:〃ho5ted･ap･org/lineuPS/MORLDHEADS･rs5?SITES雪AZPHG&SE〔TION=HOHEo，

,http:〃ho5ted・aP･or8/1ineups/POLITICSHEAD5,rss?SｴTES室AZPHG&SECTION=HOME'，
’http://www・nytime5・ＣＯ､/Services/xml/rsS/nyt/HomePage･xml''
０http:ﾉﾉwww･nytime5.c０m/Services/xmlﾉｴS5/nyt/International･xml,，

’http:〃nebw5･google・comﾉ?output=rss,，
,httpg〃feedS･Salon・ＣＯ､/salon/news，，

,http://www･foxnew5･com/xmlfeed/rs5/0,4313,0,00.rSS'，

,http://www･foxnew5･com/xmlfeed/rs5/0』４ﾖ1ﾖ,80,00.rs50，

０http://www･foxnew5,cc､/xmlfeed/rss/0,4ﾖ1ﾖ,81,CO､rssoj

０http:〃】r55.に､n.com/rss/edition・rSSo，

,http:〃rss･Cnn･ＣＯ､/rSSﾉeditionworld､r5s,，

，http:〃rss､cnn､に０m/rss/editionｕｓ.r55,］

このフイードのリストはさまざまな怖紺源を含んでいる。多くはトップニュース、ワールドニュース、

そしてＵＳ,ニュースのセクションのものだ。このフイードリストはあなたの好きなように変更すること

ができるが、テーマがある秘度砿複するように心がける必要がある。もしすべての記事がまったく共通

点のないものであればアルゴリズムでiIi嬰な特徴を抽川することが難しくなってしまい、結励は何の意

味もない特徴しか抽出できないという紬果に終わってしまう。

10.1.2情報源をダウンロードする

特徴抽川のアルゴリズムはクラスタリングのアルゴリズムのように、非常に人きな数字の行列を利

川する。それぞれの行はアイテムであり、ダリはプロバテイを趣味している。この例では、それぞれ

の記１１が行になり、Ｉit綿が列となる。行列'11の致宇はi肥'lIlIOに現れたｲli鮒の散を災している。次の

行列で例を挙げて説明すると、記蛎Ａには"hurricane"という単諾が3同含まれており、記ﾘＩＢには

"democmts1'が２回現れているということを意味している。

article5orA‘,‘B‘,，[‘,…

HordSoI'hurricane‘,，demoEratS‘,‘world‘,…

matrix＝【[3,0,1,…］

［1,2,0,…］

［0,0,2,...］

…］

フィードからこのような行列を作るためには、これまでの鞭でも使ったのとlmiIじようなメソッドがい

くつか必災になる。まずは肥事からイメージとＨＴＭＬを取り除くためのstripHTMLというメソッドを

newsfeatures・pyに付け加えよう。
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defStripHTNL(h)：

Ｐ=0,
5=Ｏ

ｆｏｒｃｉｎｈ：

ｉｆｃ＝･く･：５=ユ

ｅｌｉｆＥ==0＞0：

５=Ｏ

ｐ+=．、

ｅｌｉｆｓ＝o：ｐ+=ｃ

ｒｅｔｕｒｎＰ

これまでの噸でも行ったように、テキスト『Ｉ'のＩｉ１船を分Ｗ１する手段が必要である。あなたがもしアル

ファベットと欧字を用いたIli純な正規炎現よりも洗練きれた方法を作I)上げてあるのであれば、そのIMI

数をここで再利川するとよい↑。そうでなければ、次の凹数をnew5feature5､Pyに付け加えよう。

def5eparatewords(text)：
SP1itter=ｍ､compilE<'１Ｗ*.）
retum［5.1ower(）forsinsplitter､Sp1it(text）ｉｆｌｅｎ(5)>ﾖ］

次の関数はすべてのフイードをfeedParserでパースしＨＴＭＬを取り除く。そして先ほど定義した間

数を利用して個々の単語を抽出する。これはそれぞれのiil締が全体で何回利用きれているかというこ

とと、それぞれの記ﾘＩI1iでｲﾘﾛ利用きれているかを記録する。次の関数をnew5feature5･Pyに付け加

えよう。

defgetarticlewoｴdS()：
allword5雲{｝
articleword5雲[１
artiEletitles=n
eC=Ｏ

＃すべてのフィードをループする

forfeedinfeedlist：

ｆ=feedParSer・parse(feed）

＃すべての配砺をループする

ｆｏｒｅｉｎｆ､entrieS：

＃同一の記車は無視する

ｉｆｅ､titleinartiEletitleS：continue

＃単龍を抽出する

txt=e･title・encode(,utf8')+stripHTNL(e・de5cription・encode('utf8,)）
words=sGparatewordS(txt）
artiC1eHord5･aPPend((}）

artiEletitle5・aPpend<e・title）

十破注：１１本ｉｉｉの場合は付録Ｃを利川するとよい。



＃allHordSとarticlewordSのこの単贈のカウントを地やす
ｆｏｒｗｏｒｄｉｎｗｏｒｄｓ：

allword5､Setdefault(word,0）

allword5[word]+=１

artiC1ewordsIec]・setdefault(word,o）
artiに1副ord5Iec1Iword1+雲１

ｅＣ＋＝１

returnallwordsjarticl“ordS,articletitles

この関数は次の三つの変数を持っている。

10.1ニュースのコーパス１２４９

･allwords：すべての妃'１１の‘１０でそれぞれのiMfが利用きれた散を保持している。どのiI1L語が蒋徹

のパーツであると蛭えられるべきかを決めるのに使われる．

・axtiClewordS：それぞれの妃事中でのそれぞれの単語の出現ImI数。

・articletitles：記耶のタイトルのリスト。

10.1.3行列に変換する

これであなたはすべての雌１１''１でのIii研の数のディクショナリと、それぞれの妃ﾘＩ巾での単離の数

のディクショナリを手にしていることになる。これらを先ほど説明した行列に変換する必要がある。蚊

初のステップとして､行列の列として利用されるiIi語のリストを作成する。行列のサイズを減らすため、

微めて少ない散の記ＷＩＩ１にしか川現しないlMfと、多くの起り川'に存在しすぎるIIi研を取り除くとよい

(これらは蒋微を探し川す際にほとんど役に立たない)。

まずは３何以上出現し、かつ、全記事数の60％以下に出現する１１.鵠のみを利用するようにしてみる。

次に、行列を作るためにリスト内包をネストする。wordvecをループし、wordvec中のそれぞれの蝋脇

がそれぞれの肥､jＩのディクショナリ中に存在するかチェックする。もし単語がその肥Ⅷ中に存在しない

MII合には０を付け加え、存在するならば妃'１Ｉ内でのその耽冊の川現敗を付け加える。

次のmakematrix関数をnew5featureS､Pyに付け加えよう。

defmakematrix(allw,artiClew)：

wordvec雲Ⅱ

＃一般的だけど、一般的すぎない単贈のみを利用する

ｆｏｒｗ,ｃｉｎａｌｌｗ・itemS()：

ｉｆｏ３ａｎｄｃ<len(articlew)*0.6：

wordveに.append(H）

＃単贈の行列を作る

lﾕ毎[【(ｗｏｒｄｉｎｆａｎｄｆ【word］ｏｒＯ）forwordinwordvec］forfinarticlew］

retuml1,wordvec
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Pythonのセッションを起助し、neWSfeatureSをインポートしよう。これでフイードをパースして行
列を作ってみることができ患。

＄python

>>＞inlPortnew5features

>>＞allw,artW,artt＝new5featUreS･getartiEleword5(）
>>＞wordmatrix,wordveC回new5features･makematrix(allw,artw）
>>＞wordveに【o:１o】

[､inEreaSe.，‘under.，，regan‘，，rise'，、announced.，’forEe，，
，street,，‘new‘，，men'，‘reported,］

>>＞artt[ﾕ］

u1Fatah，Hama5menabduEtedfreed：Sourceso

>>＞wordmatrixIﾕⅡo:ﾕo］

１０，０，０，０，０，０，０，０，１，０］

この例では、単語ベクトルの雌初の10個の単語が表示されている。次に2番目の記]Wのタイトルが

炎,J§されており、続いて単硲行列中の２群11の妃聯の行の雌初の10個の価が災ﾉされている。この例

から、このiId'１１は，'men‘'というjIi綿を一晩含みそれ以外の蝋i冊は雌初の10個の価の中には含んでいな

いということが1,Lて取れるだろう。

10.2これまでのアプローチ

これまでのfitでもテキストデータのjliiI冊のカウントを扱うさまざまなやり〃たちについて兇て来た。

まずはそれらのやり方たちを拭してみて結果を確泌し、本蹴の特徴抽州による結果と比蚊してみると

いうことはよいぢえである。もしあなたがこれまでの章で書いたコードを持っているのであれば、それ

らのモジュールをインポートし、フィードに対して試してみるとよい．もしコードを持っていなくても

心配することはない。このセクションではそれらの手法たちがこのサンブルデータに対してどのように

勤作するかについて魂明して行く。

10.2.1ペイジアン分類器

これまで見て来たようにベイジアン分顛器は牧師あり学刊の下法の一つである。もしあなたが6章で

作った分剛器を拭しに使ってみたいのであれば、まずは分顛器をトレーニングするためにストーリーの

いくつかをあなたが分類する必災がある。そうすれば分頚器は、あなたが１１１前に定義したカテゴリに

ストーリーを分敵することができるようになる。初期トレーニングをする必要があるという明らかなマ

イナス面に加え、このやりﾉjでは開発者がすべてのカテゴリを決めなければならないという限界に悩ま

される。この靴のデータセットを分顛しようとする際には、決定水、サポートベクトルマシンのような

これまでみてきた分顛器たちでは、いずれもすべて何棟の限界に直面してしまう。

もしあなたがこのデータセットに対してベイジアン分顛器を試してみたいのであれば、６章で
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作ったモジュールをあなたの作梁川ディレクトリに脱ぐ必艇がある。それぞれの妃ＴＩＩの特徴として

articlewordsディクショナリを仙用することができる。

Pythonのセッションでこれを拭してみよう。

>>＞defwordmatrixfeature5(x)：

…return【wordvecMforwinrange(len(x)）ｉｆｘＭ>O】
●●●

>>＞wordmatrixfeatl』res<wordmatrix[o]）

['force５，，‘5aid'’’５eにurity'，‘attacks‘，’iraq，，’its'，‘pentagon',…］
>>＞importdoccla55

>>＞classifier=docclass・naivebaye5(wordmatrixfeatures）
>>＞cla5sifier・Setdb(･newstest・db‘）

>>＞artt【O】

u'AttackSinlraqatrecordhigh：Pentagon’
>>＞＃イラクに関する配事としてトレーニング

>>＞cla5sifier,train(wordmatrix[o],,iraq,）
>>＞arttm

u，Bush5ign5U.Ｓ･-Indianucleardeal，
>>＞＃インドに関する記事としてトレーニング

>>＞Cla55ifier・train(wordmatrix[ﾕ],‘india’）
>>＞artt[Z］

u，Fatah，HamasmenabduEtedfreed：sourCes’

>>＞＃この肥事はどのように分頚されるだろうか？

>>＞にlas5ifier・cla5sify(wordmatrix[ﾕ】）

Uoiraqo

この例では考えられるテーマが数多く存在するわりに、それぞれのテーマごとのストーリーの数が少

ない。ベイジアン分類器はすべてのテーマについてテーマごとにいくつかの例でトレーニングする必要

があるため、もっとカテゴリの散が少なく、それぞれのカテゴリ11'の例が多いようなものに向いている。

10.2.2クラスタリング

その他のこれまでにみてきた教師なしの手法としては、３章で紹介したクラスタリングがある。

３章でのデータは、先ほどあなたが作りｋげた行列とまったくl可じ栂成だった。あなたがまだ3章で

のコードをまだ持っていれば、Pythomのセッションでそれをインポートし、この行列に対してクラス

タリングアルゴリズムを走らせることができる。

＞＞＞

>＞＞

>＞＞

importclu5ter5

仁1ust=ClUSterS・hCluSter(wordmatrix）

clu5ters・draHdendrograIn(clu5t,artt,jpeg=.news･jPg,）
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図１０－１ニュースストーリーのクラスタリングのデンドログラム
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側10-1にクラスタリングの結果例を炎拡している。これは現在new5.jPgというfilMIで保存されてい

る。

期待通り、似ているストーリーがまとめられてグループ分けされている。３章でのプログでの例より

もうまく動作しているようにさえ兄える。これは、出版物ではまったく同じストーリーに関しては似て

いる汀葉を利川する傾向があるためであるく』しかし、図10-111'にはうまく分類されていないものもい

くつか存在する。たとえば、'ITheNo篤eKnowsBetter"という他M$に関する肥１１は、Sum》IkStrangle

(サフォークの絞殺職)についての記１１と一緒にグループ分けされている。このように人物についての

ニュース記事は分顛できないことが時々 ある。これらはユニークなものとして分類される必要がある。

お望みであればストーリー中の単語がどのようにクラスタリングされているかをみるために行列を回

'&:してみることもできる《，この例では''BtI1ti()n‘'､i,sol()r'‘､‘IastrOnnuts‘'が非術に近くに分けられている。

10.3非負値行列因子分解

データの砿要な特徴を抽出するための技術は非負値行列閃子分解(ＮＭＦ：、on-ncgntivematrix

fnctorizatio､）と呼ばれる。これは本iI｝でカバーする技術の''１ではもっとも洗練されたものの中の一・つ

であり、他のものたちよりも多少税lﾘIを腿し、線形代数の初歩的な知搬も必要とする。知っておかなけ

ればならないことはすべてこのセクションでカバーしていく。

10.3.1行列に関する数学の簡単な紹介

ＮＭＦが何をしているかということを別解するためには、まずあなたは行列の蛎算について剛解して

おく必要がある。もしあなたが線形代散に１．分に慣れ親しんでいるのであればこのセクションは飛ば

してしまっても問題ない。

行列の乗算の例を同10-2に示す。

回KＣ
Ａ

図１０．２行列の果疎の例

:1-1::鯛麗鯛;#:利=圏
Ｂ

この図は二つの行列がどのように掛け合わされるかということを示している。行列を乗算する際には

最初の行列（図中の行列Ａ)は２番ロの行列（行列Ｂ)が持っている行と同じ数の列を持っている必要が

ある。この場合、行列Ａは２列であI)行列Ｂは２行である。結果の行列（行列Ｃ)は行列Ａと同じ数の

行を持ち、行列Ｂと同じ政の列を持つようになる。

行列Ｃのそれぞれのセルの値は、行列Ａの設当する行の仙と行列Ｂの設当する列の価を掛け合わせ

てすべての乗算結果を足し合わせたものである．行列Ｃの左上隅の値を見てみると、行列Ａの最初の



２５４１１０章特徴を発見する

行の航たちと、対応する行列Ｂの峨初の列の仙たちが掛け合わされていることが分かるだろう。般終

的な仙を枠るためにこれらは足し合わされている。行列Ｃのその他のセルも111棟の方法でiil･稗されて
いる。

他に知っておかなくてはならない行列の操作として転佃がある。これは列が行になって行が列にな

ることを意味している。これは図1O-3のように、通常は"Ｔ'として表拡される。

「 |； ;ｌＬＩ::１
図１０．３行列の転固

これからのＮＭＦの災装では、この蛎脱と飛算の操作を利川していく。

10.3.２これは記事の行列とどのような関わりがあるの？

ここまでであなたはIlliI舟の数を持つ肥ﾘIの行列を川愈できている。この行列を因子分解することが

I-l的である。Ijw･分解とは掛け合わせることでIIjぴこの行列を柳築できるような二つの小さな行ﾘを探

しⅢすということである。』:つの小さな行列とは次のようなものである。

特徴の行列

この行列では、行はそれぞれの特徴であり、列がそれぞれの蝋iWiを炎している。航は単淵が特

敬に対してどれくらい血災であるかということを'J：している。それぞれの特徴はiIilnIIのセットか

ら引き出したテーマを表している必喫がある。そのため、新しいテレビ番組についての記事は

”television"というiii紙に対して高い戒みが付けられることを期待する。

亜みの行列

この行列は狩徴たちを拠りIの行列にマップする。それぞれの行はj肥DIIであり、列は特徴である。

値はそれぞれの特徴がそれぞれの鮎111にどの程度適合するかということを炎している。

記珊の行列と同様、特徴の行列もそれぞれの単語について一つずつ列を持っている。それぞれの行

が特徴を表しているため、特徴はIli柵のjKみのリストであると河える。図10-4に特徴の行列の一部分

の例を示している。

それぞれの行は蝋船が組み合わされて柵成されている特徴であるため、肥11の行列をlIjHﾘ築すると

いうことは、特徴の行列の行をさまざまな量でどのように組み合わせるかという問題だということは

はっきり分かるはずだ。側１０－５に従示しているような』1tみの行列で特徴を妃１１Ｉにマップする。この重

みの行列では、それぞれの特徴にはそれぞれの列が対応し、それぞれのi把りIについてはそれぞれの行

が対応している。
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図10-6は砿みの行列と特徴の行列を掛け合わせることで記事の行列がＷ櫛築される梯子を説明して

いる。

hurTkane..．

…Sweep…

no『idaballotS

特徴１特徴２特徴３hurrkanedemⅨ“

|;；州；；
H叩ｄ

３

Ｏ

１

ａｅＩｅ〔tion＄ｈｕ『TkanedemⅨmtsflo『idョｅＩ師ion5

;)制）
図１０．６ｍみの行列と特徴の行列を掛け合わせる

もし特徴の数が記事の数と同じであれば、もっともよい解はそれぞれの記瓶に完全に一致する一つ

の特徴を持つことである。しかし、ここで行列の囚-f分解を使うＭ的は、巨大な観測対鮫（この場合は

｢記堺｣)の典合を共通の蒋徴を捉えた小さな集合に減らすことである。理想としては、この小さな特徴

の巣合をさまざまな重みと組み合わせることで雄のデータセットを完蝿に1V現できるとよいが、実際に

はこれは難しいため、このアルゴリズムはできるだけ近似して再現することを目標とする。

これが非負値行列因子分解と呼ばれる理由は、時徴と砿みが非負の値で返されるからである。これ

はすべての特磁は負ではない仙を持っていなくてはならないということを愈味する。火際、伐々の例で

も記事の中のili船の数として負の航を持っているということはあり榔ないので、これは成iXしている。

また、このことは特徴で他の将徴の一部を取り除くこともできないということも意味している。つまり、

NMFは特定の蝋語を明示的に除いた結果を探し出すことはできない。この制限のおかげでアルゴリズ

ムは鹸良の閃子分解を発見することをできなくしてしまうかもしれないが、結果は解釈しやすいものに

なる。
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10.3.3NumPyを使う

ｌ〕ythonは標i帆では行列の操作をする関数は持っていない。あなた自身の手でそのようなコードを普

くことも可能だが、NumPyという名前のパッケージをインストールする方が賢い選択だ。NumPyは

行列オブジェクトと、必要な行列の操作をすべて提供するだけでなく、商用の数仙l汁覚ソフトウェアと

比１Ｉするほどのパフォーマンスを持っている。NumPyはhttp:"numpy・scipy､orgからダウンロードす

ることができる。

NumPyのインストールについてのさらなる愉報については付録Ａを参照せよ◇

NumPyはネストされたリストで初期化できる行列オブジェクトを提供している。これはあなたが記

ﾘ１のために作成したものと非常によく似ている。この動作を確祖するためには、Pythonセッションで

NumPyをインポートし行列オブジェクトを作ってみるとよい。

>>＞fromnumpyimPort＊

>>＞１ﾕー[[ﾕ,2,31,【4,5,6]］
＞>＞１ユ

[[１，２，３]，［４，５，６]］

>>＞皿言matrix(1ﾕ）
＞＞＞ml

matrix([[１，２，３]，
［４，５，６１]）

この行列オブジェクトは算術的な撒作をサポートしており、標ilA的な演算子を使って乗算や加御:を

することができる。行列の撫悩はtran5poseIMI数を使って災行することができる。

>>＞ｍｚ=matrix([[ﾕ,z],[3,4Ｍ5,6]]）
>＞＞m2

matrix(Ⅱ１，２１，
【３，４１，

［５，６]】）
>＞＞ｍ*m2

matrix([[22,28]，

［49,64]]）

shapeMU散は行列の行と列の数を返す。これは行列のすべての饗淵をループする際に役に立つ。

＞＞＞

(２，
＞＞＞

(３，

shaPe(､１）
ﾖ）

shaPe(mz）

2）
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NumPyは高迎なarrayオブジェクトも提供している。これは行列とIIjl棟多次允なものである。行列

とarrayは簡単に相冗に変換することができる。arrayは来悼の際の動きが行列とは異なる。arrayは

自身とまったく1,1じ形のものでなければ乗算することができない。そして、すべての値はもう一方の

arrayの対応する値で掛け合わされる。以下に例を示す《，

>＞＞ａﾕー 、.Ａ

>＞＞a1

array([[１，２，３]，
［４，５，６]]）

>>＞ａﾕﾖarray([【ﾕ,z,31,〔ﾕ,2,3]]）
>＞＞ａﾕ*aZ

array({［１，４，９]，
【４，１０，１８１１）

これから見て行くＮＭＦのアルゴリズムでは多くの行列の操作を行うため、NumPyの高速なパ

フォーマンスは必饗不可欠なものである。

10.3.4アルゴリズム

これから紹介する行列を因子分解するためのアルゴリズムは1990年代後半に１１tに出て来た。これは

本書でカバーしているアルゴリズムの０１'では最新のものである。その有効性は写真の集合中からさま

ざまな砿の特徴たちをＦ１動的に決定する1111題などで、非常にうまく動作することで示された。

このアルゴリズムは、できるだけ元の肥'１１の行列に近い行列を再柵築できるような特徴の行列と航

みの行列を算出する。そのため計算した結果の行列が元の行列にどの栂度近いかを計測する手段があ

ると役に立つ。difCost関数は二つの同じサイズの行列のすべての値をループし、それらの差の二乗を

合計する。

nmf・pyというファイルを作りdifEo5tlMl数を付け足そう。

fromnumpyimport＊

defdifCoSt(a,b)：
dif=Ｏ

＃行列のすべての行と列をループする

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(shape(a)[o])：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎ８ｅ(shape(a)[11)：

＃差を足し合わせる

dif+・POW(a[i,j]-b[i,j]’2）
returndif

ここでこのコスト側数を小さくするために行列を徐々に更新する手段が必腿である。あなたが5瀬を

読んだのであれば、そこで利用した模擬アニーリング法などを利用して、よい解決策を見つけること
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ができるということに弧づくだろう。しかし、さらに効＊的によい解を兇つける下法として乗法的更新
ルールというものがある。

このルールの詳細については本京の範囲を超えてしまうが、もし興味があり、もっと知りたいのであ

れば強文がhttp:"hebhmit・edu/peopIe/Seung/papersﾉnmfbonverge・pdfにある。

このルールは四つの新たな吏新行列たちを生成する。次の詳細では元の肥邪の行列はデータ行列と

して炎現されている。

hｎ

転侭した重みの行列にデータ行列を掛け合わせたもの。

hｄ

'１瞳ｉｎしたnKみの行列に砿みの行列を掛け介わせたものに特徴の行列を掛け合わせたもの。

Ｗ、

データ行列に転澗した特徹の行列を掛け合わせたもの。

wｄ

jKみの行列に、狩微の行列を掛け合わせたものに'Ⅲ柵した特徴の行ﾘを掛け合わせたもの。

特徴と重みの行列を史新するために、これらのすべての行列はarrayに変換される。特徴の行列の

すべての価は対応するhnの値と掛け合わされ、対応するhdの値で割られる。同様に、爪みの行列のす

べての仙はwnの値と掛け合わされ、ｗｄの値で割られる。

次のfactorizeIMl数はこれらの計節を爽行する。nmf･pyに付け加えよう。

deffactorize(v,ＰＣ=10,iters50)：

ｉｃ=shape(v)[O］
ｆｃ=ShaPe(v)囚

＃皿みと特徴の行列をランダムな値で初期化

w雲matrix(Ⅱrandom､random(）ｆｏｒｊｉｎｒａｎ８ｅ(pに)］
h宴matrix([[random・random(）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(fc)］

＃最大でiterの回数だけ操作を繰り返す

foriinrange(iter)：
ｗｈ包w*ｈ

＃現在の差を計算

cost=difCoSt(v,wh）

ｉｆｉ%10＝Ｏ：printco5t

＃行列が完全に因子分解されたら終了

ｉｆcost==o：break

foriinrange(ic)l）
foriinran8e(PC)】）

１



＃特徴の行列を更新

hn=(tran5po5e(w)*v）

hd雲(tranSpose(w)*w*h）

h=matrix(array(h)*array(h､)/array(hd)）

＃函みの行列を更新

w､=(v*tmnspose(h)）
wd=(w､h､tran5po5e(h)）

ｗ雲matrix(array(w)*array(wn)/array(wd)）

retUrnw,ｈ

10.3非負値行列因子分解１２５９

この行列を因子分解するための関数では、探したい特徴の数をあなたが決めておく必要がある。時

にはあなたは探し出したい特徴の数を知っていることもあるに人のﾒｨを録音している場合や、５つの

その１１の主要なニュースなど)が、この数を特定できない場合もあるだろう。適正な数字を自動的に決

定する一般的な方法というものは存在しないが、適山1な範MIIを探すために試行錨峡してみるとよいだ

ろう。

セッション中で、行列ｍ１*m2に対してこれを走らせてみて、アルゴリズムが元の行列と似ているよう

な結果を探し出せているかどうか確認してみよう。

>>＞iInPortnmf

>>＞Ｗ,h＝、f･faCtOriZe(mﾕｳInZ,PC=ﾖ,iter=ﾕ００）
7632.94395925

0.0ﾖ64091ﾖ26734

勺●●

1.12810ﾕ64789Ｇ-017

6.8747907867e-020

>>＞Ｗ*h

matrix([［２２.'２８.]，
［４９．，６４.]]）

＞＞＞ｍﾕ*InZ

matrix((【22,Ｚ８]，

［49,64Ⅱ）

アルゴリズムは掛け合わせることで完令に元の行列とIiilじになるような並みと特徴の行列を探し出

すことに成功している。これを紀蛎の行列に拭してみて、どれくらいうまく重要な特徴を抽出している

かを確浬してみよう（これには少し時間がかかる)。

>>＞ｖ=matrix(Hordmatrix）

>>＞weights,feat=nmf･faEtorize(v,PC書20,iter=50）
1712024.47944
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2478.13274637

2265.75996871

2229.07352131

2211.42204622

ｆeatという変数はニュース記堺の特徴たちを保排している。そしてweighsはそれぞれの特徴がそれ

ぞれの組111にどの程庇1iてはまるかということを示す仙を保持している。これらの行列を眺めるだけで

は何にもならない。この納果を確認し、解釈するための手段が必要である。

10.4結果を表示する

紬果をどうやって見るかというのは、少し複雑である。特徴の行列のそれぞれの将徴はその特徴に

それぞれのI.締がどの税度の強さで当てはまるかということを派す砿みを持っている。そのため、それ

ぞれの符徹のトップ5かトップ10の単硲を表示することでその符微でもっとも爪要な単語たちを確認

することができる。砿みの行列中の対応する列は、その特定の狩微がそれぞれの肥11にどの程度当て

はまるかということを敬えてくれる。そのため、トップ3の妃'１１たちを炎示して、その特徴がどの程度

P1iてはまるか確忍してみることも面12Iいい

次のshowfeaturesをnewsfeatures・pyに付け加えよう。

fromnumpyimpoｴｔ＊
def5howfeature5(w,h,titles,wordvec,out=，feature5・txt‘)：

outfile=file(out,'w'）

ＰＣ,wc=shape(h）
toPPatternS=叩ｆｏｒｉｉｎｒａｎ８ｅ(len(titleS))］
patternname5=[］

＃すべての特徴をループする

foriinrange(ＰＣ)：
sli5toI］
＃単贈とその重みのリストを作る

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(wc)：
sliSt･aPPend((h[i,j],wordveC[j])）

＃単贈のリストを逆にソートする

ｓlist・sort(）

ｓlist,reverse(）

＃最初の６つの要素を出力する

､宮[s[1］ｆｏｒｓｉｎｓｌｉ５ｔ[O:6]］
outfile・write(Str(､)+‘I､'）

Pattemname5・aPpend(､）

＃この特徴の記耶のリストを作る

flist=(］


