
12.6クラスタリング

階屑的クラスタリングとＫ平均法(K-means)クラスタリングは教師なし学制の技術である。これは、

これらは予測を試みるような下法ではなく、トレーニングデータとなる例を必要としないということを

意味する。３京ではトッププロガーたちのリストを受け取り、それらが似たようなサブジェクトや、似

たようなりt砺のグループに脚然に分かれるよう自助的にクラスタリングする〃法について見てきた。

Ｋ近傍法の大きな珊点は、予測を立てるのにすべてのトレーニングデータが必要とされることだ。参

号データが数百万などというデータセットでは、これは単なるスペースのⅢ題ではなく典行時間の問題

にもなる。予測を立てようとする一つひとつのアイテムを他のすべてのアイテムと比較し、姫も近傍と

なるものはどれか、調べねばならないからだ。

もう一つの欠点は、正しい縮尺係散を求めるのに災いことかかる場合があるということだ。さらなる

自動化の手段もあるとはいえ、１１能な数千もの縮尺係散についてクロスiif価とスコアリングを行う作

業は、大きなデータセットでは非常に計算集約的なものとなる。トライすべき変数の数が多ければ、数

百万もの縮尺係数を試さなければⅡそしい係数が得られないかもしれない。

12.6.1階層的クラスタリング

クラスタリングは１つ以上の散'jrgの特性を持っているようなアイテムの集団であれば、どのようなも

のに対してでも動作する。３章の例では、それぞれのブログのiii州のカウントを用いたが、クラスタリ

ングにはどのような数字の典合でも利用できる．階珊的クラスタリングのアルゴリズムの勤作を説明す

るために、１１１純なアイテム(アルファベットの文字)と数字のテーブルについて考える（炎12-7)。

図12-12はこれらのアイテムをクラスタリングする過穏について示している。最初のフレームでは、

アイテムはＰ１をｘ軸、Ｐ２をｙ軸とした２次尤にプロットされている．階刷的クラスタリングはい､に近

くにある二つのアイテムを探し川し、それらを－．つのクラスタにマージすることで動作する。２NfI1の

フレームではＡとＢというもっとも近い二つのアイテムがグループ化されていることが分かるだろう。

このクラスタの『'位置wは二つのアイテムの平均となる。次のフレームでは、もっとも近いアイテムはｃ

と、この新たなＡ－Ｂクラスタであることが分かる。この過程は、峨後のフレームのように、すべてが

･－．つの大きなクラスタに含まれるようになるまで続くr‘

12.6クラスタリング’３２１

２Ｐ
８
８
６
１
２

表１２．７クラスタリングのシンプルなアイテムたち

アイテムＰ１

Ａ １

Ｂ３

Ｃ２

，１．５

Ｅ４
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図12.12階層的クラスタリングのプロセス

このプロセスにより階肘が作られる。この階層はデンドログラムによって描写することができる。デ

ンドログラムとは、どのアイテムとグループが近いかを示すことのできるツリー上の柵逝である。例の

データセットのデンドログラムを例12-l3のようになる。

Ｉ 唾
図12.13クラスタされた文字のデンドログラム

もっとも近いアイテムlIil士であるＡとＢは終端で結合されているｃＣはＡとＢの組み合わせに結合き

れている．デンドログラムから、過；ｌｉな枝を拾いだしてImI2Iいグループかどうか確遡することができる。

3章ではほとんどすべてが政治的なブログで桝成されている枝もあれば、技術的なプログだけの枝も存

在していた。

12.6.2Ｋ平均法クラスタリング

データをクラスタリングする別のやり方としてＫ平均渋クラスタリングというものがある。階牌的ク

ラスタリングはアイテムのツリーを作り上げたが、Ｋ型14均法クラスタリングはデータを独立したグルー

プに爽際に分別する。アルゴリズムを走らせるIMIに、あなたがグループの数を決めておく必要がある。
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>>＞ｈCl=Clu5terS･hClu5ter〈data,distanCe=euClidean）

>>＞kE1=clu5ters・kE1uster(data,diStanCe重euclidean,k=Z）
ｴterationo

Iteration1

Ｋ,１４均法クラスタリングでは、どのアイテムが二つのクラスタのそれぞれに配置されたかという結果

を、師11.に炎,J：することができる．

>>＞ｋｃｌ

[[０，１，２]，｛３，４１］

>>＞ｆｏｒｃｉｎｋＣｌ：Print［labelsIl］ｆｏｒｌｉｎＣ］

(，A，，‘8‘，，c'］

{,､，，‘E‘］

階肘的クラスタリングはそれだけではうまく表示できないが、３章で杵いたコードの中には階層的ク

ラスタリングのデンドログラムを描くための側敗も街まれていた。

>>＞Elusters,drawdendrogram(hに1,1abels,jpeg=‘hcl・jpg‘）

どちらのアルゴリズムを利用するかという進択は、あなたが何をしたいかによって孔なる。Ｋ平均法

クラスタリングのようにデータを別々 のグループに分けることは、戎'j《したり、グループの特徴を明ら

かにすることが非常に簡蝋なため、役に'Xつ場合もある。一・方、いくつのグループが存､具するかまっ

たく分からないような、完全に新しいデータセットに対しては、どのグループが互いに似ているかにつ

いて知りたいような』ﾙ合もあるだろう。このような場合には階府的クラスタリングがよい避択である。

また、lllIj方の下汝を併川することも111能である。雌初はＫ、ド均法クラスタリングでグループの典合

を作り、それからこれらのグループに対して、亜心111の脈離を利川して階刑的にクラスタリングをして

みる。これにより、ツリー状に配悩された１１１－のレベルのさまざまなグループを得ることができ、グルー

プ間の関係を確認することができる。

12.7多次元尺度構成法

３京でカバーされ、ブログに対して川いられた手法のつとして多次元尺度構成法がある。これはク

ラスタリングと何棟、牧師なし学習の技術であり、予測を行うのではなく、さまざまなアイテムがどの

ようにINl係しているかを叩解する手助けをしてくれる』これは応のデータセットでのアイテムiⅢの距離

とできるだけ近い低次ﾉCの炎現を作I）上げる。辿常これは、ｉ由i而や紙に炎示するために多次元を２次

元に縮小することを息味する。

たとえば、あなたは災12-8のような４次元のデータセット（すべてのアイテムは４つの側述する値を



表12-9 距離の行列の例

Ａ

０．０

０．２

０．９

０．８

持っている)を持っているとする。

シンプルな４次元のアイテムたち

０．５

０．４

０．２

１．０

８２詞
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｊ
１
８
０

０
０
０
０

３
２
７
６

ｂ
■
■
■

０
０
０
０

５

，
４
４
３

０
０
０
０

ユークリツド距離の数式を使い、すべてのアイテムのペアの距離の価を得ることができる。たとえ

ばＡとＢの距離はsqrt(､lﾊ2+”5八2+ａＩﾊ2+α0鋤＝0.2となる。すべてのペアの距離の行列は表

12-9のようになる。

12.7多次元尺度構成法１３２５

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

’
２
０
９
７

Ｂ
ｑ
Ｑ
０
０

９
９
Ｏ
１

Ｃ
０
０
０
１

８
７
１
０

，
Ｑ
Ｑ
ｌ
Ｑ

ここでの目標は２次元チャート上に、すべてのアイテムの距離が4次元での距離とできるだけ近くな

るように描くことである。すべてのアイテムはチャート上にランダムに配脱され、図12-15のように現

在の距離が計帥きれる。

すべてのアイテムの組に対し、現在の距離と目標となる距離が比較され、隈鐘が計算される。すべ

てのアイテムは二つのアイテムIIIIの挟錐に比例して少し近づけられたり遮ざけられたりする。図12-16

はアイテムＡに対する力の動きを示している。チャートでのＡとＢの距離は0.5だが、目標とする距離

は０２であるため、ＡはＢにより近く移動きれる必喫がある。同様にＡはＣとＤに対して近すぎるため、

それらから遠ざけられる。

図12-15アイテム間の距離
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⑥

④

図12.16アイテムＡに動作する力

すべてのノードは脚分以外のノードたちの組み合わせによって、引き寄せられたI)抑されたりして移

動する。これが実行される度に現征の距離と１１標とする距離の錨が少しずつ小さくなっていく。この過

程は、移動をしても誤差の合jIl･が減らなくなるまで繰り返される。

12.7.1多次元尺度栂成法のコードの利用

３単では、あなたは多次尤尺血桝成法のユつのlIU散を作った御・つはこのアルゴリズムを実際に走ら

せるもので、もう一つは結果を衣水するためのものだ。前者のⅢ散であるscaledownは多次元のアイテ

ムの仙のリストを受け取り、同じ順序で２次元に縮小したリストを返す。

>>＞labels=【'A，,'B‘,，〔.,．D‘］
>>＞sCale5et雲Ⅱ0.5,0.0,0.3,0.ﾕ]，

…［0.4,0.15,0.2,0.1]，
..．［0.2,0.4,0.7,0.8]，

…［１．0,0.3,0.6,0.0}］
>>＞ｔｍｄ=Eluster5･SEaledown(sにaleset,diStance=euE1idean）
>>＞twod

I[0.45,0.54]，
【0.40,0.54]，

【-030,1.02]，

［0.92,0.591］

もう･方の関数であるdraw2dはこの縮小されたリストを受け取り画像を作る“

>>＞E1usters・draw2d(twod,labels,jpeg='abcd・jpg’）

これは粘果を含んだabCd､jPgという端前のファイルを作る』また、SCaledotvnによって生成された

リストを受け取って、スプレッドシートのような別のプログラムで他川するなど、別のやI)〃で可視化

することもできるだろう、



表12-10ＮＭＦのシンプルなテーブル

観測対愈I Ｄ Ａ

１２９

２４３

３１５

４４０

５ ２４

６２９

７ ３７

８２１

９
３
５
８
１
９
３

Ｂ
２
３
２
２
１
２
２
６

１２８非負値行列因子分解’３２７

これは同12-17のような行列の釆卸として確泌することもできる。

12.8非負値行列因子分解

１０章では非負仙行列ｌＡ１ｆ分解(ＮＭＦ：non-ncgativematrixmctorization）と呼ばれる高度なテク

ニックについてカバーした。これは数字の災介をその成分のパーツに分解するものである。この手法を

川いて、ニュース把りＩが別々のテーマたちをどのように組み合わせて柵成されているかということと、

さまざまな株の取引Iｉｔを、個々の株や槻数の株に影郷を'j･えるイベントに分制するﾉj法について見て

きた。これは、カテゴリや仙に対しての何らかの予測を行うものではなく、データの符性を明らかにす

るようなものであるため、教師なしのアルゴリズムである。

ＮＭＦの動きについて剛解するために、炎12-10の値の集合について考えてみよう。

5*(3,5)＋２☆(7,2)＝(29,29）

5*(3,5)＋４☆(7.2)＝(43,33）

ＡとＢは二つの数字の組の組み合わせ(将微)から櫛成されているとする。しかし、あなたはこれら

の組が何なのか、そしてそれぞれの観測対象を作るためにどの報度それぞれの紺が使われているのか

(jKみ)を知らないとする。ＮＭＦはこの特徴とiKみの候補を探しだすことができる。１０束でニュース記

jIIに取り組んでいた際には、観測対象はニュース肥ﾘＩで、ダ11はi肥!'叫Iの叩錨だった。株の取り脈の例

では、観測対象はロ付で、列はさまざまな株のティッカーだった。それぞれのケースで、アルゴリズム

はさまざまな割合で足し合わせることでこれらの観測対象をIIj柵築できるような小さなバーツを探し川

そうと試みる。

炎のデータの解杵候補の・つを挙げるなら(3.5)と(7.2)が準げられる･

この組を使い、組をさまざまな杜つなぎ合わせて観測対攻を11j柵築する例を以卜･に示す。



３２８１１２章アルゴリズムのまとめ

Ｉ
！

図12.17データセットを亜みと特徴に因子分解する

ＮＭＦの1.|標は砿みと特徴の行列を自動的に探し出すことである。これを災現するために、まずはラ

ンダムな仙の行列からスタートし、虹新ルールに従って仙を更新していく。このルールはljI1つの新たな

行列を生成する。以下の排細では、元の行列はデータ行列と炎肥している。

12.8.1ＮＭＦコードの利用

作成したＮＭＦのコードを利川するには、単純にfactorize関数に観測値のリストと探し出したい特

徴の数を渡して呼び出すだけでよい。

重みの行列と特徴の行列を更新するためには、これらのすべての行列をarrayに変換する。特徴行

ﾘのすべての他はh､の対応する航で掛け合わされ、ｈｄの対応する値で除算される。同様に亜みの行列

のすべての値は対応するwnの仙と掛け合わされ、ｗｄの仙で除算される。敢みの行列と特徴の行列の乗

算結果が元のデータ行列と｜･分に近くなるまでこれが繰りかえされる。特徴の行列から、組み合わせ

ることで元のデータセットを作り上げるような潜在的な原因を見つけることができる。この原因とは、

例えばニュースのさまざまなテーマであったり、株式ilii&でのイベントだったりする。

並みの行ﾘに、特徴の行ﾘを掛け合わせたものに１脚Ⅲした持徴の行列を掛け合わせたもの

mＵＺｚ

データ行列に極笹した特徴の行列を掛け合わせたもの

wｄ

fromnumPyimport本

imPortnmf
data=matrix(I［ｚ9.,ｚ９．１，

［４３．，３３．１，

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

hｎ

戦WＩしたｉｎみの行列にデータ行ﾘを掛け合わせたもの

hｄ

転撹した亜みの行列に並みの行列を掛け合わせたものに特徴の行列を掛け合わせたもの

W、



…【１５．，２５.]，

…［４０．，２８.]，

…【２４．，ユユ.]，

…［２９．，２９.]，

…［３７．，２３.]，

…［２１．，６.]]）

>>＞weights,feature5=nmf・faEtorize(data,pに=2）
>>＞僻eights

matrix([［0.64897525,0.754707551,

［0.98192453,0.80792914)，

［０.弧6oz596,0.70ﾕ485961,

［0.91871934,0.667631941,

【0.56262912,0.220129571,

［0.64897525,0.754707551,

｛Ｏ､85551414,0.527334751,

10.49942392,0.07983238}]）
>>＞featureS

matrix([［４１．628ﾕ5416,6.80725866]，

［2.62930778,32.571898351]）

１２９最適化１３２９

狩微と爪みが返されている。肌測仙のセツl､が小さいjﾙ合、イi効な特徴は似数ｲjfｲI;することもある

ため、これは毎m側じ結果になるわけではないこともある。観測値が大きくなればなるほど、特徴は異

なった順番で返されるかもしれないが、結果は一貫したものになるだろう‘；

12.9最適化

５章で取り上げた妓適化は、他の下法と比べると少し変わっている。データセットに対して動作する

のではなく、コスト間数のH1ﾉjを雌小化する仙を選択しようとするのだ’』５噸ではコスト関数の例をい

くつか雑げた。旅潤および空港での待ち時Ⅲ1を使ってグループ旅行の‘i１．両を'１Kてるもの、もっとも適

切な部股に学生をiIIりりFl1てるもの、さらには前Ⅱ1°なⅨl戎のレイアウトの雌適化である。コストIlU散さえ

デザインできれば、これら３fIIiの出なる|川題にliilじアルゴリズムが適川できる。アルゴリズムは２種類

取り化げたｃ模擬アニーリングと遺伝アルゴリズムだ。

12.9.1コスト関数

コスト関数とは、椎測解を引数に取り、劣った解には商い値を、優れた解には低い値を返すあらゆ

る関数のことを言う。岐適化アルゴリズムはこの関数を解のテストに〃lいて、叩能な解の''1から最良解

を見出そうとする。晶適化に使うコスト関数は巷慮すべき変数を多放持っていることが多く、どれを変

えることで結果が改善できるかは必ずしも明らかでないことが多い。しかし今は解脱のため、変数が

一つだけのIMl数を与える。以ﾄﾞのように定災しよう二

ｙ＝ユノｘ＊Ｓin(x）
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IX112-18にこの１１０敗のグラフを示す。
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図１２．１８１/ｘ、ｓｉｎｘのグラフ

この関数には変数が一つしか存在しないので、械小値を取るポイントをグラフから縦み取ることは容

易だ。これを使うことにより最適化の動作が容助に兄て取れるというわけだ。現爽には、多くの変数を

伴う複雑なIMI数を１１.純にグラフ化し、極小仙を取るポイントを兄出すことはできない。

この関数がmiI21いのは、jnj地岐小をいくつも持っていることだ。これは取り巻くすべてのポイント

より低いが、令体から兇た妓小値(極小値）を取るとは限らないポイントだ。これが愈味するところは、

局所晶小にはまり込んで大域最小を発見できないことがあるために、無作為な解を逆んで坂をドって

いくだけでは1M1組は解けないかもしれない、ということだ。

12.9.2模擬アニーリング

模擬アニーリングは物理学における合金の冷却に触発されたアルゴリズムで、ランダムに推測した

解からスタートする。この解からランダムな方向・小さな距離にある類似解のコストを決定していくこ

とで、解を改稗しようと拭みるのだ．こうした煎似解の〃がコストが低ければ、これが断しい解となる。

コスI､が問い珊介でも、現在の「柵度」に依イルた一定の確串で、賊似解は新しい解となる。ｉＭ度は当

初高く、ゆっくりと低くなるので、アルゴリズム英行の初lUl段階では、局所雌小にはまり込むのを避け

るために悪い解を受け入れる確率がずっと高い。

温喚がＯに述すると、アルゴリズムはそのときの解を返す。
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12.9.3遺伝アルゴリズム

遺伝アルゴリズムとは、進化理諭に触発されたアルゴリズム群のことだ。本書で取り上げた遺伝ア

ルゴリズムは、個体群と呼ばれる複数の無作為解からスタートする。個体群中の強力なメンバー－

最小のコストを持ついくつか－が選択され、微妙な礎更（突然変異)や形質の組み合わせ交叉(組み

換え）により改変を受ける。こうして新しい個体群が作られて次の111:代となり、１{t代を爪ねることで解

が改善される。

このプロセスが停止するのは、ある種の閏値に達したときで、それは数世代にわたって個体群が改

善されなかったときや、世代数が駿大値に達したときだ◇アルゴリズムは全f1t代から最良の解を返す。

12.9.4最適化コードの利用

いずれのアルゴリズムにしても、コスト関数の定義と解の領域(domain)の決定が必要だ。領域とは

各変数の取りうる範囲のことである。このシンプルな例では[(0,20)]が使える。これは0から20の値を

取る単一の変数が存在するということだ。そして領域とコスト関数を引数に、どちらかの鼠適化メソッ

ドをコールすればよい↑。

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

【5）

imPortmath
def仁ostf(x)：工eturn（ﾕ.0/(x[O]知.ﾕ))*math.sin(x[O]）
dcmain=[(o,20)l

optimization･annealing叩timize(dDmain,Eostf）

妓適化は、おそらくどんな問題に対しても何度も実行する必要がある。パラメータ調整、および、実

行時間と解の品質のバランスを取るためだ。類似の問題セットーたとえば旅行プランニングで、目

標は同じだが中の細部(飛行時間やチケット代)が述うもの－に対するオプティマイザを柵築する際

には、器パラメータについて一度ずつ災験し、その|川胆セットに対してうまくいくセッティングを決め、

その時点で固定してしまうというやり方が可能だ。

機械学習、オープンなAPI，そして誰でも自由に参加ができるということの組み合わせには多くの可

能性が存在する。将来的にアルゴリズムが洗練され、APIの開放が進みアクティブなオンライン参加

稀の数が期えることで、そのⅡ｢能性は期大していく。あなたがたくさんの新しい機会を見つけるための

ツールとインスピレーションを、この本が'７．えることを祈る！

1．択注Egeneticuptimizeは変数が－．個だと組み換えができずエラーになる。引数にmutpmb=1.0を追加すると交叉を
行わない。
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付録風

サードパーティによる

ライブラリたち

本書ではデータを収典、僻械、分析するためにたくさんのサードパーテイによるライブラリを紺介し

てきた。ここではそれらのダウンロード、インストールの方法と使用例について紹介する。

Ａ,１UniversaIFeedParser

UniversalFeedParserはMarkPilgrimによって書かれたＲＳＳとＡｔｏｍフイードをパースするた

めのPythonのライブラリである。このライブラリは本杏を通じてプログの投稿やオンラインのニュー

ス記蛎のダウンロードを簡単にするために用いられている。ライブラリのホームページはhttp:〃

舵edparser,orgである。

Ａ,1.1さまざまなプラットフォームへのインストール

ライブラリのダウンロードページはhttp:"code,googlecomﾉp/舵edparseIdownloadgJ1istである。

fbedparser-XY･Ｚｉｐという名前の峨新のバージョンのファイルをダウンロードしよう。

Zipファイルの‘I』身を空のディレクトリに抽出したあと、コマンドプロンプトで次のように入力しよ
う。

に:､download,feedparser>python5etup・pyinstall

これによりあなたのPythonのインストール嶋所を見つけ川し、そこにライブラリをインストールす

る。インストール後はPythonのプロンプトでimPortfeedparserと入力することで使い始めることが

できる。

ライブラリの使用例についてはhttp:"fbcdparger,org/で確泌することができる。



＄gunzipエmaging-ﾕ.１．6.tar･ｇｚ
＄ｔａｒｘｖｆエmaging-1･ﾕ･6.tar

＄ｃｄエmaging-1.１．６

＄pythonsetuP･pyin5tall

３３４１付録Ａサードパーティによるライブラリたち

Ａ,２PythonlmagingLibrary

PythonlmagingLibrary(PIL)はPythonで画像の生成と処恥を行うためのオープンソースのライ

ブラリである。さまざまな描画の操作とファイルフォーマットを幅広くサポートしている。ライブラリ

のホームページはhttp:"www､pythonware､com/Products/pilである。

Ａ､2.1Windowsへのインストール

ＰＩＬにはWindowsのインストーラが用意きれている。ライブラリのホームベージ上のダウンロード

セクションへ移動したあと、あなたのPythonのバージョンにあったWindowsの実行ファイルをダウン

ロードし、スクリーン上の指'に従いインストールしよう。

Ａ,2.2その他のプラットフォームへのインストール

Windows以外のプラットフォームへインストールするには、ソースからライブラリをビルドする必要

がある。ソースはライブラリのホームページからダウンロード可能であり、鹸新バージョンのPython

で動作する。

岐新バージョンのソースをダウンロードし、インストールのためにコマンドプロンプトで次のように

入力するとよい。1.1.6の部分はダウンロードしたバージョンで置き換えよう。

これにより拡張機能たちがコンパイルされ、ライブラリがあなたのPythonディレクトリにインストー
ルされる。

Ａ,2.3使用例

以下の例は小さな画像を生成し、いくつか線を引き、メッセージを描く。それから画像をJPEGファ

イルとして保存する｡

fromPｴLimPortエmage2ｴmageDraw

img=ｴmage･new(,RGB‘,(200,200),(Z55,Z55,Z55)）＃200×ZOOの白い背景
draw=ｴmageDraw.､raw(img）

draw・line((Z0,50,ﾕ50,80),fill=(Z55,0,0)）＃赤い直線
draw・line(〈ﾕ50,150,20,Zoo),fill=(o,255,o)）＃緑の直線
draw,text((40,80),‘Hello!，,(o,o,o)）＃照いテキスト
img・save(,test･jPg‘,‘｡PEC‘）＃te5t･jPgとして保存
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幅広い範囲に波るさまざまな仙Ⅱl例をhttp://www､pythonwIlrc､com/libmry/Pil/hlmdbook/intm(luc

tion･htmで確泌できる。

Ａ､３BeautifuISoup

BeautihISoupはPython製のＨＴＭＬとＸＭＬドキュメントのバーサである。イ§完全に肥述され

ているWebページに対しても動作するように投iil･されている。本普ではAPIを持っていないWebサ

イトからデータを取得し、データセットを作ったり、インデクシングのためのテキストをページから

探し出すために用いている。このライブラリのホームページはhttp:"www,crummy･com/sonwmre／

BeautiMSoupにある。

Ａ､3.1すべてのプラットフォームへのインストール

BeautifmlSoupは単独のファイルとして提供きれている。ホームページの~ドの祁分にBeautiful

5oup・pyをダウンロードするためのリンクが存在するｃこれをダウンロードし、あなたの作碓ディレク

トリかPython/Libディレクトリに配価するだけでよい，

Ａ､3.2単純な使用例

この例ではGoogleのホームベージのＨＴＭＬをバースし、ＤＯＭからエレメントを仙川しリンクたち

を探す方法についてボしている。

>>＞fromBeautifulSoupimportBeautifulSoup
>>＞fmmurllibiInporturlopen

>>＞soup=Beautiful5oup(urlopen(,http:〃google･Eom.)）
>>＞soup･head･title

<title>Google</title＞
>”links=Soup(‘a'）
>>＞len(links）
２１

>”linksIol

<ahref=齢http:ﾉﾉHWH･gOOgle･CO､ﾉig?hl=e､'０>iCOOgle</a＞
>>＞１inks【O】・Contents【O1

u･iCoogleO

もっと詳しい事例集はhttp:"www,crummv,com/softwareﾉBeautiMSoupﾉdocumentation・htmlでご

見ることができる。
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Ａ,４pysqIite

pysqliteは埋め込みデータベースSQLiteへのPythonのインタフェースである↑ｏｊＩＭめ込み型のデー

タベースは伝統的なデータベースとは異なり、別のサーバプロセスで動作するわけではないため、イン

ストールと設定が非常に簡単である。また、SQLiteはデータベース丸ごとを一つのファイルに保存す

る。本井では集めたデータを保存する方法を脱Ⅲjするためにいくつかの例でpysqliteを判川している。

pysqliteのホームページはhttp:"ｗｗｗ､initd・org/trackeIpysqlite/wiki/pysqliteである。

Ａ,4.1Windowsへのインストール

ホームベージにWmdowsのインストーラのバイナリへのリンクがある。このファイルをダウンロード

して走らせるだけでよい。あなたのPythonのインストール1ﾙ所を闘IIIIしたあと、そこへ121動的にイン

ストールされる。

Ａ､4.2その他のプラットフォームへのインストール

Windows以外のプラットフォームにはソースからインストールする。ソースはPy8qliteのホームベー

ジからtarボールとして取僻することができる。岐新バージョンのものをダウンロードし、コマンドプ

ロンプトで次のように入力してみよう。以下で2.3.3と記述されている部分はダウンロードしたファイ

ルのバージョンに合わせよう。

＄gunzippysqlite･2.3.ﾖ･tar･ｇｚ

＄tarxvfpy5qlite･Z,３．３.tar､ｇｚ
＄EdPysqlite-z､3.ョ

＄pythonsetup･pybuild

＄pythonsetup・pyinstall

A､4.3単純な使用例

次の例は新しいテーブルを作成し行を付け加えたあと変更をコミットする。それからテーブルにllllい

合わせを行っている。

>>＞ｆｒｏｍpysqlite2imPoxtdbaPiZaS5qlite
>>＞ｃon=Sqlite･亡onneEt<‘testﾕ.db･）

>>＞にon･exeEute(･Ereatetablepeop1e（name,phone,City)‘）
<pysqlite2・dbapi2.〔ur5orobjectatOxOOABE770＞

>>＞ｃｃn.exeEute(･inseｴtintopeop1evalues（"toby","555-1ZﾕZ",‘.Boston‘')‘）
<py5qlite2・dbapi2.[ur5orobjectatOxOOAC8A1O＞
>>＞にon・亡oImit(）

>>＞cur=亡on・exeEute(‘ＳｅｌｅＥｔ＊frompeoP1e‘）
>>＞Cur,next(）

十ｐＨ注：Pythonのバージョンが2.5以降であればsqlite3という希前で標準モジュールと共にインストールされている。
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(u’toby，，ｕ‘５５５－１２１２'，ｕ，Boston‘）

sQLiteではフィールド型はオプションであることに注意せよ。このSQLをもっと仏統的なデータ

ベースでも動作するようにするには、テーブルを作成する際のSQL文にフィールド剛を付け加える必

喫がある。

Ａ,５ＮｕｍＰｙ

NumPyはPythonの数学間散ライブラリであり、arrayオブジェクト、線形代数のIMI数とフーリエ

変換を提供している。Pythonで科･学計算を行うための手段として非柑に人弧があり、その人虻は１Ｗし

つつある。いくつかのケースではMATLABのような叩Ⅱツールに取って代わるほどである。ＮｕｍＩ,ｙ

は１０噸のＮＭＦアルゴリズムを実装する際に使われている。Ｎｕｍｌ,yのホームページはhttl〕:"numpy、

scipy・Orgである。

Ａ､5.1Windowsへのインストール

Wind〔〕w筒へのインストールにlIUしては、インストーラがhttp:"sourcelbrge,nutﾉpmjcctﾉRh()wfiles・

php?group-id=1369&package-id=175103からダウンロードできる。

あなたのPythonのバージョンに合うexeファイルをダウンロードし実行するとよい。Pvthonのイン

ストールディレクトリをあなたに確認したあと、そこへインストールされる：

Ａ､5.2その他のプラットフォームへのインストール

その他のプラットフォームへインストールするにはソースからインストールする必要がある。ソース

はhttp:"sourcelbrgenetﾉpmject/showfiles､php?group-id=1369&pncknge-id=175103からダウンロー

ドできるL，

あなたのPythonのバージョンにあったtar・gZファイルをダウンロードし、次のように人ﾉjしよう。

1.0.2の部分はあなたがダウンロードしたバージョンに置き換えるとよい。

＄gunzipnumpy-ﾕ.o・Z,tar・ｇｚ
＄tarxvfnumPy-ﾕ.０．２.tar･ｇｚ

＄cdnumpy-1.o､２

＄pythonsetup･pyin5tall

Ａ､5.3シンプルな使用例

この例では行列を‐:つ作って掛け合わせた後、転flLしフラットにする拠作を行っている。

＞＞＞

＞＞＞

＞＞＞

fromnumPyimPort＊

a=matrix([【ﾕ,Z,3】,[4,5,6]]）

b雲matrix([[ﾕ,Z】,【３，4],【5,61]〉
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＞>＞ａ*b

matrix([【2２，２８１，

１４９，６４])）

>>＞ａ･tran5Po5e(）
matrix([{１，４]，

［２，５]，

［３，６]]）

>>＞ａ･flattenO

matrix(【【１，２，３，４，５，６１]）

Ａ,６matpIotlib

mI1tplotlibはPythonのための２次ｿCIIIIi像ライブラリであり、数学的なグラフの作成にIMIしては

lDyth〔ｍｌｍｌ１ｇｉｎ屑Libraryよりはるかに優れている。matplotlibによって生成されたlXl形は出版にも耐

えるクオリテイを持っている。

Ａ､6.1インストール

matplotlibをインストールするには、ｿF1iiIにNumPyをインストールしておく必災がある。

matplotlibはWindows､ＭａｃＯＳＸ，ＲＰＭをベースとしたLinuxディストリビューション、Debian

ベースのディストリビューションのようなメジャーなプラットフォーム用のバイナリビルドが用意され

ている。mfltpl()tlihのインストールについてのインストラクションはhttp:"mntI〕Iotlib､Soul℃cfbrge．

nctﾉinstalling､htmlで砿魁することができる。

Ａ､6.2シンプルな使用例

この例では(1,1)、（2,4)、（3.9)、（4,16)の４つの点をプロットするために、オレンジの円を利用してい

る。出ﾉjをファイルとして保存し、スクリーン上のウインドウに炎派する。

>>＞frompylabiInPoｴｔ＊

>>＞P1ot(【ﾕ,2,3,4]，［ﾕ,4,9,ﾕ6】，,ro‘）

[<matplotlib､1ineS・Line2Din5tanceatOxO1878990>］
>>＞savefig('testﾕ.png，）
>>＞show(）

http:"matplotlib,sourcefbrge・net/tutorial､htmlにてたくさんの使川例を確幽することができる。

Ａ､７pydeIicious

pydeliciousはソーシャルプックマークサイトのdelicio､usからデータをＪ１剛するためのライブラリで

ある。。e１.icio､usは公式のAPIを備え付けているが、pydeliciousはそれにいくつかの機能を付け加え
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てある。２噸では我々 はそれを利川して推麓エンジンを柵築した“pydelicioUsは現在GooRlcCodeで

ホスティングされておl)http:"code・google･com/pﾉpydeliciousﾉ甑〕u皿からダウンロードすることができ

る。

Ａ､7.2すべてのプラットフォームへのインストール

もしバージョンコントロールソフトsubversionをインスI､－ル済みであれば、雌新のI〕ydeliciousを

取側するのはmjIIiである。コマンドプロンプトで次のように人ﾉjするだけでよい。

svncheEkouthttp:〃pydelicious,googleEode･“mﾉsvn/trunk/pydelicious･pｙ

Subvur8ionをインストールしていないなら、http:"pydeliciolls.g〔〕(収l“(〕dc.c(ｍｌ/RvI1/trunkからダウ

ンロードすることができる。

ファイルを入手した後、ダウンロードしたディレクトリでpython5etup･pyinstallを走らせればよ

い。これでpydeliciousがあなたのPythonディレクトリにインストールされる。

Ａ､7.3シンプルな使用例

pydelicioUsは人気のプックマークや特定のユーザのプックマークを取得するためのIMl数をたくさん

持っている。また、あなたのアカウントに新しいブックマークを追加することもできる。

>＞importpydeliciou5

>＞pydeliEious・get-popular(tag=‘programming，）
【{,Count'：,'，‘extended‘：，，，.hash‘：，‘，

,description‘：ｕ･HowToNriteUnmaintainableCode,，

,ta85｡：００，．h】refo：uohttp:ﾉﾉthc･segfault･net/root/phun/unmaintain･html｡，
,u5er‘：ｕ‘dorsia'，,dt，：ｕ'2006-o8-19To9:48:56Z'}，

{'Count‘：，，，，extended‘：，‘，’hash.§．.，

’description，：ｕ，Threadingin〔#，，,tags'：。，，

,href｡:ｕ'http://www,albahari・ＣＯ､/threading/,，etc…

>＞pydelicious・get-u5erposts(‘dorsia･）
[{‘Count，：‘'，‘extended'：，，，，hash'：，'，

,description,：ｕ,HowToNriteUnmaintainableCodeo，

,tag51：‘‘，,href'8ｕ･ｈｔｔｐ:／/thc・segfault・net/root/phun/unmaintain・html'，
‘u5er1：ｕ‘dor5ia‘，.｡t'：ｕ'2006-O8-19TO9:48:56Z‘}，ｅｔＥ…

>>＞ａ＝pydeliEious・apiNew(u5er，passwd）
>>＞ａ･post5-add(url=１.http:〃my･Eom/'‘，de5ciption="my･com‘'，
extended="ｔｈｅｕｒｌｉｓｍｙ,moc‘‘，tagss‘‘mｙｃom伽）

True


