
第３回 AI サロン

１．機械学習の用語

３．処理のフロー

４．各種のアルゴリズムとそれらのデモ

２．Scikit-learnについて

５．雑談（意見交換）

Scikit-learnを用いた機械学習（その1）



python3.6の環境でterminalを起動し、
パッケージ管理用のコマンド「conda」を
使って、必須のライブラリーをインストール

環境の整備

scikit-learn numpy
pandasmatplotlib

scipy

>>>conda install scikit-learn 
コマンドプロンプト

>>>conda install matplotlib

(mglearn)

>>>conda install pandas 

>>>pip install mglearn



１．機械学習の用語

回帰（Regression)：連続する数値データを予測する

回帰と分類

分類（Classification)：クラスに分ける

学習
インダクション（Induction)：機械学習のアルゴリズム

未学習（underfitting)：データや「学習」が不足

過学習（overfitting)：訓練データに過剰適合

汎化（ generalization)：新たなデータにも有効

特徴量（feature value）:入力するデータ

データ

ターゲット（target）:入力データに対応する答え

分類の場合はラベル（lavel）と呼ぶことがある



特徴量（feature values）

学籍番号 氏名 語学＋体育基礎共通 実験 専門（必修） 専門（その他） その他

1001 神戸太郎 5 10 3 4 20 4

1002 甲南花子 5 12 3 4 24 0

１年末取得単位

特徴量



２．Scikit-learnについて

オープンソースの機械学習ライブラリ
（計算アルゴリズム＋データセット）

https://scikit-learn.org/stable/

「Pythonではじめる機械学習」
A.C. Muller, et al, 
O'Reilly Japan 
ISBN-13: 978-4873117980



２．Scikit-learnについて

データセット

Iris：アヤメの計測データ（150,4）分類

Boston house-prices：住宅価格（506,14）回帰

Digits：数字の手書き文字（1797,64）分類

＊Mnist (数字の手書き文字)（70000,28*28）分類

Wine：ワインの品質（178,13）分類

Diabetes：糖尿病の診療データ（442,10）回帰



計算アルゴリズム

教師あり学習（Supervised learning）

教師なし学習（Unsupervised Learning）

・線形回帰

・パーセプトロン

・ｋ‐最近傍法

・サポートベクターマシン（SVM）

・勾配ブースティング法・決定木

・確率的勾配降下法（SGD）

・ナイーブベイズ分類器

・主成分分析（PCA）と次元削減

・クラスタリング

・ロジスティック回帰



No-free-lunch theorem
(ノーフリーランチ定理)

コスト関数の極値を探索するあらゆる
アルゴリズムは、全ての可能なコスト関数に
適用した結果を平均すると同じ性能になる。

－Wolpert and Macready －

全ての問題に最適であるようなアルゴリズム
は存在しない。

(Wikipedia)



データの前処理

スケール変換

・standardScaler

・グリッドサーチ（GridSearchCV）

・MaxAbsScaler

・RobustScaler

・交差検証（cross-validation splitter）

・MinMaxScaler

・Normalizer

モデルの評価と改良

アルゴリズムチェーン

・パイプライン（Pipeline）



ステップ１

計算に必要なモジュールのインストール

データセットの読み込み

ステップ２

データセットの分割（train_test_split）

訓練データ：X_train 訓練ターゲット：y_train

・訓練セット

テストデータ：X_test テストターゲット：y_test

・テストセット

データセットのスケーリング（StandardScaler）

３．処理のフロー



ステップ４

訓練データセットで「学習」させる（fit）

ステップ５

テストデータセットで「予測」させる（predict）

ステップ６

「予測」を評価する（accracy_score, confusion matrix）

ステップ３

クラス分類モデルや回帰モデル（class）を選んで
インスタンスを作る
必要に応じてハイパーパラメータを調整する



1-最近傍法（最近傍点を見つける）

クラスＡ

クラスＢ

特徴量１

特
徴
量
２

ｋ-最近傍法（ｋ-Nearest Neighbor Method）



ｋ-最近傍法（ｋ-NN）

３-最近傍法（三つの近傍点を見つける）

クラスＡ

クラスＢ

特徴量１

特
徴
量
２

欠点：特徴量が多い
場合は機能しない
処理速度が遅い

長所：モデルが
分かり易い
ｋ値を大きく
すれば回帰も可能



決定木（Decision Tree）

天気は良いですか？

風は強いですか？ お腹は減って
いますか？

ショッピング 釣り 外食 映画

はい いいえ

いいえはい はいいいえ

YES Noで答えられる質問で構成される階層構造

・各ノードは質問 ・各エッジは枝

葉（終端ノード）

木の深さ



決定木の特徴

長所：結果が可視化できる

欠点：外挿ができない
過学習が生じやすい

特徴量の正規化(標準化)が必要ない

アンサンブル法



決定木のアンサンブル法

ランダムフォレスト（Random Forest）

（2）それぞれのサブセットを使って複数の異なる決定木を
作り、学習させる。

（1）データの一部をランダムに選び、複数のサブセットを
作る。

（3）予測はそれぞれの決定木の結果を平均する。

長所：特徴量の正規化や標準化が必要ない。

欠点：大量のメモリーを消費し、学習、予測に時間が
かかる。
テキストデータ（高次元で疎なデータ）には不向き。

並列処理が可能。



決定木のアンサンブル法

勾配ブースティング（Gradient Boosting）

（1）浅い決定木（弱学習器）を作り、学習させる。

（2）その決定木の予測が間違った場合は、次の決定木が
修正する。

（3）そのようにして次々に異なる決定木を追加していく。

欠点：テキストデータ（高次元で疎なデータ）には不向き。
パラメータのチューニングが不可欠

長所：最も強力なモデルのうちの一つ。
特徴量の正規化や標準化が必要ない。



予測の精度と計算時間

ｋ-最近傍法

サポートベクターマシン

決定木

確率的勾配降下法

ナイーブベイズ

ロジスティック回帰

決定木(RF)

決定木(HGBT)

digits mnist 計算時間(ｓ)

0.81 0.87

0.96 0.981

0.960 0.965

0.986 0.971

0.989 0.95

0.90 0.90

0.78 0.56

0.94 0.92

15 XX

270

XX

19

22

60

2

4
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