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愉 章

アルゴリズムのまとめ

本書ではさまざまなアルゴリズムを紹介して来た。もしあなたが例題たちに取り組んできていれば、

それらの多くを実装したPythonのコードを手にしていることだろう。これまでの章では、それぞれの

章で紹介されるアルゴリズムとその蝋仙に、例題を通じて取り紺む櫛成となっていた。本卓はそれら

のアルゴリズムたちに対するリファレンスである。そのため、もしあなたが新しいデータセットに対し

てデータマイニングや機械学ｗを行いたいときには、この軍のアルゴリズムを確縫し、どれが適切であ

るかを判断すれば、既にあなたが沸いたコードを使ってデータを分析することができる。

アルゴリズムの詳細を知るために本許をさかのぼるという手間から開放するため、それぞれのアルゴ

リズムについての詳細、その原理についての商レベルの概観、適川できるデータセットのタイプ、そし

てあなたがｉｊドいたコードをどのように走らせればよいかについて脱明する。また、それぞれのアルゴリ

ズムの強みと弱み（アイデアをあなたのボスに光り込む方法も）についても述べる。いくつかのケース

ではアルゴリズムの詳細を説明する手助けとして例題を用いる。それらの例題は非常に蝋純化してあ

る。それらの多くはあなたがデータセットを兇るだけで問題を解決できるくらい単純化してあるが、概

要をつかむためには非常に役立つだろう。

まずは教師あり学１Wの手法たちについて蝋lUIしていく。牧師あり学習の手法ではトレーニングした例

を基に、分頬や値の予測を行うｃ

12.1ペイジアン分類器

ベイジアン分類器は６章でカバーされている。６歳ではドキュメント分類システムの作り方について

見てきた。このシステムはスパムフィルタリングや、あいまいなキーワード検索を紫にドキュメントの

集合を分割するのに利用きれていた。

すべての例題はドキュメントについて取り扱っているが、６京で細介したベイジアン分類器は、特徴

のリストに変換できるようなデータセットであれば、どのようなものに対してでも動作する。狩徴とは、

Ｊｊ,えられたアイテムの中に存在するか否か叩.純に判断できる何かである。ドキュメントのケースでいう

と、符徴とはドキュメント中の単語である。しかし、これらは'E体不明のオブジェクトの特色であって
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12.1.1

例えば描欠の兆候のように、イ縦するか秤かを判断できるものであれば(叩でもよい。

トレーニング

すべての牧師ありの手法と同様に、ベイジアン分類器も例を通じてトレーニングされる。それぞれの

例はアイテムの狩微とそのアイテムの分賦のリストである。もしあなたが，‘python‘'という単語を含ん

だドキュメントがプログラミング,iriI冊についてのものなのか、それとも蛇についてのものであるのかを

分顛できるように分馴器をトレーニングしたいとする。トレーニングセットのサンプルとしては表12-1

のようなものになる。

表１２．１ドキュメント典合の特徴と分類

特徴

PythonsareconstrictorsthatfeeｄｏｎｂｉｒｄｓａｎｄｍａｍｍａＩｓ

ＰｙｔｈｏｎｗａｓcriginaIIydevelcpedasascriptinglanguage

A49･ｉｔ.･IongpythcnwasfoundinIndonesia

Pythonhasadynamictypesystem

PythonwilhvMdscaIes

Opensourcep｢oject

蛇

０．１

０．６

０２

０１

０．９５

このテーブルはトレーニングの後、特徴たちはさまざまなカテゴリにさらに強く関連するようになる

ことを,j§している。‘'constrictor''というlIii冊は蛇に対して商い確率を持っており、，Idynamici'というili

iMiはプログラミング,i｢iIHに対して尚い確》州を待っている。'，and‘'のように哩味なiliII冊は両方のカテゴリ

に対して同じような碓＊を持っている(『‘ｍ,｡‘'というlIi綿はカテゴリによらず、ほぼすべてのドキュメン

トに川現する)。トレーニングされた分顛器とは、特徴たちとその関連する確率たちのリスト以上の何

褒12.2与えられたカテゴリの単贈の陥率

特 徴 言 昭

dynamicO6

co ns tr ictorO,Ｏ

ｌｏｎｇＯ１

ｓ ａＩｒｃｅＯ３

ａｎｄＯ､9５

この分顛器はそれまでに出会ったすべての特徴を、特徴が符定の分訓にＩＭＩ巡付けられている確率の

数字とjIiに保持する。分噸器は次々と例を受け取ることでトレーニングされる。それぞれの例を受け

取った後、分顛器はその特徴の確率と、例でⅢいている分顛器を史新し、聯だのカテゴリについての

ドキュメントが与えられた単語を含んでいる確率を生成する。たとえば、我12-1のようなドキュメン

トの典合でトレーニングされる場合には、雌終的には表12-2のような確率の典合になる。
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肴でもない。他の分顛の手法とは異なり、Ｉ､レーニングに他〃lされた後、元のデータを保ｲjfしておく必

要は特に存在しない。

12.1.2分類

ベイジァン分賦器はトレーニングされた後であれば、自動的に新しいアイテムを分類することがで

きる。たとえばこれから分顛される新しいドキュメントが'，long,‘，',dymlmic‘'、’，source"のような特徴

を持っているとする。表12-2はそれぞれの確串の仙を示しているが、これは単に個々の単諾たちの確

串である。もしすべての単語が特定のカテゴリに対して向い確噸を持っていれば、答えは明確である。

しかし、この場合‘'dynamic‘'は言語のカテゴリの確率の方が商く、”long''は蛇のカテゴリに対しての確

耶の方が商い。火際にドキュメントを分麺するためには、特徴の確串たちをアイテム全体の1つの確率

としてまとめるやり方が必要である。

６京で紹介したように、これを行うやり方の一・つとして蝋純ベイズ分顛器というものがある。これは

確率たちを次の数式でまとめる。

Pr(カテゴリ１ドキュメントノーPr(バキュメント｜カテゴリルＰｒ(カテゴリノ

これは次のようになる。

Pr(ドキュメント｜カテゴリノーPr(躯総Ｊ１カテゴリノ＊Ｐｒ(〔,孫２１カテゴリノ立.．

Ｐｒ(躯砺｜カテゴリ)の数値を先ほどの表の例で脱lﾘlすると、たとえばPr(dynamicljE7譜)=0.6

となる。Ｐｒ(カテゴリノの他は全体の中でのそのカテゴリの噸庇である。''両語"は半分に出現している

ので、Ｐｒ(斤諮ﾉの値は0.5となる。Ｐr(カテゴリ｜ドキュメントノのスコアが高いカテゴリが予測さ

れたカテゴリである。

12.1.3ペイジアン分類器のコードの使用

６歳で作ったベイジアン分類器をデータセットに使うには、トレーニングや分類に用いるデータを特

徴のリストに変換するための特徴抽出の凹数を用愈しさえすればよい《’６章ではドキュメントに対して

収I)組んでいるため、特徴抽出の関数は文9ｹ:列を分Wりするものになっているが、オブジェクトを受け

取ってリストを返すような関数であればどのようなものでも使うことができる。

>>＞ｄｏ“1a5s・getHDrds(，pythonisadynamiclanguage‘）
{，python,：１，，dynamic，：１，，１anguage‘：１｝

この間数は新しい分類器を作るために使うことができる。そして分噸器は文字列を雑にトレーニン

グされる。
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にl=doccla55・naivebayes(doEcla5s･getword5）
仁1.5etdb(‘test・db‘）

Cl･train(‘pythonsarecon5trictors,,‘snake‘）

次に分類を行う。

>>＞Ｅ1.Ela55ify<，dynamiCprograming‘）
ｕ'languageｏ
>>＞に１.Elassify('boaEonst】rictors,）
ｕ'snake,

利川できるカテゴリの数に限界はないが、分矧器がうまく動作するためには、それぞれのカテゴリに

対してl･分な数の例を川戯しておく必泌がある。

12.1.4強みと弱み

恥純ベイジアン分剛器が他の下法と比べてもっとも優れている点は、トレーニングの速度と、ｌ(火

なデータセットに対するlMlい合わせの速度である。たとえ1-(大なトレーニングセットがあったとしても、

たいていの場合、それぞれのアイテムの特徴の数は比較的少ない。そして、トレーニングとアイテムの

分類とは、単にそれらの確率を数学的に操作することに過ぎない。

これは特にデータが期加していくような際に効果を発柵する．新しいトレーニングデータを利用して

確率を史新する際に、過去のトレーニングデータを必饗としない（決定水やサポートベクトルマシンの

ような他の手法では、トレーニングの際にデータセット全体が必甥だが、ベイジアン分類器ではトレー

ニングの際には一つのアイテムさえあればいい)。スパムフィルタリングのようなアプリケーションで

は、コンスタントに新たなメールでトレーニングされ、糸早く更新される必要があり、これまで受情し

たメールすべてにアクセスすることはできない。このようなアプリケーションでは期加していくトレー

ニングデータに対応できるということは非常に大叫なことである。

この他、単純ベイジアン分矧器が他に優れている点として、分斌器が実際に何を学習しているかと

いうことを比較的単純に解釈することができるという点がある。それぞれの特徴の確率は保存される

ため、スパムとそうでないメッセージを分類したり、プログラミングi二『語と蛇を分類するのにどの特徴

がもっとも役に戒っているかを、ｎ分のデータベースを参蝋することでいつでも確狸することができる。

この怖靴は見ているだけでも1m白いし、他のアプリケーションで利川したり、他のアプリケーションの

初期値として利用できる可能性を秘めている。

単純ベイジアン分揃器の岐大の瑚点は、特徴の組み合わせを膿に出力を変更することができないと

いう点である。たとえば次のような状況について考えてみよう。あなたはスパムとそうでないメールを

分類しようと拭みている。そしてあなたの仕PlIはＷｅｂアプリケーションを作ることだとする。そのた

め、，‘online‘'というjMfはあなたの仕耶に関連するメールの111でよく川てくるｊＩｉ締である。また、あな

たの親友は築剤関係の仕１$をしていて、あなたに職場で起こった1m白い川米期についてのメールを送
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ることが好きである。また、メールアドレスをガードしていない多くの人々 と同級、あなたも‘'online

pharmacy’‘という単総を含んだスパムメールを時々 受け取る。

多分、すでにあなたはここで脱明しようとしているジレンマに気づいているだろう－分顛器は何度

も''(mline'.と，，pharmacy"はスパムではないメールにｲjf在していることを何度も教えられることによっ

て、これらの単語を含んだメッセージに対する非スパムの確率が高くなってしまうのだ。一〃、あなた

が，'onlinephnrmacy，'というilWiを合んだメールはスパムであると紋えれば、これらのjlii冊はスバムで

ある方IiIjにより綱整されるため、この帥耶は継統的に捕れ動く。特徴たちの確率はすべて別々に付１Ｊ・

されるため、この組み合わせについて分剛器が学習することはいつまでもできない。ドキュメントの分

顛においてはこれはたいした問題にはならない。なぜなら'､onlinepharmacy'‘というIIiiWiを含んでいる

メールメッセージは、多分、他にもスバムであることを桁しぷす特徴を含んでいるからだ。しかし、他

の分野に応用しようとすると、時微の組み合わせを班鮒するということは非常に砿喫になってくる＞

12.2決定木による分類器

７噸では、ユーザーの行動モデルをサーバーログから柵築する方法として決定木を紹介した。決定

木は理解したり解釈したりが極めて祥助なのが特徴だ。決定木の例をIXll2-1に,lくす。

elon

mＩＩＰＨＵｕＩｔ

LemonGmpefIuitGrape〔her『ｙ

図１２－１決定木の例

新しいアイテムを分類するというタスクで決定水が何をするかは、例を見れば明らかであろう。ツ

リーのトップにあるノードから、ノードの条件とアイテムを比較していき、アイテムが条件にマッチす

ればYesの枝を、マッチしなければＮＣの枝をたどるのだ。これを繰り返してたどり描いた終点が予測

カテゴリである。
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喪１２．５匝径で分割した果物データ

皿径く４インチ

Ｃher『ｙ
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このデータはかなり鵬介したままの状態だ。ところがI‘jjじデータセットをIfj撫で分削してやると（４

インチ未満のものと以上のものに分ける)、結果はずっとクリアなものになる。こちらの分捌は表12-5

に示す(左側をサプセット１，右側をサブセット２とする)。

12.2.1トレーニング

決定木による分顛は非常にシンプルだが、トレーニングはトリッキーだ。７Wfで細介したアルゴリズ

ムは、それぞれのステップでデータを雌もよく分割する属性を選ぶことで、ツリーをトップから柵築し

ていくというものだった。これを災12-3の果物データセットで考えてみよう。 炎12-3を初期染合とす

こちらの結果の〃が良いことはIﾘlらかだ。サプセット１に、初期災合に存在したAppleの項がすべて

入っているからだ。さて、この例ではベターな変数が明らかであるのに対し、大きなデータセットでは

常にこのようにきれいな分割が1¥られるとは限らない｡７章では分割の良さを測るために､エントロピー

(集合中の無秩序の量)の概念を導入した。

る。

巽１２．３果物データ

匝径

４

４

１

１

５

色

Ｒｅｄ

Ｇ｢ｅｅｎ

Ｒｅｄ

Ｇ『eｅｎ

Ｒｅｄ

物
胞
陀
仰
率
に

果
岬
岬
咋
臼
榊

喪１２．４果物データを色で分割する

Red

Apple

Cheny

Apple

１
１
１
１

浦狸壱４インチ

AppIe

Apple

データを分制しうる変数は二つ存在する。直徹と色、このどちらを仙っても、ツリーのトップノード

を作ることができる。雌初のステップでは、どちらの変数がデータをより良く分制するか決定するため、

両方とも個別に試してみる。まずは色によりデータセットを分割すると、表12-4のような結果になる。

ＧＩ巳en

AppIe

Grape
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ある巣合内のエントロピーが低ければ、その集合がかなり均一であるということだし、０という値は、

その典合が1棚蹴のアイテムのみで桝成されているということを意味する。表４のサプセット１(１ｋ極≧

4)のエントロピーは０だ。朴巣合のこうしたエントロピーは、愉鞭ケインの叶算をするために使う。怖

報ケインとは次のように定牲されるものだ。

．戒み】＝サプセットｌの大きさ／初期集合の大きさ

・ｊ１ｒみ２＝サブセット２の人きさ／〃ｊＷ典介の大きさ

･ケインーエントロピー(jﾘﾉﾘﾉー 脈ふＩ*エントロピー(サプセッノＬＩノーjrみ２*エントロピー(サ

プセット２ノ

可能な分削のそれぞれについて愉報ケインを算Ⅱ)し、これにより分荊変数を決定するわけだ。岡

12-2に示すように、分削変数が避くれば雌初のノードが生成できる。

〔herry
6Iape（

図１２．２果物の決定木のルートノード

’
条件がノードに示されたので、条件に合格しないデータはＮＣの枝に、条件に合致、あるいは合格す

るデータはＹｅｓの枝に進められる。Yesの枝には''1能な州結が1つしか存在しないため、これが終点と

なる。ＮＣの枝はまだ混合した状態なので、ｋのトップノードとまったく同じ方法で、きらに分割する

ことができる。今度のケースでは、データをもっともよく分割する変数は色であるｃこのプロセスを、

与えられた枝のデータを分荊しても梢報ケインがない状態になるまで繰り返す。

12.2.2決定木分類器の利用

７章で祥いた決定木コードでは、学刊にリストのリストを使うｃ内部リストにはそれぞれ一揃いの値

が入っており、峨後の仙はカテゴリーになっている。上記のシンプルな果物データセットについては、

以下のようにﾉt成できる。

>>＞fruit｡【【4,,red,,,aPPle'】，

…【4,,green，,，aPPle･]，
…【１，'red',，cherry'１，



>>＞importtreePrediにｔ

>>＞treestreepredict･buildtree(fruit）

>>＞treePredict・Elassify(【2,'red‘],tree）

{'Cherry，：１｝

>>＞treePredict･Ela5sify([5,,red.],tree）
{,aPple’：３｝

>>＞treepredi亡t・Elassify<[ﾕ,'green‘],tree）
{'graPe，：ユ｝
>>＞treepredict･classify([ﾕ２０，‘red‘】,tree）

{'apple‘：３｝
１
１
１
１

..．【ﾕ,，green'’'9raPe‘】，

…［5,,red，,，aPPle'】１

これで決定木の学制を行い、他のアイテムを分類することができる。
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‐
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‐
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ｉｆ〔裾３メートルもあって色は紫、などというものがあればそれがリンゴでないことは明らかだが、決

定水とはそれがそれまでに見てきたものにより制限を受けるものなのである。さて雌後に、このツリー

をnnM化して愈思決定プロセスを理解することができる．

>>＞treePredi値t・Printtree(tree）
Ｏ:４？

T-＞｛‘apple‘：ョ｝

F-＞１:green？

Ｔ-＞｛､8rape‘：’｝
Ｆ－＞｛,cherry‘：１｝

12.2.3強みと弱み

決定水の蚊烈な利点は、学習済のモデルの解釈が災に秤助であること、爪典な饗糸をツリーのトッ

プに持ってくるのが非常に上手いことだ。このことは、決定水が分類のみならず、解釈において有用

であるということを意味する。ベイジアン分類器と同じで、’'１を覗いてどんな仕組みで動いているか理

解することができるため、分類プロセスの外での怠胆決定に役１Kつのだ。たとえば７jifのモデルは、ど

のユーザーがｲＩ料MII祥になるであろうかということを測りするものだったが、このようにデータをもっ

ともきれいに分制する妓良の変数を示してくれる決定水は、広皆帆略のプランニングや、他にどのよう

なデータを収典すべきか決める役に立つ。

決定水は情級ケインが最大になる分割ラインを見つけるようになっているため、人力に数仙データを

便川することもできる。分翻的なデータと数恢的なデータをミックスできるため、凹帰などの伝統的な

統‘il･”§がうまく使えない多棚多様な問題クラスに使判なのだ。この一方で決定水は、州結が数値的

に'j､えられるjﾙ合の予測はそれほどうまく行えない。分散が敗小になるような中間仙によりデータを分

捌することは可能だが、データが複雑になると、正確性の高い決定を行えるようなツリーが非常に巨大
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なものとなる。

ベイジアン分類器に対する決定木の大きな強みは、変散llIlの州1K作川に秤助に対応できることにあ

る。決定木で作ったスパムフィルタは､，Ionline'，と，'pharmacy(薬凧)，'が別〃にある場合は大丈夫だが、

一緒にあればスパムを意味する、ということを簡単に検川する。

残念ながら、７歳のアルゴリズムをそのままスバムフイルタに使うことは現災的でない。これは染州

的な学習をサポートしていない、という１１ｔ純な剛山によるものだ（累柚学判をサポートした決定水を作

るアルゴリズムはアクティブな研究分野となっている)。巨大な文普災合を取ってスバムフイルタリン

グのための決定木を椛築することは可能だが、emaiIメッセージがlWi<たびに学刊するようにはできな

い－毎回最初からやらねばならぬということだ。数万ものemailメッセージを受け取る人がざらであ

ることを考えると、これを征IIjI実行するのは非現世的だ。またこのjﾙ合、’１１能なノード数が非'iMfに多い

ため（各要素について存在する・しない)、ツリーは他めてI(大かつ襖雑に、分顛の拠行は低速になる

だろう。

１２．３ニューラルネットワーク

４章では、ユーザが過去にどのリンクをクリックしたかという愉報を鵬に検索結果のランキングを蛮

更する単純なニューラルネットワークの構築の仕方について説明した。このニューラルネットワークは、

特定のクエリに対してどの単語の組み合わせが砿要でありどのiii諾が欣喫でないかということを学判

することができた。ニューラルネットワークは分類器としても利川できるし、数ifiを予測するIIIlMuにつ

いて適用することもできる。

４章ではニューラルネットワークは分類器として利用されていた。すべてのリンクに散仙を与え、もっ

とも高い数値のリンクがユーザがクリックするであろうリンクだと予測を行っていた。すべてのリンク

に対して数仙を付与するため、この数値を利川して検索結果のランキングを変災することができた。

ニューラルネットワークには他にもさまざまな秘矧のものがある。本併でカバーしたものは多１Wパー

セプトロンネットワークとして知られている。このお前は、このニューラルネットワークが、１つ以上

の隠れニューロンの層に人力を行う入力ニューロンの1Wを持っていることに山米する。蝶本的な栂造は

図l2-3のようになっている。

入力１

入力Ｚ

入力〕

図１２－３ニューラルネットワークの基本掴造
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にご＞

図12.4スバム分類のニューラルネットワーク

OnIine

PhaIma〔ｙ

図１２．５m昭nonline"に対するネットワークの反応

このネットワークは２つのニューロンの層を持っている。ニューロンの層たちは重みを持ったシナプ

スで柑互につなぎ合わされているｃ１つのニューロンの集合からの出力はシナプスをjInじて次の肘に伝

えられる。あるニューロンから次のニューロンへのシナプスの爪みが尚<なるにつれ、ニューロンの川

力への影狸は強くなっていく。

lli純な例として、ベイジアン分類器のセクションで取り上げたスパムフィルタリングの問題について

IIjび考えてみよう．単純化した我々 の世界では、メールには''０，line"という単語か''pharmacy'，という

恥綿もしくはそのldlj方が含まれている。これらのメッセージのうち、どれがスバムなのかを判定する

ためには、側12-4のようなニューラルネットワークが琴えられる。

この図では、シナプスには既にIMI脳を解決するための亜みがセットされている（これらがどのように

セットされたかは次のセクションで説明する)。最初の層のニューロンは、人〃として用いられる単冊

に腿応する－メール中に単譜が存在すれば、その単語と強く結びついているニューロンたちが発火

する。２冊11の牌は、雌初の肘が入力となるため、単語の組み合わせに反応する。

雌後にニューロンは納果を川〃に送る。特定の組み合わせは結果を強くしたり、刺くしたりと影僻を

与.える。雌終的な決定はどちらの川力が強いかで判断される。lXI12-5は"online'，というllii舟のみを含

んでいて‘'pharmacymを含んでいない場合に対して、ネットワークがどのように反応するかについて示
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OnIine

Pharma印

図１２．６・onlinepharmacy･に対するニューラルネットワークの反応

している。

睡初の層のニューロンの一つは‘'onlilne，'に反応し、川力を次の1Ｗに送り出す。そこではニューロン

の１つは‘‘online‘'という叩冊だけを含むメッセージをＩ似蛾するよう学Ｗされているに！このニューロンは

スパムよ')も非スバムヘのシナプスの01tみの方が皿かに間いため、メッセージは非スバムに分剛され

る。図12-6は'‘onIinc‘'と‘‘pharmacy"という蝋柵を両方一・緒にネッl､ワークに送I)込んだ際に何が起

こるかについて示している。

12.3.1ニューラルネットワークのトレーニング

上肥の例では、ニューラルネットワークはすべてのシナプスに対してあらかじめ適切な爪みを持って

いた。ニューラルネットワークが本1iに優れている点は、ランダムな'1tみから姉めても、例からのトレー

ニングを通じて学判することができるという点である。‘1噸で紹介したような多1Wパーセプトロンネッ

トワークをトレーニングするもっとも一般的なﾉj法は、バックプロバケーションと呼ばれている。

バックプロパケーションでネットワークをトレーニングするためには、Ｉｌｉ純な例から見ていこう。

''０，１inc"という単拙のみを含み、それが災際には非スバムであるという例について考えてみるｃこの例

をニューラルネットワークに送り込み、現在の椛測がどのようなものなのか兄ていく。

初期にはこのネットワークは非スパムではなくスパムだと判定してしまうこともあるかもしれないが、

これは川述いである。これを11；すため、スバムはＯに近く、非スバムは１に近いということをネットワー

クに敬える。スパムヘ繋がるシナプスの爪みは、それぞれの分ｲiiのjjI:に比例してわずかに低く凋終さ

れ、非スパムヘ繋がる亜みはわずかに商く州幣される。入ﾉJと偲れ肘の'111のシナプスのinみも、出力

層の重喪なノードにどの租皮寄与しているかに鵬づいてI淵雛される。

これらの調終についての実際の数式たちについては４噸で脱IﾘIしている。ノイズやｲ《定なデータによ

るネットワークの学判のし過ぎをlMj<･ため、トレーニングはゆっくりとなされる‘』そのため、特定の例

にⅢ会うImI数が多くなればなるほど、その例をよりI[硫に分釧できるようになっていく。
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12.3.2ニューラルネットワークのコードの利用

４章で作成したコードをこの問題に容易に適用することができる。ちょっとl:夫しなくてはいけない

点としては、このコードは単語を直接受け取らず、すべてにおいて番号のＩＤを利用するため、考えら

れる入力に対して番号を割り当てる必要がある。また、トレーニングデータを保存するためにはデータ

ベースを川いる。データベースをファイル名で開き、トレーニングを始めるとよい。

>>＞ｉｍｐｏｒｔｎｎ

>>＞onlinejpharmacy=ﾕ,Ｚ

>>＞sPamDnotspam=ﾕ,２

>>＞possible=Ispam,not5pam］
>>＞neuralnet=､n.Searchnet(‘nnte5t・db‘）

>>＞neuralnet･maketables(）

>>＞neuralnet･trainquery([online],possible,notSpam）
>>＞neuralnet･trainquery([online,phannacy],possible,Spa､）
>>＞neuralnet・trainquery([Pharmaにy１，possible,notspam）

>>＞neuralnet・getresult([online,Pharmaにy],possible）
[0.7763,0.2890］

>>＞neuralnet･getresult([online],pos5ible）
[0.435ﾕ，０.ﾕ826｝

>>＞neuralnet・trainquery(【online】,possible,notspam）
>>＞neuralnet･getresult([online],possible）
[0.32ﾕ9,0.5329］

>>＞neuralnet・trainquery(【online】,pD5Sible,notspam）
>>＞neuralnet・getre5ult([online],possible）
[0.2206,0.645ﾖ］

ネットワークがトレーニングを重ねるにつれ､結果が正確になってきていることが確認できるだろう。

このアルゴリズムは不正解なデータにときおり出くわしたとしても対応可能であり、よい予測を行い続

けることができる。

12.3.3強みと弱み

ニューラルネットワークの主な強みとしては、複雑な非線形関数を扱うことができ、さまざまな入力

間の依存関係を発見することができるという点である。この例では１か０(存在するかどうか)の数字に

よる人力についてのみ示したが、人力としてはどのような数字でも利Ｍ１でき、ネットワークは出ﾉJとし

て数字を予測する。

ニューラルネットワークも、増加し続けるトレーニングデータに対応することができる。また、ト

レーニングしたモデルはシナプスの亜みを表す数字のリストに過ぎないので、保存する際にもたいした

スペースは必要としない。トレーニングを爪ねる際には叱々のデータを必饗としないため、ニューラル

ネットワークはトレーニングデータが継続的に流れてくるようなアプリケーションに利用することもで

きる。
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ニューラルネッI､ワークの主な欠点としては、ブラックボックスであるという点が挙げられる。ここ

で紹介したネットワークの例では動きを楽に理解できるようにl:夫してあるが、爽際にはネットワーク

は数百から数千のシナプスを持つため、回答がどのようにネットワーク中で決定されて来たのかを追跡

することは閤難である。アプリケーションによってはこのように納得できるような過程を理解すること

ができないということが致命的なケースも存在する。

他の欠点としては、特定のilIluに対してのトレーニング半とネットワークのサイズを決めるための確

間たるルールが存在しないことである。通常、これを決めるにはl･分な維験が必要である。トレーニン

グ率を高く投定しすぎれば、ネットワークはノイズデータも一般化し過ぎしてしまうし、低すぎればい

つまでたってもあなたが与えたデータに対して学習を行わないようになってしまう。

12.4サポートベクトルマシン

９束で紹介したサポートベクトルマシン(SＶＭ)は、多分、本書でカバーする手法の中でもっとも洗

練されたものだろう。ＳＶＭは数字のデータセットを入力として受け取り、それらが閥するカテゴリを

予測しようと減みる。たとえば､あなたは人々の身及と足の速さのリストを堆に､バスケットボールチー

ムのポジションを決めたいとする。簡単にするため、_:つだけのポジションについて考える一身腿の

向いプレイヤーが必腿なフロントコートのポジションと、素早い動きを必要とするバックコートのポジ

ションであるｏ

ＳＶＭは二つのカテゴリを分剛するif〔線を探し川すことで予測モデルを柵築する。身腿×スピードに

それぞれの人1111のベストポジションをプロットするとlXI12-7のようなグラフになる。フロントコートプ

レイヤーは×として戎永されており、バックコートプレイヤーはｏとして表示されている。また、グラ

図12.7バスケットボールプレイヤーのプロットと分割線
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フには二つのカテゴリにデータを分制するIf〔線をいくつかりｌいてある。

サポートベクトルマシンはデータをもっとも明確に分制するｉｆ〔線を探し出す。これは、分割線に近い

ポイントからの距離が最大になるようなものを意味する。図12-7では、すべての直線がデータを分割

はしているが、もっとも明確に分割しているのは"Best'，と表妃されている直線である。直線をどこに置

くべきなのかを決めるのに必要なポイントは、ｉｆ〔線にもっとも近いポイントたちだけである。これらは

サポートベクトルと呼ばれるｃ

分削線を見つけた後、新たなアイテムを分制するというのは、iliにそれらをグラフにプロットし、線

のどちら側に属するか確認するという問題に過ぎない。一庇分荊線を引きさえすれば、新しいポイント

を分類する際にはトレーニングデータを確遡する必典はない。そのため、分類は非常に高速に行える。

12.4.1カーネルトリック

サポートベクトルマシンは他のドット積(内穣)を使う線形分顛器と側様、カーネルトリックという技

術を利用する。これを理解するため、ポジションの予測のlHl題ではなく、ポジションが頻繁に変更され

るアマチュアチームのプレイヤーを選択する問題について考えてみよう。これは分割が線形ではないの

で、さきほどの例よ')も興味深い。あなたは身是が､iすぎたり、動きが連すぎるプレイヤーは欲しくな

い。これらのプレイヤーのせいで他のユーザにとってケームが難しくなってしまうからである。同様の

理由で身艮が低すぎたり遅すぎるプレイヤーも欲しくない。lXll2-8にこの図がどのようになるか旅し

ている。○がチームに適しているプレイヤーで×がそうでないプレイヤーを指し示している。

これでは直線の分割線を引くことはできないため、データをどうにか変更しない限り、分荊するため

に線形IIU数をⅢいることはできない。これを笈行するやり〃の一つがデータを別の空|Ⅲ（たいてい２次

ﾉ心以上の空INlになる）に変換するやり方だ。軸変数に別の関数を適用することで行われる。この場合、

図１２．８アマチュアチームのバスケットボールプレイヤーのプロット
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高さと速度の平均を引き、その尚さと迎庇の仙を２恥したものをM1いて新たな空NIIを作る。これは凶

12-9のようになる。

これは多頂式変換と呼ばれ、データを別の軸に変換する。これで､線形分類器によって引かれるチー

ムに当てはまる人とそうでない人のIIIlの分削線が容易に見えるようになった。新たなポイントを分類す

るということは、この空Ⅲにそのポイントを変換して、線のどちら側に属するかを確認する、という間

ｌｕに過ぎない。

図12.9多項式空間でのバスケットボールプレイヤー

この例では、この変換がうまくいったが、多くの例では、分割線を引くためにはもっと複雑な空間へ

の変換が必要になる。それは時には散「．、もしくは無11Mの次尤にまで述することもあるため、このよう

な愛換を火際に行うというのは爽川的ではない。ここでカーネルトリックの職場である－空川を変

換する代わりに、データを別の空川に変換したデータにドット欄を適用した時に返される値を返すよう

に、ドット獄の関数を変虹する。たとえば､先ほどの多項式変換の代わりに次のように変更するとよい。

dotproduct(A,B）

上記の部分を次のように変災する。

dotproduct(A,B)**２

９京では、あなたはグループの』ド均を使うIIi純な線形分類器を作った。そしてそのドット積関数を、

別のベクトルを結合する関数たちで脳きかえることで、非線形な問題を解決できるように変更する方法
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について兇てきた。

12.4.2LIBSVMの利用

９章ではLIBSVMというライブラリを紹介した。これを使ってデータセットをトレーニングし（変換

された空ⅢI中の分割線を探すために)、新たな観測価を分類することができる。

frommndomimportrandint
＃ポイントをランダムに２００個作る

ｄ１=[【randint(-zo,zo),randint(－２０，２０)］ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(ZOO)］
＃円の中にあればﾕ、そうでなければｏに分類

re5ult軍【(x*傘2+y**2)<ﾕ４４ａｎｄｌｏｒＯｆｏｒ（x,y）ｉｎｄﾕ】
fromsⅧimport＊

prob=svm-pmblem(re5ult,｡ﾕ）
Param=SvnLPara雁ter(kernel-tyPe=RBF）
､毒Svmmodel(pmb,paraIn）

m､predict([Z,Z]）

m・PrediEt(【ﾕ4,ﾕｮ】）

m・predict([-18,0】）

LIBSVMは数多くのカーネル関数をサポートしている。それらを与えられたデータセットに対して、

さまざまなパラメータで批してみて、どのようなパラメータがベストであるか兄てみることも容易であ

る。モデルがどの栂晩うまく動作しているのかをテストするためには、crossvalidationIIU数を試し

てみるとよい。これはパラメータと、を受け取り、データセットをｎ個のサブセットに分刺する。そして、

それぞれのサプセットをテストセットとして用い、その他のサブセットすべてでモデルをトレーニング

する。これは尤々のリストと比較できるような回答のリストを返す。

>>＞gue5se5=crossvalidation(pmb,para､’4）
>>＞sum(【abs(guesses【i]-result[i]）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(gues5es))]）
28.0

新しい1N1組にアプローチする際には、さまざまなカーネル関数にさまざまなパラメータを与えて、ど

れが蛾もよい結果を返すか試すとよい。どれがベストなのかはデータセットによって異なる。決定した

後は、それを新たな観測仙を分類するために利用されるモデルを作るために使うことができる。炎用

の際には、ループをネストさせてさまざまな値を試してみて、どれがベストなのか把掘するようにする

とよい。
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12.4.3強みと弱み

サポートベクトルマシンは非常にバワフルな分矧器である｡もし正しいパラメータを得ることができ

れば、本蒋でカバーしている他の分類のf法たちと同程度、もしくは一番うまく動作するだろうｃざら

に、この珊合分蹴とは、IIiにポイントが分荊lfI線のどちら側に来るか確認するだけのことなので、ト

レーニングが終われば、新たな伽測仙を非常に尚速に分矧することができる。カテゴリの人力を数字

に変換することで、カテゴリと散字のデータの拠成に対しても動作させることができる。

欠点の一つとしては、ベストなカーネル変換関政とその間激のパラメータは、それぞれのデータセッ

トで微妙に災なるため、あなたは脈同それを探さなければならないという点である｡可能性のある値を

ループすることでこのIIllluは擁減することはできるが、そのためには偲顎できるクロス検証を行える程

庇の巨大なデータセットが必災である。ＳＶＭは一般的には慨人なデータセットが利川できるような問

題に非常にｲi効である。・方、決定木のような他の手法たちは、非常に小さなデータセットに対しても

興味深い怖報を生み出してくれる．

ニューラルネットワークlIil微、ＳＶＭはブラックボックスな技術である－データは高次元に変換き

れるため、実際にSＶＭがどうやって分航しているのかを解釈することは難しい．ＳＶＭはすばらしい

解符をｌＬｊえてくれはするが、その理Ihについてあなたは知ることはできないだろう。

12.5Ｋ近傍法

８市では、Ｋ近傍法(ｋＮＮ：k-nuIhr“tneiRhbors)というアルゴリズムを使った数値的予測のことを

取り上げ、さまざまな例について価格予測モデルを榔築する方法を,jくすのに利用した。誰かがある映

画またはリンクをどれほど弧に入るかｙ測するアルゴリズムとして２章で推奨したのもＫ近傍法の簡略

化版だ。

Ｋ近併法の勤作は、数仙的予測をiXてたいアイテムを新たに取ってきて、既に値を持つアイテム群

と比鮫するというものだ．１１１１胆のアイテムに近いアイテム排を兇つけてその平均を取ることで、｜川題の

アイテムの予測仙を神るのである。表12-6はデジタルカメラのリストで､解像度(メガピクセル)、ズー

ム倍率、価格を示したものだ．

６メガピクセル(600ﾉﾊ､隣)で６楠ズームという新刑カメラの価格を予測したいとしよう。まず必要

なのは、ある．-私つのアイテムがどの程喚似ているかということを測る尺度だ。８束ではユークリッドＮｉ

雛を仙ったし、他の策でもビアソン州IIUやTanimotoスコアなど、多くのNi離尺庇を紹介した。この例

についてユークリッド距離を使うと、災中でもっとも近傍にあるのはＣ３であることがわかる。このこ

とを可視化すべ<、メガビクセル散をＸ軸に、ズーム倍率をＹ軸に取ったチャートに各アイテムをプ

ロットしよう。この図12-10ではアイテムを価格で示してある。

解符として$349という価陥を採川してもよいが（これが雌近傍マッチだし)、それではこの価格が単

なる異常位だったときに判らない。だからアイテムを雌近傍から２個以上取り、その平均を得る方が良

い。Ｋ近傍法のＫは平均を得るのに何個のトップマッチアイテムを取るかを示す。たとえばベスト３を
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褒12-6

カメラ

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ３

Ｃ４

Ｃ５

デジタルカメラとその価格

メガビクセル

７．１

５．０

６．０

６．０

１０．０

ズーム

3.8ｘ

２‘4ｘ

４.Oｘ

１２０Ｘ

３ｘ

価格

$399

$299

$349

$399

$449

取って平均値を得るのであれば、それはk=3のＫ近傍法となる。

平均を得る部分への拡隈として、近傍アイテムがどれほど離れているかに錐づく加並平均を利川す

る方法がある。かなり近いアイテムを、はるかに離れたアイテムより航視するということだ。爪みは総

距離に対する制合だ。８単ではこの並みを決定するさまざまなIMI数を取り上げた。この例では、＄349

にもっとも大きな並み付けをし、価格$399の2つの並みはそれより小さくするものとしよう。このよう

になる。

price雪ｏ･５＊３４９＋０．２５＊ヨ９９＋ｏ･ｚ５＊ヨ９９＝ヨ7４

ス浄ム

sZ99

$399

７７７
由■中

$３４９

図12.10ズームーメガピクセル空間におけるカメラ価格

$399

$449

メガピクセル

12.5.1スケーリングと過剰変数

ここまで森いてきたＫ近傍法アルゴリズムには、すべての変数iIllの師離を川.算してしまう、という大

きなIHI胆がある。これは、各変数の柵･測対象が郷なり、ある変数が他の変数よりずっと大きな仙を取

る傾liIIがあるjﾙ合に、この変数が｢近さ」に対して非柑に大きな影卿を及ぼす、ということを意味する。

上のデータセットで解像皮の叩位がメガピクセルでなくピクセルであった場合を考えてみるとよい－
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ズームが10陪迩うことは１０ピクセル多いことよりずっとずっと砿妥なのに、両荷は等しく扱われてし

まうのだ。また、データセットには予測を行う際にまったく役に､Xたない変数が入っていることがある

が、これらも距離に影響を及ぼす。

この問題は距離計算の前にデータに縮尺を掛けること（スケーリング)で解決する。８章では縮尺を

かけるためのメソッドを作ったが、これはある愛数俳を拡大し、他の変数群を縮小するものだった。

まったく燕川の変数には０を掛けて紬果に影聯を及ぼさないようにすることもできる。イリ川だが範1用が

まったく異なる変数については比鮫しやすいように締尺をかければよい-2000ピクセルをズームの１

倍と搾価であるとするようなことだ。

データの適切な縮尺量は用途によって異なるが、ある縮尺係数セットがどの程度良いものかは、予

測アルゴリズムをクロス評価することで検征可能だ。クロスiIf価とは、データセットからいくつかアイ

テムを外し、残ったデータから外したアイテムをどれほどうまく推測できるか見るものだ。図12-11に

この動作を示す。

多致の異なる縮尺係数をクロス評価すれば、各アイテムについて誤差率(エラーレート）が得られる。

新規アイテムの予測に用いるべき縮尺係数は、これを仙って決めればよい。

ズーム

縄的

⑳
$399

５２”

図12.11単独アイテムでのクロス解価

ズーム

5399

蕊 神》

$399

５４４９ S2的 $449

ﾒガビクセルメガピクセル

ｋ=２を使う；

推測＝＄399と＄299の平均

＝Ｓ３４９

娯差＝(推測･実際）八2=S349.ｓ349=０

弓

12.5.2Ｋ近僅窪コードの利用

８章ではＫ近傍法および重み付けＫ近傍法のIMI散を許いた。これらを表12-6にあるサンプルデータ

セットに対して実行するのは簡単だ。

>＞＞

●●●

●ｏ●

Eameras=【{，input‘:<7.ﾕ,3.8),‘result'8399}，
{'input'8(5.0,2.4),,result':299}，
{'input‘:(6.0,4.0),‘reSult，:349}，
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…｛'input':(6.0,12.0),,re5ult‘:ﾖ99}，

…｛‘input‘:(ﾕ0.0,3.0),'result，:449}］
>>＞importnumprediEt

>>＞nuntprediEt(camera5,(6.o,6.0),k=z）
374.0

>>＞numpredict･weightedknn(cameras,(6.0,6.0),k=3）
3里.52666892719458

データの縮尺を変えることによる改沖もi叩能である。これはリスケールIlll数によ')行う。

>>＞Ｓｃ亡=numPredict・re5cale(camera5,(ﾕ,Z)）
＞＞＞ＳＣＥ

[{‘input,：［7.1,7.6]，，result'：399}，｛'input．：15.0,4.81,’result'：299}，
{，input'：【6.0,8.01,,re5ult‘：349}，｛‘input，：［6.0,24.01,,re5ult'：399}，
{，input'：｛10.0,6.0】，‘result‘：449}］

さらにクロス評価IMI数により、曜良の縮尺係数を定めることができる。

>>＞numprediにt・Eros5validate(knnﾕ,Camera5,te5t=O･ﾖ,trial5ﾖ2）
3750.0

>>＞numpredict・Cro5Svalidate(knn1,ＳＣＣ,test=０．３，trials=Z）
2500.0

データセットの変政が多くなると、’１１能な縮尺係散を当てずつぽうに拭すのも非常に面倒になるの

で、晶良解を見つけるべくすべての値の組み合わせを使ってループしていくか、あるいは８章で示した

ように、最適化アルゴリズムのどれかを利用すればよい。

12.5.3強みと弱み

Ｋ近傍法は、捉み入った側敗群により数値的な予測をIZてるものでありながら解釈が容易である、

という希有なアルゴリズムだ。推織過程は楽に理解できるし、コードにiiijIIi.な変災を加えれば、計算

でどの近傍アイテムが使われたか厳密にわかるようになる。ニューラルネットワークも混み入った関数

群により数値的予測を１Kてることができるが、推論過税を理解しやすくする類似群の提示などまずし

ない。

これに加え、データの1Kしい縮尺を決定するプロセスが、予測を改善してくれるのみならず、どの

変数が予測上敢要であるかも敬えてくれるＣＯにスケールダウンされてしまうようなデータは捨ててよ

い。こうしたデータには収典が肘難あるいは高価なものがあるので、不嬰ということが判れば将来の時

川やお金が節約できる。

Ｋ近傍法はオンラインテクニックである、つまりデータが変われば抑トレーニングが必要なサポート

ベクターマシンなどとは異なり、いつでも新しいデータが追加可能である。これに加え、データを追加

しても計算がまったく必甥ない。データは集合にシンプルに追加されるのだ。


