
forjinrange(len(titles))：
＃肥耶をその皿みとともに加える

flist､append((w[j,i],titles[j])）
toppattems[j]・append((w[j,i],i,titlesIj])）

＃リストを逆にソートする

flist･SoIt(）

flist､reverse(）

＃上位３つの配噸を表示する

forfinfli5t【o:３]：

outfile・write(str(f)+,Ｗ）

outfile・write('1,,）

outfile・clo5e(）
＃後々のためにパターンの名前を返す

retumtoppatte】rnsDpattemnames

10.4結果を表示する’２６１

この閲数はそれぞれの特徴をループして、すべてのilWiの爪みと雌綿のダブルのリストを作成する。

そして特徴のもっとも砿みのある蝋締がリストのＷｎにくるようにリストをソートし、上位６つの単総

を出力する。これにより、その特徴で喪現されているテーマがどのようなものかを剛解することがで

きるだろう。関数は上位のパターンたちとパターンの私前を返すため、一度訓･算してしまえば、次の

ShowarticlesIIlI政などで碑利用することができる。

特徴を出力した後、側敬はi肥１１のタイトルをループし、ｊＲみ行列のその特徴の仙を雌にソートする。

そして、その特徴ともっとも結びつきが強いiつの妃ﾘを、砿みの行列の値とともに出力する。特微は

いくつかの記ﾘＩについて砿要な場合もあるし、一つだけの記事に対して割り当てられている嶋合もある

ということにあなたは気づくだろう。

蒋徴たちを確泌するためにこの関数を呼び川すことができる。

>>＞reload(newsfeatures）

<mOdUleoneWSfeatUreS0frOm’neWSfeatUre5･Py0＞

>>＞toPP,Pn＝newsfeature5､5howfeatures(weights,feat,artt,wmrdveC）

この結果は非常に長いものになるため、このコードではテキストファイルに保存するようにしている。

この関数は20個の異なる特徴を作るように術'j《されている。数百の記珊の中には20個以上のテーマが

存在するだろうということは明らかではあるが、しかし、その中でももっともロ立つものたちが発見さ

れることを期待してこうしている。次の例について砂えてみよう。

[u‘Palestinian'，ｕ，electionS'，u1abbaS，，ｕ'fatah‘，ｕ‘monday'，ｕ'new'］
(１４.ﾕ89453058041485,ｕ'USBacksEarlyPale5tinianElectionｓ‐ABCNew5‘）
(12.748863898714507,ｕ'AbbaSPresse5forNewPalestinianElectionsDespiteViolence，）
(11.286669969240645,ｕ’AbbaSDeteminedtoCoAheadNithvote‘）
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この特徴はパレスチナの迦挙に側辿するIliiWiの災合と間巡するiIl』ﾘIの典合をはっきりと炎,J《してい

る。この結果は妃11のタイトルだけでなく本体の部分からも導き出されているため、１冊Ｈと３瀞Ⅱの

肥4Ｉではタイトルの綿に共辿するものがないにも関わらずこの特徴に凹述付けられている。また、もっ

とも茄要な単語たちは多くの記事に使われている単語たちから導き出されているため、↑‘palestinian'，

と‘‘electionswが屈初に我示されている。

いくつかの特徴は、ここまではっきりとIMI辿した肥111の典合を排ってはいないが、それでも１．分に而

''1い結果を見せてくれる。次の例を見てみよう。

(u‘cancer'，ｕ'fat‘，ｕ‘l伽，，ｕ,breaSt'，ｕ，news，，ｕ'diet‘］

(29.808285029040864,ｕ,Low-FatDietNayHelPBrea5tCancer,）
(2.37378825725272ﾖ８，ｕ,BigAPPlenolongerFatqty'）

(2.3430261571622881,ｕ，TheNoseKnow5Better‘）

この特徴は明らかに乳がんに関する記覗に強く結びつけられている。しかし、最初の記靭と共通の

IMfを持っている他LlfにIMIする記事たちとの刺い結びつきも持っている。

10.4.1記事を表示する

データを表示する別の手段としては、それぞれの記事とそれに当てはまる上位三つの特徴を我示す

るやり方がある。これにより、記事が同じような蚊さの複数のテーマから柵成されているのか、それと

も一つの強い把りIから柵成されているのかを確泌することができる。

次のshowarticlesという新たな側数をnew5features・pyに付け加えよう。

defshowarticles(title5,toppattemS,patternnames,out=,articles・txt‘)：
outfile=file(out,'w'）

＃すべての肥耶をループする

forjinrange(len(titles))：
outfile・write(titleS【j]・encode('utf8‘)･‘I､‘）

＃この記率の特徴たちを取得しソートする

toppatternS[j】･sort(）
toppatternS[j]・reverse(）

＃上位ヨパターンを出力する

foriinrange(3)：
outfile､write(str(toppatternS[jlIi][O])+,’＋

str(patternname5【toppattems[j][iⅡ1]])+，､､,）
outfile・write(‘,､'）

outfile､にlose(）
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それぞれの肥ﾘの上位に来る特徴たちはShowfeaturesでiil･卸されているため、このlM数はillL純にす

べての妃ﾘ1のタイトルをループしそれらを１１１力する。そしてそれぞれの肥1fの上位のパターンを出ﾉＪ

する。

このIMI数を使うにはneHsfeatures・Pyをリロードし、タイトルとShowfeaturesで得られた結果とと

もにコールすればよい。

”＞reload(netwsfeature5）

<moduleonewsfeaturesofmm,new5featureS･py,＞
>>＞nebo5feature5・Showazticle5(artt,topp,pn）

これによりarticles､txtというｷﾉi前のファイルが作I)川される。この中には記４１がもっとも側迎の

あるパターンたちとともに含まれている。以下に何程皮の二つの緋微の一部を含んでいる妃ﾘﾘの例を

示す。

AttacksinエraqatreEordhigh：Pentago、

5.4890098003［u'monday，，ｕ'said‘，ｕ,oil,，ｕ,iraq‘ｊｕ‘attack5,，ｕ‘two,）
5.33447632219［u,gates，，ｕ，iraq’，ｕ，Pentagon'，ｕ‘wa5hington，，ｕ'over‘，ｕ，report‘］
0.618495842404［u‘its,，ｕ‘iraqi,，ｕ,ba8hdad'，ｕ'red'，ｕ,cre5cent,，ｕ，monday'］

両方の特厳ともに明らかにイラクに側するものである。しかし、肥ﾘＩ中では"oil,.や‘.gates'’について

は汀及しておらず、この把りＩのみを特別に脂しているものではない。符定の一つの紀邪のみに当ては

まるようなものではなく組み合わせることで利用できるパターンを作り上げることで、このアルゴリズ

ムは多くの妃耶をより少ないパターンでカバーすることを可能にしている。

次に、他の記瑚には当てはまらないような強い特徴を－．つ持った記巾の例を示す。

Yogi8earCreator］oeBarberaDiesat95

11.84740897351u,ba】rbera'，ｕ，team,，ｕ,creator'，ｕ'hanna'，ｕ'die5,,ｕ,bear､1
2.21373704749［u'monday'，ｕ,said.，ｕ'oil'，ｕ'iraq'，ｕ'attaCk5'，ｕ・two，］

0.42176099436ユ［u,man,，ｕ'was,，ｕ'year‘，ｕ‘his,，ｕ,old,，ｕ'kidnapping'］

仙jIlされたパターンの数が非術に小さいため、どのパターンとも似通っておらず、ｎ身のパターンも

持っていない孤児状態の把りIもいくつかｲjt在する。次のようなものである。

U､５．FilesChargesinFannieMaeAEcountingCase

0.856087848533【u,man.，ｕ‘was‘，ｕ‘year'，ｕ,his'，ｕ，old'，ｕ･kidnapping‘］
o､784659717694［u，Elimber5，，ｕ'hood‘，ｕ‘have,，ｕ‘their,，ｕ‘may'，ｕ，deaths'］
o､562439763693［u･will'，ｕ'5mith'，ｕ，new5.,ｕ,office'，ｕ'box‘，ｕ‘all'１

この例では上位の特徴たちでも側辿はしておらず、ほとんどランダムに見える。幸巡なことにこの

ケースではjltみが非常に小さいため、この特徴たちは実際にはこの記邪には当てはまらないということ
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が町単に分かる。

10.5株式市場のデータを使用する

ＮＭＦはIii謡のカウントのような名義データを扱えるだけでなく、数仙データに対しても適している。

このセクションではこのアルゴリズムがYahoo1FinfmCCからダウンロードしたアメリカの株式Ilj鵬の

取りlIitのデータに対してどのように適用できるかについて検討していく。このデータにより煎饗な取引

1-1のパターンが見えたり、複数の株が取引される要因が見えてくるかもしれない。

株式市湯にはものすごい数の人々が参加しており、各自がそれぞれの持っている独自の梢fMや侃I）

を蛙に行動し、価絡や取り|爪のような少jjtの川ﾉJのセットを生み川している。これはまさに典介知の典

ｊＭ的な例である。将来の価格を州ﾘすることに関しては、個々人がこの巣合知よ'〕もよい剛ﾘをするこ

とは非術に困難であることが征明されている。株式市場ではどのような個人よりも集団の人々の方が値

を付けることにより成功することを示す学術的な潤在結果もたくさん存在する。

10.5.1取引量とは何か？

特定の株に対しての取引肢とは、与えられた期11M内（迎常は１１i）に光られたり、問われた株券の数

のことである。lXIlO-7はYahoo1株のチャートであり、ＹＨＯＯというテイツカーを表示してある。上部

の折れ線は終値であり、その日の取引の一冊股後の値段を表している。樵グラフは取引侭を炎してい

る。

図10.7価格と取引量を示す株価ﾁｬｰﾄ
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取りllitは株価に大きな褒化があった珊介に多くなっている傾Ｉｉｌｌがある。これは会社が正大な発炎を

したり、決棟fM告をリリースする蛎介によく起こる。また、その公社もしくはその梁界へのニュースが

原因でも急激に期えることがある．外的なイベントがなければ、それぞれの株の取引量は通常は(必ず

とはいえないが)一定の値を保つ。

本車では、いくつかの株の取引iitを時系列で見ていく。これによ')拠政の株に即臨に影癖をj７°える

取引iitの変化のパターンや、他への影智が強く、それ脚身が特徴となるようなイベントを閥くることが

できる。ここで終仙ではなく取引量を扱っている理由としては、ＮＭＦはＪ１:いに足し合わせられるよう

な負ではない値の特徴を見つけ出そうとするが、価格の場合はイベントに反応して下がることもあり、

そのような負の特徴たちはＮＭＦでは見つけ川せないためである。しかし、取引litは外部からの影郷に

反応してj仲加しかしないため、モデル化が存助であI)爪の仙の行列を作るのに適している。

10.5.2Yahoo1Financeからデータをダウンロードする

Yahoo1Financeはすべての強類の財務データをダウンロードできるすばらしいリソースである。こ

こでダウンロードできるデータには株価、オプション、為替レート、祉悩利息のレートなどがある。ま

た、過去からの株価と取り脈のデータを、iil･称しやすいＣＳＶフォーマットでダウンロードすることも

できる。http:"ichart,fmance・yahoo・com/table,ＣＳＶ?s=ＹＨＯＯ＆〔l=11＆c=22＆に2006&g=d＆a=3&l〕=１

２&c=1996&ignore=・csvにアクセスすることで、u々 の株のデータをコンマでは切られたファイルとし

てダウンロードできる。最初のいくつかの行を取り出してみると次のようになっている。

Date,Open,High,Low,Close,volume,Adj・Close＊
2006-12-22,25.67,25.88,25.45,25.55,14666100,25.55

2006-１２－２ﾕ'25.7ﾕ,25.75,25.ﾕ3,25.48,27050600,25.48

2006-ﾕ2-20,26.24,２６.ﾖ1,25.54,25.59j24905600,25.59

2006-12-19,26.05,26.50,25.91,26.41Ｊ189泊800,26.41

2006-ﾕ2-18,26.89,26.97j26.07,26.30Ｊ'9431200,26.30

それぞれの行は11付、初めと終わりの仙段、取引敏、調整後終値を含んでいる。調整後終値とは株

が分割きれたり配当金が支払われることも‘;1.算に入れて、もしあなたがこの株を１日保持していたらい

くらのお金が椋げたのかを計算したものである。

この例では、いくつかの株の取り脈のデータを使う。stockvolume･pyという瀦前のファイルを作り

次のコードを神き込もう。これはテイッカーのリストを基にＣＳＶ形式のデータをダウンロードし、ディ

クショナリに格納する。また、このコードはどのデータがもっとも少ない11数記録されているかを追跡

する。これは観測データの行列の縦のサイズとして利用きれる。

importnmf

importurllib2

fromnumpyimPort＊
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tickers宮[‘YHOO',,AVP','BIIB‘,'BP‘,‘CL',，〔VX'’
’０NA','EXPE','COO６，，，PC1j'XON','ANCN'］

Shortest=３００

prices={｝
dates画None

fortintickers：

＃ＵＲＬをオープン

roN5=urllib2､urlopen('http:〃iChart・finance,yahoo､com/table･ＣＳＶ?‘+、

’5=%s&d=ﾕ1&e=２６&f=2006&g=d&a=3&b=１２&c=ﾕ996'%ｔ＋、
,&ignore雪.ＥＳＶ').readlines(）

＃各行の取引量のフィールドを抽出

prices(t]弓[float(r,split(，,，)[５１）ｆｏｒｒｉｎｍｗｓＩ１:］ｉｆｒ.Strip()!雲.‘］
iflen(prices【t})くShorteSt：Shortest=len(PricesIt】）

ifnotdates：

dates=[r・Split(',，)ＩＯ１ｆｏｒｒｉｎｒＯＮＳ[１:］ｉｆｒ･StriP()1雲'‘］

このコードはそれぞれのテイッカーシンボルのＵＲＬを１Ｍきデータをダウンロードする。そしてそれ

ぞれの行をコンマで分割し、株式の取引量である５番Ｈの浮動小数値をとり、リストを作る。

10.5.3行列の準備

次のステップでは、これをＮＭＦｌＭ数に入れ込むことができる形の観測データの行列に愛形する。こ

れはネストされたリストを作るだけのili純な問題だ。リストの内側のそれぞれのリストは、それぞれの

日の株たちの取引最のリストになるようにする。たとえば、次の例で考えてみよう．

Ⅲ4453500.0,

【5000100.0,

【5222500.0,

［6028700.0,

...］

84Z400.0,1396100.0,188弧00.0,1281900.０，…］

ﾕ486900.0,3317500.0,2966700･0,1941200.0,．・・

ﾕﾖ8ﾖﾕO0.0,3421500.0,288弱00.0,ユ994900.0,…

1477000.0,8178200.0，2919600.0,2061000.0,…］

このリストは、もっとも雌近のＨ付には、ＡＭＧＮは4,453,500の株が光Ⅲされ、ＡＶＰは842,400

の株式が光岡されたというようなことを表している。そのIiiIHにはＡＭＧＮは5,000,100、ＡＶＰは

1,486.900取引されている。これをニュースの例と比較してみると、先ほどの記蛎の部分が日付に該当

し、蝋裾は株に該当し、単語の出現数が取引量に該当する。この行列はリスト内包を利用することで

iijlI1Lに作成できる。内側のループはテイッカーのリストをループし、外側のループは観測日のリストを

ループしている。このコードをstoEkvolume.Pyの雌後に付け加えよう。



１１=【[PriCe5{tickers{i]][j］
ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(tickerS))］

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(Shortest)］
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10.5.5ＮＭＦを走らせる

これで、あとはnmfモジュールのfactorizeIIU散を呼び川すだけだ。探し出す特徴の数を決める必

要があるが、株の数がそんなに多くないのであれば4か５程度がよいだろう．

次のコードをStoEkvolume・pyの峨後に付け加えよう。

w,h＝nmf･faCtorize(matrix(lﾕ),PC=5）

Printh

printW

これをコマンドラインから呼び出して、動作を確遡することができる。

＄PythonStockvolume･Pｙ

これで我示きれる行列たちは亜みと特徴の行列である。特徴の行列中のそれぞれの行は特徴である。

特徴は株の取引価の集合であり、他の特徴たちと足し合わせることでその11の取引最データを111柵築

できるようなものである。砿みの行列Ｉ11のそれぞれの行は符定の11を没しておI)、その仙はそれぞれの

特徴がどの税度その日に当てはまるかということを衣している。

10.5.6結果を表示する

この行列を１１１１:接解釈することは当然離しい。そのため、この特徴をもっと良いやり方で炎永するた

めのコードが必要になってくる。あなたが見たいのはそれぞれの将微のそれぞれの株に対する取りlIit

の分布と、それらの特徴にもっとも強く側巡のあるＨ付たちである。

次のコードをStockvolume・pyの品後に付け加えよう。

＃すべての特徴たちをループする

foriinrange(shape(h)[o])：

printo1Feature％｡'’％ｉ

＃この特徴の上位の株たちを取得

Cl=[(h【i,j],tiCkerS[j]）ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(shape(h)[１])］
Cl･SortO

ol､reverSeO

forjinrange(12)：
ｐｒｉｎｔｏｌＵ］

print
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＃この特徴の上位の日付を表示

porder雲[(w[d,i}』d）ｆｏｒｄｉｎｒａｎｇｅ(ﾖ00)］
porder､sortO

porder・reverse(）

Print［(PIO1,datesIp[１，）ｆｏｒｐｉｎｐｏｒｄｅｒＩＯ:3]ｌ
Print

火lItのテキストになるため川〃はファイルヘリダイレクトする力が賢明である。コマンドラインで次

のように入力しよう。

＄Pythonstockvolume･Ｐｙ＞stoEkfeatures･txt

これでstoCkfeatureS・txtには特徴のリストが神き込まれた。ある特徴に対してどの株たちがその

将微に強く当てはまるかということと、どのＨ付にその特徴がもっとも強く現れているかということが

このファイルには戦っている。以下にこのファイルから遊び出した特定の株、符定の日に強い砿みを持

つ例を挙げる。

Feature4

(7452411ﾖ.2ﾕﾖ559602,,YHOO'）
(616571ﾕ.6749675209,,COO6,）
(5539688.05ﾖ8ﾖ82991,’XOM'）

(z537144.3952459987,,CVX'）
(1283794.0604679288,,PC‘）

(1160743.3352889531，’8P‘）
(1040776.8531969623,,AVP’）
(811575.28223116993,.8IIB'）

(679243.769Z3785623,‘DNA'）
(377356.489776ﾖ988,,〔L'）

(353682.3780034ﾖ882,,EXPE，）
(0.ﾖ1ﾖ45784ﾕ02699459,‘ANGN'）
I(7.950090052903934,,19-ｺul-06')，
（4.7278ﾖ41805021329，’19-Sep-O6‘)，
（4.604994772197ﾕ245,,18-]an-O6‘)］

この時微はもっぱらＹＨＯＯのみに当てはまり、２()06年７ﾉ119日に強く当てはまるということが見て

とれるだろう。これはYahOo1が収益予想を発表した日で、非常に多くの取引がなされたＵだった。

いくつかの会社に均輔に当てはまるような蒋徴については次を見てみよう。

FeatureZ

(46151801.813632453,

(24298994.720555616,

(10606419.91092159,

(7711296.6887903402,

’６００６，）

,YHOO'）

'PC‘）

，CVX‘）



(4711899.006787ﾕ698,,BII8‘）
(4423180.7694432881,,XON，）
(3430492.509661Z777,.DNA,）
(z882726.8877627672,‘EXPE，）
(2232928.7ﾕ8ﾕ2026ﾖ９，‘CL'）
(2043732.4392455407,,AVP，）
(19340ﾕ0.2697886101,’BP‘）

(18ｍZ56.8664912341,,AMGN，）

{(2.9757765047938824,‘20-]an-o6‘)，

（2.862779ﾕﾖZ5829448,,28-Feb-06，)，

（2.ﾖ561579030211羽，’3ﾕーMar-06,)，
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この特徴はGooglUの取り職が非州に大きかった1.1を炎している。上位3つはニュースイベントのせ

いである。もっとも側巡の強いuであるlH20pはGoogleが検索エンジンの使川についての情湖を政

府には渡さないことをアナウンスした11である。この特徴で面白いのは、このイベント自体はYahoo1

にはほとんど関係のないことであるにも関わらず、Googleの取引鼠だけでなくYahoo1の取引量にも大

きな影郷が出ているという点である．リストの２HflJのⅡ付はGoogIeの最高財務貨征将が成災が鈍く

なっていると発我した時にあった取引jiI:の忽激な山である。チャートによるとこの日YIlhoo1の取引)ｉｔ

も瑚加している。これは多分、この情側がYnhoo1に影響を与えると誉えた人々による影郷であろう。

ここで今あなたが兄ている手法と、Ｌ二つの取引量の相関を単純に探し出すというやり方の違いを認

蛾しておくことは大ﾘIなことである。先ほど見せた三つの特徴は、GoogleとYahoo1は時には同じよう

な取引尿のパターンになることもあれば、それぞれがまったく別々に動くこともあるということを示し

ている。机IMIだけを兇ていては、これらの側係はすべて扇ド均化されてしまい、Yahc〔》1が大きな影郷を

与えるようなアナウンスをしたロはほんの数１１しかない、という111災なども消え去ってしまう。

この例では単純に税明するために株を少数遊んで利用して来たが、もっと多くの株を利用して、探

すパターンの数も期やすことでさらに複雑な州而関係が明らかになるだろう。

10.6エクササイズ

1.ニュースソースを変更する

本章での例では純粋なニュースをソースにⅢjいた。これに人弧のある政治プログを付け加えてみ

よう（ブログを探すにはhttp:"techllomti・comが便利である)。結果にはどのような影呼があるだ

ろうか？政泊的なコメントに強く)'1てはまるような特徴はあるだろうか？ニュース記珊に関す

るコメントたちは簡単にグループ化できるだろうか？

2.Ｋ.mear喝クラスタリング

ｉ化'１iの行列には階肘珊のクラスタリングが仙川されていたが、K-mennsクラスタリングを使って

みるとどうなるだろうか？それぞれのｊＩｄｌｌｌをうまく分離するにはクラスタはいくつ必嬰になるだ

ろうか？これはすべてのテーマを抽出するのに必要な特徴の数と比べるとどうだろうか？
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3.因子分解の最適化

行列を囚子分解するために、あなたが5単で作った雌適化のコードが利川できないだろうか？こ

れにより、早くなる？迎くなる？どうすれば結果を比較できるだろうか？

4.停止の基準

木蹴のＮＭＦアルゴリズムはコストが0になるか、繰り返しのIml数が鼠大仙に述すると停止する。

ときどき雌適な解に述していなくても、改蒋がほとんど停止する場合がある。コストが1パーセン

ト以上改沸きれなくなるとコードを停止するように改造せよ。

5.表示のやり方を考える

本蹴での結果を表示するための関数はシンプルであり亜嬰な勝徹たちを表示してくれるが、たく

きんの前後IMl係を失ってしまう。結果を炎示する他の方法を考えてみよう。オリジナルのテキスト

と一紺に肥ﾘFを我示し、それぞれの特徴のキーワードをハイライトするIMI数や、爪饗なⅡ付がはっ

きりと枕み取れるような収引賦のチャートを描く関数を書いてみよう。
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本瞥を通じ、ここまでざまざまな問題について見て来た。そしてそれぞれに対し、特疋の'１M題を解

決するのに適しているアルゴリズムを適用して来た。いくつかの例ではパラメータをいじったり、雌適

化の技術を使用してよいパラメータを探す必要があった。本章では問題を解決するためにちょっと変

わった方法をとる。ある1111題に対し得て雌適なアルゴリズムを選ぶ代わりに、１１１１題を解決するのに蚊

適なプログラムを自動的に作り_上げようと試みるプログラムを作っていく。つまり！あなたは本単で

アルゴリズムを作り上げるアルゴリズムを作って行くのだ！

そのためには遺伝的プログラミングという技術を利用する。本章はあなたがまったく新しいタイプ

のアルゴリズムを学ぶ峨後の章であるため、新しくて輿脅させてくれる、そして現在活発に研究が進

められているトピックとしてこれを選んだ。本京では他の康とは異なり、オープンAPIや公共のデータ

セットなどは用いない。プログラム自身が多くの人々との相互作用を鵬に脚身を改造して行くことがで

きるというのは非常に面白く、これまでとは別の柵頬の襲合知であるといえる。遺伝的プログラミング

というのはこれまでに数多くの書籍が書かれているような非常に広大なトピックであるため、ここでは

あなたは入り口に触れる棚庇しかできないだろう。しかしそれでもそのIIJ能性はあなたを十分に興奮さ

せ、自分でざらに渦在したり災験したいと忠わせることだろう。

本章では二つの問題について取り扱う。与えられたデータセットを膳に数学的な関数をIIj栂築する

という問題と、人口知能(AI：Artihciallntelligence)による単純なボードケームのプレーヤーを自動

的に作り上げるという|川迦だ。これは遺伝的プログラミングの可能性のほんの一例に過ぎない－解

決のために遺伝的プログラミングを適用できるようなIⅢ題では、制約となるのはコンピュータのパワー

だけである。

11.1遺伝的プログラミングとは？

避伝的プログラミングとはﾉk命の進化にインスパイアされた機械学判の技術である。通'肘は大賊の

プログラムの集合(築団と呼ばれる)からスタートする。このプログラムたちはランダムに生成されるか、

手作業で作られたほどほどよい解決法たちである。そしてプログラムたちはユーザが定義したタスクを
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解くために岨紗する。これはプログラムlIjl士が直接互いに醜い合うようなケームでもいいし、どのプロ

グラムがよい納果を残すかという個々のテストでもよい。この雌争が終了したら、ベストからワースト

まで、プログラムの順位が決定される．

次に－そしてここが進化の部分である一もっともよいプログラムたちは２棚類のやり方で複製、

改造きれる。シンプルな方のやり方を突然変異という。このやり方では、プログラムの特定のパーツ

の性能がよくなることを期待されながら、ほんの少しずつランダムに変更される。もう一つのやり〃を

交叉という（交配と呼ばれることもある)。これはもっともよいプログラムたちの中のどれかから、その

一部を取り出し、他のよいプログラムたちどれかの一部と入れ替える。この複製や変災の過程により、

もっともよいプログラムたちを基にした（しかし異なる)たくさんの新たなプログラムたちが作られる。

それぞれの段階で、プログラムのIYlWiは適合度関数を利川してi州ﾘされる《,災、のサイズは一定で

あるため、魁いプログラムの多くは新たなプログラムのスペースを確保するために典川から淘汰きれて

いく。新しい巣州は「次１１t代」と呼ばれる。そしてすべての過程がまた繰り返される。もっともよいプ

ログラムたちはそのままか、改造された状態で残るため、枇代が新しくなるたびにどんどんよくなって

いくことが期待される。これはティーンエイジャーが彼らのIllhj親よりも賢いことがあるのによく似てい

る。

終了条件に述するまで新たな世代は作られ続ける。この条fl:をどのようなものにするかは、対象と

している問題にもよるが、次のようなものが考えられる。

完全な解決法が発見されたとき

十分によい解決法が発見きれたとき

何枇代かにわたり改善が見られなかったとき

世代の数が特定の止限値に達したとき

特定のI川迦、たとえば入力の集合をI旅に出力する政学的な１１０数を探すようなIH1題であれば完全な

解決法を探すことも'1｢能である。しかし、ボードケームのようなＩＨＩ題では解決法の1W,質というのは雌1．

相手の戦略によるので、完全な解決法というのは存在しない。

遺伝プログラミングのプロセスを図11-1のフローチャートに示す。

11.1.2週伝的プログラミングＶＳ遺伝アルゴリズム

５章では関迎のあるアルゴリズムである過伝アルゴリズムを紹介した。遺伝アルゴリズムは進化的な

プレッシャーを利川して妓適な解を求める段通化のテクニックである。どのような形の鹸適化でも、ア

ルゴリズムか尺度鵬峨を選択したら、後は1M純に妓適なパラメータを探し出そうと試みていく。
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図１１．１週伝的プログラミングの概要

週伝的プログラミングの成功

遺伝的プログラミングは1980年ごろから世に出てきたが、コンピュータのパワーを要したた

め当時利用側I能だったコンピュータのパワーでは単純な|川迦にしか適用することができなかっ

た。しかし、コンピュータが高速になるにつれ、人々は遺伝的プログラミングをもっと洗練され

た問題に適〃lできるようになった。遺仏的プログラミングを川いて、過去に特iIﾔを取った発lﾘＩ

が激多く再発見されたり、改良されてきた。そして雌近では新たに符杵を取れそうな発明がコ

ンピュータによりなされている。

遺伝的プログラミングの技術はＮＡＳＡのアンテナをデザインするのに利Ⅱ'されていたり、

フォトニック緋IMI、光学、量子コンピュータシステムやその他の科学的な発明に利用されてい

る。また、チェスやバックギャモンのような、さまざまなケームをプレイするプログラムを開発

するのにも利川されている。1998年にはカーネギーメロン大学のロボツトチームが、すべてを

遺伝的プログラミングで行ったロボットでRoboCupサッカーコンテストに参戦して、真中程喚

の成績を収めている。
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蛾適化の時とl‘jl禄、遺伝的プログラミングは解決法がどの程度よいものかを計る方法を必婆とする。

しかし、雌逸化とは異なl)、ここでいう解決法とは7．えられたアルゴリズムに当てはまるようなjIiなる

パラメータ典合ではない。むしろアルゴリズム自身であり、そのすべてのパラメータは進化的なプレッ

シャーによりI:l動的に設計される。

11.2ツリー構造のプログラム

テストをおこなったり、突然変異したり、生殖されることが可能なプログラムを作るためには、それ

らをPyth《ｍコードで表現し､動作させる手段が必要である。この表現はiWIMに変更できる必要があり、

何より爪饗なのは実際のプログラムであることが保証されている必喫がある一ランダムな文字列を

生成しそれをPythonのコードとして利川しようとしても動作はしない。研究荷たちは遺伝的プログラ

ミングのプログラムを表現するためのさまざまな方法を与え出して来た。もっとも一般的に利用きれて

いるのはツリーによる表現である。

ほとんどのプログラミング首脳では、コンパイルされたり、インタープリタで読まれる際に、まずは

解析木の形にされる。この解析木はこれからここで見ていくものによく似ている（Lispとその派堆のｊ

語たちでは解析木を直接入力する)。解析木の例を図11-2に示す。

図１１－２ツリー栂造のプログラムの例

deffunc(x,y)：
ｉｆｘ>３：

…一…爵一……

車③車
!･･････蕊．．…･；！…･･･ｊ：･･･…；§･･…･蕊･･･…i

Ei.I由画嘩画轍

それぞれのノードは子ノードへの操作か、仙を持つ愛数などのような終蝋を表現している。たとえ

ばIIlで炎肥されているノードはその２つの枝を足し合わせる操作であり、この助合Ｙと５を足し合わせ

る。このポイントは評価された後、上位のノードに渡され、上位ノードはその枝たちに対して処理を行

う。また、ノードの1つが"if‘であることに注目して欲しい。これは一一稀左の枝が真であれば、中心の

枝を返す。もし典でなければ一稀右側の枝を返す。

このツリーに対応するPythOnの間数は次のようになる。



returnｙ＋５
else：

ｒｅｔｕｒｎｙ－Ｚ
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肢初はこのツリーは非常にiii純な間致を作るのにしか使えないと思うだろう。巷えてほしい点が2点

ある。一・つ[1は、ツリーを柵築しているノードはガウス側敷などのような非常に槻雑なIMl数にもなりう

るという点である。二つ1-1は、ツリーI|ｵの上位のノードを参照することでツリーを{I州I)的にできるとい

う点である。このようなツリーを作ることでループを行ったり、もっと複雑な制御櫛造が可能になる。

11.2.1PythOnでツリーを表現する

ここまででツリープログラムをPythonで作る用愈ができた。ツリーはいくつかの『･ノードを持つ

ノードからできている。このｆノードの数はそのノードに側巡づけられている機能によって変わる。あ

るノードはプログラムに渡されたパラメータを返し、またあるノードは定数を返す。そして子ノードに

対する操作を返すような非柑に興味深いノードも存撤する。

ｇｐ・pyという名iiiIのファイルを作り、fWrapper，node，paraImode，constncdeの4つのクラスを作

ろう。

fromrandomimportrandomDmndint,choice

froIncopyimportdeepcopy

frommathimportlog

cla5sfwrapPer：

def--init-(self,function,childCount,name)：
self,function=function

self・childcount=Childcount

self､name=name

cla5snode：

def--init--(self,fW,children)：
self･funEtion=fW､function

self,name=hw･naIT1e

self・children=children

defevaluate(Self,inp)：

re5ults=【n.evaluate(inP）ｆｏｒｎｉｎｓｅｌｆ,Children］
retum5elf・funCtion(result5）

cla5sparamnode：

def--init--(self,idx)：
Self･idx=idx

defevaluate(Self,inp)：

returninP[Self・idx］
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clas5constnode：

def--init__(Self,v)：
self.vごv

defevaluate(self,inP)：
retumself･ｖ

これらのクラスは次のようなものである。

fWrapPer

関数ノードで利川される間数のラッバー・メンバ変数は関数の端前、関散自身、それが受け取る

パラメータの散である｡

､ode

関数ノード(子を持っているノード)のクラス。fwrapperによって初期化きれる。evaluateが呼び

出されると、子ノードを評価し、関数をその結果に適用する．

paramnode

プログラムに渡されたパラメータたちの一・つを返すだけのノードのクラス。evaluateメソッドは

idxで桁定されたパラメータを返す。

Constnode

定数を返すノード。evaluateメソッドはIli純に初期化された時の仙を返す。

次にこのノードたちに辿ⅡlするIMl数を定渡してみよう。そのためにはlNl散を作った後、fwrapperを

使ってそれに名前を付け、パラメータの数を付ﾂ･する必要がある。次の間散のリストをgp・pyに付け加

えよう。

addw=fwrapper(lambda
5ubw=fwrapper(lambda

mulw=fwraPPer(lambda

l:l【O]+l[ﾕ],2,'add，）

１８１[O]－１【1],2,,Subtract‘）

l:l[O]*l[１],2,'multiply,）

defiffunc(1)：

ｉｆｌ[o]>o3returnlIﾕ］
else：returnｌ{Z1

ifwsfwrapper(iffunc,３，‘if'）

defisgreater(1)：
ｉｆｌ〔o]>l[1]：returnユ
ｅｌｓｅ：returno

gtw=伽raPPer(isgreater,2,‘isgreater‘）
fli5t=Iaddw,mulw,ifw,gtH,subw］

addとsubstractのようなjli純な関数はlambdaを使ってインラインで定稚できる。それ以外のものは

別のブロックで定義する必要がある。どちらの勘合でもそれらは名前と必嬰とするパラメータの数が



defexampletree()：
retumnode(ifw,［

、ode(gtw,Iparamnode(O),constnode(3)])，
、ode(addbv,【paramnode(1),con5tnode(5)])，
ｎode(subw,[paramnode(1),constnode(2)])，
】

）

11.2ツリー描造のプログラム

Pythonのセッションを起動してあなたの作ったプログラムをテストしよう。

1２７７

fWrapPerでラップされる。雌後の行ではこれらを後で無作為に選べるように、すべてのIMj数のリスト

を作っている。

11.2.2ツリーの構築と評価

これで今作った､odeクラスを仙って例11-2のようなツリーを作ることができる。ｇＰ･Pyにツリーを

作るためのexampletree関数を付け加えよう。

このプログラムは同等のコードブロックと同じlMl数としてうまく動作する。つまり、あなたはPython

中に小さなツリーベースの司禰とインタープリタを柵築したということになる。この百冊はノードタイ

プを追加することで伽単に拡吸することができる“これは本歳の週1次的プログラミングを剛解する聴本

として役厳ってくれるだろう。これがどのように助作するのかを確拠に叩解するために、いくつかのプ

ログラムツリーを自分で作って試してみるとよい。

11.2.3プログラムを表示する

遺伝的プログラミングではプログラムツリーを121動的に作っていくため、その僻造がどのようなもの

かあなたは分からない。それをiW単に解釈できるように災示する手段を持っておくということはjR要

である。幸巡にも､odeクラスはすべてのノードが関数のお前の文字11を持つよう設iil･されているため、

表示のための関数は単純にこの文字列と了ノードの災示用の文字列を返せばよい．読みやすくするた

め、表派の際はY･ノードをインデントしておけばツリー内の親子関係がビジュアル的に特定できる。

、odeクラスにツリーの文字列災現を災示するdisplayとい．うメソッドを新たに付け加えよう．

imPortgP
examp1etree=gp･examP1etree(）

examp1etree・evaluate<[Z,ﾖ]）

ジ
ン
ジ
ン

ン
ア
ン
，

，
ジ
ン
－
ア
８

examPletree・evaluate([5,ﾖ】）
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defdiSPlay(Self,indent=O)：

Print（，，率indent)+self,ｎａｍｅ
ｆｏｒＥｉｎ５ｅｌｆ･Children：

ｃ,display(indent+1）

paramnodeクラスのためのdisplayメソッドを付け加える必要もある。これは単純にそれが返すパラ

メータのインデックスを斐拡する。

defdisplay(Self,indent=o)：

print‘%Ｓｐ%｡,％（，，*indent,Self・idx）

蚊後にEon5tnodeクラスにも同じく付け加えよう。

defdi5play(Self,indent=0)：

print，%5%d‘％（‘，*indent,self.v）

ツリーを炎示するためにこれらのメソッドを使ってみよう。

>>＞reload(gp）

<Inoduleogp0from･gp・py0＞

>>＞examPletree=gP・exampletree(）
>>＞exantPletree､disPlay<）
if

isgreater

PO

ヨ

ａｄｄ

ｐユ

５

subtraCt

p1

Z

もしあなたが7噸を挑み終えているなら、これは決定木を我示する方法と似ていることに弧づくだろ

う。７章ではツリーをもっとグラフイカルにきれいで鋭みやすく表示する〃法についても紹介した。や

りたければ、Ｉ‘1じアイデアを用いてツリープログラムをグラフイカルに表示してみてもよいだろう。

11.3最初の集団を作る

遺伝的プログラミングでは鹸初のプログラムたちを手作業で作ることもできるが、たいていの珊合は

ランダムなプログラムの集合で作ることが多い。このやり方であれば、問題を解くためのプログラムを
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わざわざ作る必要がないため、始めるのがより容易である．また、これにより初期の典Ⅲにより多くの

多根性が産まれる－あるプログラマによってデザインされた特定のＩＭＩ題を解決するためのプログラ

ムは似たようなものになる傾向がある。そういったプログラムは正答に近いような回答を返すが、これ

は理想的ではない。多様性がどれほど大ﾘＩであるかということについてはこの後すぐ学んでいく。

ランダムなプログラムを作るということは、ランダムなlIU数に関連付けられたルートノードを作

り、必要な数のランダムな子ノードを作ることである。了･ノードは、さらに自身のランダムな-ｆノー

ドを持つ。ツリーで動作する多くのⅢ数とIIjl様、これは11j帰的に定淀することができる。新たに

makerandomtree側散を新たにgP・Pyに付け加えよう。

defmakerandomtree(ＰＣ,maxdepth=4,fpr=0.5,ppr=0.6)：
ｉｆrandom()<fprandmaxdePth>0：
ｆ=choiEe(flist）

Children雪[makerandomtree(PC,maxdePth-1,fPr,PPr）

foriinrange(f・Childcount)］
xeturnnode(f,children）

elifrandom()<ppr：
returnparamnode(randint(０，pE-1)）

else：

retumEonstnode(randint(o,10)）

この関数はランダムな関数でノードを一つ作り、そのIMl数がいくつの子ノードを必要とするかを確遡

し、すべての子ノードのために自身を呼び川して新たなノードを作る○ツリー余体はこのようにして枇

築され、関数がｆノードを必要としない珊合(つまI)間数が定散か人力変数を返すまで)に枝は終丁す

る。本章を通じて利用されるp仁というパラメータは、ツリーが人力として受け取るパラメータの数で

ある。fprというパラメータは新たに作られるノードがⅢ数ノードである確率を炎し、PPrはノードが

間数ノードでない場合にparamnodeである確率を表している。

PythOnのセッションで新たなプログラムをいくつか作るためにこの関数を拭してみよう。変数を変

えるとどのような紬果が得られるか確似してみよう。

>>＞randomﾕｺgp・makerando耐tree（２）

>>＞random､evaluate(【7,ﾕ】）
７

>>＞randomﾕ.evaluate([Z,4】）
２

>>＞randomZ=gp･makerandomtree(2)
>>＞randomZ･evaluate([5,ﾖ]）
１

>>＞randcmZ・evaluate(【5,ZO]）
０
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もしプログラムのすべての終端ノードが定数であれば、プログラムは人力パラメータをまったく参照

していないことになり、どのような人ﾉJを渡しても結果はl‘りじとなる。ランダムに雌成したツリーを炎

永するためには、IiiIのセクションで定饗した関数を利用することができる。

>>＞random１．di5P1ay(）
ｐＯ

>>＞randcmZ・display(）
SubtraCt

７

multiPly
i5greater

po

Pユ

ｉｆ

ｍｕｌｔｉＰｌｙ

ｐｌ

ｐｌ

ｐｏ
２

それぞれの枝は｡ｆを持たないノードになるまで成民を続けるため、ノードのいくつかは非常に深くな

るだろう。これが深さの最大値の定数を含めておくことが火11である理由である。そうでなければ、ツ

リーはスタックをオーバーフローするぐらい大きくなる可能性もある。

11.4解決法をテストする

これであなたはプログラムを自動的に作り上げるために必饗なものをすべてを持っているということ

になる。正しいプログラムが生成されるまで、ランダムにプログラムを１１k成することもできるが、この

やり方はIﾘjらかに川脱げている。組み合わせは無限にあり、時ⅢIをかけたところで、１１{椿にたどり筋く

ことはありそうにない。解決法が正杵であるかどうか調べ、１１当でない場合でもそれがどの程庇疋答

に近いかを決める方法について検討しておく必要がある．

11.4.1単純な数学的テスト

遺伝プログラミングのテストの〃法のI|'でもっとも前lliなのは、IIi純な数学的側散をllj柵蕊するテス

トだ。たとえば、災11-1のような入力と川力が与えられた腸介について考えていく。

ＸとＹから何らかの結果を導きだすIMI数があり、それが何なのかあなたには知らされていない。統計

家であればこれを凡て、1,1帰分析を拭みるだろう。しかし、それを行うには雌初に数式の柵造を推測

する必要がある“別のやり方としては８噸で行ったように、Ｋ近傍法をⅢいて剛リモデルを作I)上げる

というやり方があるが、そのためにはすべてのデータを保持する必要がある。


