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先月号では、決定木によるテキストの分類

いる。

について紹介した。しかし、決定木は分類精
度が高い方法ではない。本稿では、決定木を
用いて分類精度を向上させる機械学習方法に
ついて紹介する。

2. ランダムフォレスト
ランダムフォレストは、バギングの提案者
Breimanにより提案された。ランダムフォレ
ストは、大量データのデータマイニングに適

1. 集団学習

している。ランダムフォレストのアルゴリズ

集団学習（ensemble learning、アンサンブ
ル学習）は、決して精度が高くない複数の結

ムを次に示す。
①データセットから n セットのブートストラ

果を組み合わせ、精度を向上させる機械学習

ップ・サンプル B1 , B2 , …, Bn を作成する。

方法である。複数の結果を組み合わせる方法

ただし、構築したモデルを評価するために

としては、分類問題では多数決、回帰問題で

約1/3のデータを取り除いておいてサンプリ

は平均が多く用いられている。代表的な方法

ングする。取り除いたデータをOOB（out-

としては、バギング（bagging）、ブースティ

of-bag）データと呼ぶ。

ング（boosting）、ランダムフォレスト（RF：

②Bk（ k ＝ 1, 2, …, n ）における M 個の変数の

random forest）がある。本稿では、バギング

中から m 個の変数をランダムサンプリング

をさらに発展させたランダムフォレストにつ

する。m は Mより小さい値であり、m ＝

いて説明する。ランダムフォレスト法は、バ

M が多用されている。

ギングやブースティングより計算が速いだけ

③ブートストラップ・サンプル Bk の m 個の変

ではなく、分類の精度もこれらより高いか同

数を用いて未剪定の最大の決定木 Tk を生成

等であることが、多くのデータで実証されて

する。
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図１ ランダムフォレストのアルゴリズムで生成した６つの木

④n 個のブートストラップ・サンプル Bk の決

成し、多数決をとる方法で判別モデルを構築

定木 Tk について、OOBデータを用いてテス

するアルゴリズムである。作文データsb3を

トを行い、推測誤差を求める（OOB推測誤

用いたランダムフォレストのコマンドとその

差と呼ぶ）。その結果に基づいて、新たに分

結果を次に示す。

類器を構築する。回帰の問題では平均、分
類の問題では多数決をとる。

アルゴリズムのイメージを説明するため、

>install.packages("randomForest")
>library(randomForest)
>set.seed(10)
>(sb3.rf<-randomForest(y~.,sb3))

先月号で紹介した作文データsb3を用いて、上
記の手順で作成した６つの決定木を図１に示
す。変数は７（m ＝ 7）を用いた。６つの木の
中で「家族」を第１分岐変数としているもの
が２つあり、最も多いため多数決をとると、
第１分岐変数は「家族」となる。ランダムフ
ォレストでは、少なくとも数百の木を生成し
て、多数決をとる。

関数randomForestのデフォルトは、決定木
が500個作成されるように指定されている。し

R には、ランダムフォレストのパッケージ

たがって、上記の結果は500個の決定木の多数

randomForestがある。関数randomForestは

決による結果である。OOBデータを用いたテ

決定木CARTによって未剪定の木を大量に生

ストの結果の誤判別率は9.09％である。
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一般的に、判別結果の詳細は混同行列
（confusion matrix）を用いて示す。その主対

差が安定していることが分かる。
>plot(sb3.rf)

角線の値が正しく判別されている数であり、
それ以外が誤判別されている数である。

図２ 推測誤差と木の数の関係図

例えば、A の場合は10個が正しく判別され、
１つが B に誤判別されている。返された混同
行列では、正しく判別されたテキストが30個
であるので、正解率は30/33 ＝ 90.91％であり、
誤判別率は9.09％である。
機械学習に乱数を用いた場合、結果は乱数
に依存する。したがって、再び同じコマンド
を実行しても返される結果が異なる場合がし

ランダムフォレストでは、引数importance ＝

ばしばある。ランダムフォレストにおいて、

TRUEとコマンドを指定することにより、分

なるべく乱数に依存しない結果を得るために

類に用いられた変数の重要度を計算すること

は、木の数を十分に多くすることである。

ができる。変数の重要度のグラフを返すコマ

木の数は、推測誤差を考察しながら調整す

ンドを次に示し、その結果を図３に示す。図

ることができる。木の数と推測誤差との関係

３の左側は決定木における正解率を基準とし

は関数plotで作図することができる。関数plot

た平均値であり、右側は決定木を作成する際

が返すグラフの横軸は木の数、縦軸は推測誤

に計算されたGini係数の平均値である。値は

差である。推測誤差の変化を示す折れ線が安

大きいものから順に並べられている。

定するのに十分な木の数を指定することが望

>sb3.rf <-randomForest(y~.,sb3, ntree=50000,
importance=TRUE)
>varImpPlot(sb3.rf)

ましい。データsb3について、木の数を50,000
にした結果を次に示す。
>(sb3.rf<-randomForest(y~.,sb3, ntree=50000))

推測誤差と木の数との関係をプロットする
コマンドを次に示し、その結果を図２に示す。
横軸が木の数、縦軸が推測誤差である。図２
を見ると、木の数が12,000前後から、推測誤
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図３ ２種類の変数の重要度グラフ
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また、ランダムフォレストでは近似度

ワークは、パターン認識や予測など、従来の

（proximity measure）の計算機能も備えており、

定式化された方法によるデータ解析が困難な

計算された近似度を用いて多次元尺度分析を

問題の解決に有効であることから、90年代に

行うことも可能である。

はテキストの分類に用いられた。ニューラル
ネットワークにも幾つかのアルゴリズムがあ

3. 幾つかの分類器の比較

る。分類器によく用いられているのは、階層

¸

的ネットワークモデルであるが、大きな短所

主な分類器
分類の方法は数多く提案されている。しか

は学習に時間がかかることと、変数が多い場

し、分類器の精度は用いたテキストに依存す

合にはパフォーマンスが悪いことである。比

るため、先行研究で報告された分類器の精度

較的ロバストなニューラルネットワークモデ

に関する評価は絶対的なものではない。多く

ルとしては、量子ベクトル化（LVQ：learning

の研究では、決定木、k 近隣法、SVM法、ニ

vector quantization）という方法がある。

ューラルネットワーク法、バギング、ブース

また、集団学習の方法としては、ほかに、

ティングのパフォーマンスが良いと報告され

バギング（BAG：bagging for classification）、

ている。

ブースティングの一種であるアダブースト

k 近隣法（k nearest neighbor method）は、

（AdaB：adaboost.M1）などがある。

識別すべき個体の周辺の k 個の学習データの
多数決で判断する単純な分類器である。
サポートベクターマシン（SVM：support

¹

幾つかの分類器の比較分析
本項では、決定木（CART）、k 近隣法（kNN）
、

vector machine）は、分類と回帰問題のデータ

カーネル法による k 近隣法（KkNN）、量子

解析の方法として1995年前後に提案されてい

ベクトル化（LVQ）、サポートベクターマシ

る。初期のSVMは２群線形分類器として提案

ン（SVM）、バギング（BAG）、ブースティ

されたが、非線形多群判別分析に適用させる

ング（AdaB）、ランダムフォレスト（RF）に

ため、カーネル法というデータの射影法を用

ついて、比較分析を行うことにする。

いて拡張した方法も開発された。カーネル法

分類精度の評価には、OOBデータを用いる

によるSVMは、射影空間でカテゴリ間のマー

ことにする。OOBデータをサンプリングする

ジンを最大にし、マージンの中間を通る分類

とき、または分類器の内部で機械学習を行う

境界を求める方法である。

ときは乱数を用いている。乱数を用いると、

SVMはランダムフォレストと並んで精度が

学習とテストを行う度に結果が異なるため、

高い分類器であり、近年注目されているデー

１つのデータセットについて学習とテストを

タ解析の方法である。テキスト分類には比較

100回繰り返した結果を用いることにする。

的多く用いられている。
ニューラルネットワーク（neural network）

①作文の分類

は、人間の脳の神経回路の構造に倣った機械

まず、先月号で用いた３つのテーマの作文

学習アルゴリズムである。ニューラルネット

に出現する名詞を用いて作文をテーマ別に分
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類する例を示す。ここでは、33編から４編を
ランダムサンプリングしてテストデータ

図４ ３つのテーマにおけるマクロ平均の F 1 値の
箱ひげ図

（OOBデータ）とし、その残りを学習に用い
る。学習とテストを100回繰り返したマクロ平
均の F1 値の箱ひげ図を図４に、その平均プロ
ットを図５に示す。平均プロットのエラーバ
ーは95％の信頼区間である。平均プロットか
ら分かるように、BAG、AdaB、RFの３つの
方法が最も良く、これらには有意の差がない。
次に、11人が10のテーマについて書いた作

図５ ３つのテーマにおけるマクロ平均の F 1 値の
平均プロット

文110編をテーマごとに分類する例を示す。次
のサイトに、文章から抽出した49の名詞に関
する相対頻度のデータを掲載している（http://
mjin.doshisha.ac.jp/data/sb11.csv）。
データから抽出した名詞を用いて、どれく
らいの精度でテーマ別にテキストを分類する
ことができるかに関するランダムフォレスト
の結果を次に示す。ランダムフォレストの
OOB推測誤差は10％である。

図６ 10のテーマにおけるマクロ平均の F1 値の
平均プロット

>randomForest(y~.,nikkiNy2)

ダムフォレストの精度が最も良い。

このデータセットの中から11編をランダム

②スパムメールの判別

サンプリングしてOOBデータとし、その残り

電子メールが日常生活と切り離せない時代

を学習用のデータとし、学習とテストを100回

になりつつある。スパムメールとは、受け手

繰り返したマクロ平均の F1 値の平均プロット

が望んでいない広告、または迷惑メールの総

を図６に示す。結果から分かるように、ラン

称である。ITの普及に伴い、スパムメールが
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どんどん増えている。メールの文面もテキス

（1909-48）の作品について、それぞれ20編（合

トであるので、テキストマイニングの方法で

計200編）を抽出して行った著者の識別の結果

スパムメールを比較的高い確率で判別するこ

を示す。

とができる。

文章から助詞と読点を集計し、文章の長さ

R パッケージkernlabの中に、4,601通の英文

に比例する相対頻度に直して用いた。分類器

メール（スパム 1,813、ノンスパム 2,788）

による著者の判別のテストは、200編の作品か

に関するデータspamがある。データspamは

ら20編をランダムにサンプリングし、OOBデ

57個の特徴項目について集計したデータであ

ータとした。100回の学習とテストを繰り返し

る。4,601通のメールの中から460通（約10分

たマクロ平均の F1 値の平均プロットを図８に

の１）をランダムサンプリングしてOOBデ

示す。このデータにおいてもランダムフォレ

ータとし、その残りを学習用とした。学習と

ストの精度が最も良い。

テストを100回繰り返したマクロ平均の F1 値
の平均プロットを図７に示す。このデータセ

図８ 10人の作家の作品におけるマクロ平均の
F1 値の平均プロット

ットでは、ランダムフォレストの精度が最も
良い。日本語のメールに関しても、同様の実
験結果が得られている。
図７

データspamにおけるマクロ平均の F 1 値の
平均プロット

テキストを分類した結果は、テキストから
抽出して用いるデータと分類器に依存する。
また、機械学習による分類器はパラメータを
調整することで精度を向上させる可能性もあ
る。したがって、上記の結果は不変ではない
③文章の著者の識別

ことを強調しておく。

計量文体分析では、文章から書き手の特徴

テキストの分類によく用いられている英文

情報を抽出し、そのデータに基づいて文章の

テキストのコレクションとして、Reutersがあ

著者を推定することが必要となる場合がある。

る。参考のため、幾つかのURLを次に示す

ここでは、芥川龍之介 （1892-1927）、菊池寛

（http://kdd.ics.uci.edu/databases/reuters21578/

（1888-1948）、夏目漱石 （1867-1916）、森鴎外

reuters21578.html、
http://www.daviddlewis.com/

（1862-1922）、島崎藤村 （1872-1943）、泉鏡花

resources/testcollections/reuters21578/）。

（1873-1939）、岡本綺堂 （1872-1939）、海野十三
（1897-1949）、佐々木味津三（1896-1934）、太宰治

また、R パッケージtmには、Reutersを操作
する関数が用意されている。

2009年5月
（No.182） ESTRELA ● 49

