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19　事例からの学習  

エージェントが学習する＝世界の観察に基づいてパフォーマンスを改善させる。
機械学習：コンピュータがデータを観測し、モデルを構築し、そのモデルを世界に関する
仮説および問題解決ソフトウェアの一部として利用する。

学習する機械の必要性：

1. 可能な状況すべてを予測できない。
2. 解をどのようにプログラムしたらよいかが、設計者にもわからない。

19.1　学習の諸形式  

エージェントプログラムのいかなる要素も機械学習によって改善可能。改善は以下のよう
な要因による。

どの要素を改善するか？
（モデルに影響を与える）エージェントの事前知識は何か？
どのようなデータやデータへのフィードバックが利用できるか？

（第2章で論じた）エージェントの要素：

1. 現在の状態から行為へのマッピング
2. 知覚系列から世界の性質への推論
3. 世界の進展とエージェントに可能な行為の帰結に関する情報
4. 世界の状態の効用に関する情報
5. 行為の価値に関する情報
6. 目標
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7. 問題発生器、批評者、学習要素

いずれの要素も学習が可能。現在では人工知能エージェントとはみなさないようなソフト
ウェアシステムにも、機械学習は組み込まれている。

本章では、エージェントに事前知識を想定しない。

以下で扱うのは、入力が因子化された表現（属性値からなるベクトル）である問題。出力
が値の有限な集合である場合、問題は分類と呼ばれ、出力が数である場合、問題は回帰と
呼ばれる。

フィードバックのタイプ：

教師あり学習：エージェントは入出力のペアを与えられ、入力から出力への関数を学
習する。ラベリングなど。
教師なし学習：エージェントはフィードバックなしに入力のパターンを学習する。ク
ラスタリングなど。
強化学習：エージェントは強化（報酬と罰）から学習する。

19.2　教師あり学習  

教師あり学習課題の定式化：未知の関数   によって生成される   個の入出力ペア 
  からなる訓練セットが与えられたときに、真なる関数  

を近似する関数   を発見せよ。

関数   は世界に関する仮説と呼ばれる。仮説は可能な仮説からなる仮説空間   から得ら
れる。  をモデルクラス    から取られたデータのモデルと呼ぶこともできる。

仮説空間をどのように選択するか？データを生成する過程に関する事前知識を有している
場合もある。そうでない場合には、探索的データ分析を行う。単純にさまざまな仮説空間
を試すこともある。

ある仮説空間からよい仮説をどのように選択するか？一致性のある仮説 (consistent 
hypothesis)、すなわち、訓練セットに含まれる  に関して  が成り立つ   が
望ましい。出力が連続値の場合には厳密な一致は期待できないので、適合が最適な関数を
求めることになる。

真に重要なことは、ある仮説が未知の入力をどれだけうまく扱えるか。テストセットと呼
ばれる   のペアを用いることでこれを評価できる。ある仮説がテストセットの出力
を正確に予測できるときには、その仮説はうまく汎化（一般化）を行っているという。

（図19.1）は、仮説空間の違いに応じた仮説の違いを示している。
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仮説空間はバイアスと分散という観点から分析できる。

バイアスとは、様々なデータセットで仮説が真の値から逸脱する傾向性。バイアスは仮説
空間によって課される制約の結果として生じる。ある仮説がデータのパターンを発見でき
ないとき、その仮説は過少適合 (underfitting) だと言われる。

分散とは、訓練データの変動による仮説の変化の量。（図19.1）において、12次関数は訓
練データの小さな変動によって仮説が大きく変化する。仮説が特定のデータセットを重視
しすぎているとき、仮説は過適合 (overfitting) だと言われる。過適合を起こした仮説は未
知のデータをうまく扱えない。

訓練データによく適合する複雑でバイアスの低い仮説と、よい汎化を行う単純で低分散な
仮説の間には、トレードオフがある。データに合致するもっとも単純な仮説が望ましい
が、これはオッカムの剃刀の一例。

単純さの定義は難しい。パラメータが2つの多項式は12の多項式よりも単純だが、深層ニュ
ーラルネットワークは膨大なパラメータをもつにもかかわらずよい汎化を行う。それゆ
え、パラメータの数そのものはモデルの適合のよい尺度ではない。

教師あり学習は、データを条件としてもっともありそうな仮説   を選択する。

ベイズの定理を適用すれば、これは以下に等しい。
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1次多項式や2次多項式が望ましいのは、それらの事前確率は、12次多項式の事前確率より
も高いからだと言える。

なぜ仮説空間をすべてのコンピュータプログラムとしないのか？第一に、仮説空間の表現
力と、その空間内でよい仮説を発見することの計算量の間には、トレードオフがある。第
二に、学習後に仮説を使用するときの計算量が問題となる。

19.2.1　例題：レストランでの入店待ち  

レストランで入店待ちをするかどうか。出力  はブール変数（待つ／待たない）。入力  
は10個の属性値からなるベクトル。すべて離散値をとる。可能な組み合わせは9,216通りあ
るが、訓練データは12だけ。

19.3　学習する決定木  

決定木は、属性値からなるベクトルを単一の出力値（決定）に写像する関数の表現。一連
のテストを行うことで決定に至る。中間ノードは入力値に対するテストに対応し、葉ノー
ドは関数の出力に対応する。

以下では出力が2値であるブール分類を取り上げる。
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19.3.1　決定木の表現力  

あるパスは属性値に関する連言なので、決定木全体は命題論理における選言標準形とな
る。したがって、命題論理のいかなる関数も決定木で表現できる。

属性値の過半数が真であるとき真を返す関数や、偶数個の属性値が真であるときに真を返
す関数は、決定木では簡潔に表現できない。属性が実数値をとる場合、   の
ような関数を表現することも困難。決定木はある種の関数に適しているが、別種の関数に
は適していない。

あらゆる種類の関数に対して効率的な表現は存在しない。

19.3.2　事例からの決定木の学習  

（図19.2）の事例と一致し、できるだけ小さい木を発見したい。最小の木を発見すること
は手に負えないが、最小に近い木を効率的に発見する単純なヒューリスティックが存在す
る。（図19.5）のLEARN-DECISION-TREE アルゴリズムは、貪欲な分割統治法を採用す
る。つねにもっとも重要な属性を最初にテストし、その結果によって定義される部分問題
を解くことを再帰的に繰り返す。「もっとも重要な属性」とは、事例の分類にもっとも大
きな違いをもたらす属性。

（図19.4）において、Type による分岐には肯定事例と否定事例がどちらも含まれている
が、Patrons による分類は、肯定事例または否定事例しか含まない分岐をもつ。
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手順：

1. 残った事例がすべて肯定的または否定的ならば、終了。
2. 肯定事例と否定事例の両方が残っていれば、最良の属性を用いて分岐させる。
3. 事例が残っていなければ、問題のノードの親を構成する際に用いられた事例にもっと
も多く見られる値を採用する。

4. 肯定事例と否定事例の両方が残っているが、属性が残っていない場合には、残った事
例でもっとも一般的な値を出力とする。
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（図19.5）のアルゴリズムから得られる決定木は（図19.6）のようになる。事例が異なれ
ば木も異なるものとなる。

学習アルゴリズムのパフォーマンスは学習曲線で評価できる。訓練セットのサイズが大き
くなると、正確さも向上する。
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19.3.3　属性テストの選択  

属性の重要性は、エントロピーによって定義される情報利得 (information gain) を用いて
評価される。

エントロピーは確率変数の不確実性の尺度。情報が多ければ多いほど、エントロピーは小
さくなる。可能な値が1つだけの確率変数には不確実性はなく、エントロピーはゼロとな
る。公正なコインは2つの状態をとりうるので、1ビットのエントロピーをもつ。99％の場
合に表が出るコインは、公正なコインよりも不確実性が少ない。確率  で値  をと
る確率変数  のエントロピーは以下のように定義される。

たとえば、偏りのあるコインのエントロピーは、
  ビットとなる。

 を確率   で真となるブール確率変数のエントロピーとすると、

訓練セットが  個の肯定事例と  個の否定事例を含むならば、出力変数のエントロピーは
以下のようになる。
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レストラン問題の訓練データは   なので、エントロピーは1ビット。属性  に関
するテストはなんらかの情報をもたらし、エントロピーを減らすはず。

 個の異なる値をとる属性  は、訓練セット  を部分集合  に分割する。各部
分集合  は、  個の肯定事例と  個の否定事例をもつ。したがって、問題に解答する
には  ビットの情報が必要。訓練データからランダムに選ばれた事例
は、確率  で  に含まれるので、属性  によるテスト後のエントロ
ピーの期待値は以下のようになる。

属性   のテストによる情報利得はエントロピー減少の期待値なので、

これが属性の重要性にほかならない。

19.3.4　汎化と過適合  

属性が増えるにしたがって過適合の可能性が高くなるが、訓練事例の数が増えれば可能性
は低くなる。ノードの多い決定木など、大きな仮説空間は過適合の可能性が高い。モデル
クラスには他のクラスよりも過適合しやすいものがある。

決定木では、枝刈りによって過適合に対処できる。枝刈りでは、関連性の低いノードを消
去する。アルゴリズムによって生成された完全な木から出発し、葉ノードだけを子孫にも
つテストノードに着目する。そのテストに関連性がなければそれを消去し、葉ノードに置
き換える。葉ノードだけを子孫にもつすべてのノードにこの作業を繰り返す。

あるノードが関連性のない属性をテストしているかどうかをどう判定するか？ノードが  
個の肯定事例と  個の否定事例からなるとする。分岐した後の部分集合がいずれもおよそ  

 の肯定事例を含むとすれば、情報利得はほぼゼロだということになる。では、
どの程度の情報利得が望ましいのか？

統計的有意性テストによってこの問いに解答できる。

［以下  枝刈り法の詳細は省略］
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19.3.5　決定木の適用可能性を広げる  

以下のような問題に対処することで、決定木はより広く利用可能になる。

データの欠損：一部のデータが欠損した事例をどう分類するか？事例のデータに欠損
がある場合の情報利得をどう計算するか？
連続値をとる変数、多数の離散値をとる変数：情報利得が大きくなる split point を設
定するなどの手法がある。
連続的な値をとる出力：葉に線形関数をもつ回帰木の使用。

実世界における多くの問題は数的データを扱うので、連続値変数の扱いはとくに重要。

決定木の長所：理解の容易さ、大規模データへの拡張可能性、離散値と連続値、分類と回
帰の両方が可能

決定木の短所：最適ではない正確さ、深い木では予測に時間がかかる、不安定（新たな事
例を加えると木が変化する）

19.4　モデル選択と最適化  

機械学習の目的は未来の事例に最適に適合する仮説を選択すること。これを正確に述べる
には、「未来の事例」と「最適な適合」を定義する必要がある。

まず、未来の事例は過去の事例と同様であると仮定する必要がある。これを定常性想定 
(stationarity assumption) と呼ぶ。各事例  はすべて同じ事前確率分布をもち、以前の
事例から独立であると仮定する。

これらの式を満たす事例は独立同分布 (independently and identically distributed, i.i.d.) と
呼ばれる。

次に「最適な適合」を定義する。最適な適合とは、エラー率を最小化する仮説である。あ
る仮説のエラー率はテストセットによるテストによって評価できる。公正なテストを行う
ためには、事例を訓練セットとテストセットに分ける必要がある。

複数の仮説を比較したり、モデルクラスのパラメータであるハイパーパラメータ（多項式
の次数など）を調整したりすることもある。このような場合に公正なテストを行うために
は、3つのデータセットが必要となる。

1. 訓練セット
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2. 検証セット (validation set)：候補となるモデルを比較するために用いる。
3. テストセット：最良のモデルを評価するために用いる。

よい仮説を発見するという課題は、2つの部分課題からなる。よい仮説空間を選択するモデ
ル選択（厳密にはモデル空間選択）と、その空間内で最良の仮説を発見する最適化（訓
練）。

モデル選択には、問題に関する知識にもとづく質的で主観的な側面と、量的で経験的な側
面がある。

19.4.1　モデル選択  

（図19.8）はモデル選択アルゴリズムの一例。ハイパーパラメータは1つ（サイズ＝木のノ
ード数、多項式の次数など）で、最小値から出発してその値を大きくしていく。
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（図19.9）はモデル選択で生じる2つのパターン。いずれの場合も、パラメータ数が増える
と訓練データのエラー率は単調減少する。事例 (a) では検証セットのエラー率がU字型にな
り、モデルが複雑になると過適合が生じ、エラー率が上昇する。モデル選択アルゴリズム
は、U字型カーブの底の値を採用する。事例 (b) では検証セットのエラー率が一度上昇する
が、その後再び単調減少する。

なぜあるときには検証エラーカーブが (a) のようになり、あるときには (b) のようになるの
か？異なるモデルクラスが余剰能力をどのように利用するかということと、そのことが目
下の問題にどのように合致するかによる。モデルクラスの能力を高めると、訓練事例がモ
デルにおいて完全に表現される点に達することがある。たとえば、  個の葉ノードがある
決定木では、  個の事例を完全に表現できる。

訓練データに厳密に適合したモデルは、データを内挿 (interpolate) したと言われる。多く
のモデルクラスでは、モデルの能力が内挿が生じる点に達すると過適合が生じる。これ
は、モデルの能力の多くが訓練データに集中し、残りの能力は検証データセットのパター
ンを反映しない仕方でランダムに割り当てられるからだと考えられる。モデルクラスの中
には、この過適合から回復できないものもある。しかし、他のモデルクラスでは、能力が
高まることで候補となる関数が増え、そこには真の関数   によって生じるデータのパ
ターンに合致するものも含まれることになる。能力が高まり、このようなよい表現が増え
るほど、最適化メカニズムがその一つを発見できる可能性も高くなる。
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深層ニューラルネットワーク、カーネルマシン、ランダムフォレスト、ブーストされたア
ンサンブルはすべてこのような性質をもつ。

19.4.2　エラー率から損失へ  

メールをスパムと非スパムに分類する問題を考える。非スパムをスパムに分類する方が、
その逆よりも深刻な誤り。ここでは、エラー率を低下させることよりも、損失関数を最小
化することが重要になる。損失関数   は、正解が   であるときに 

   と予測することによる効用の損失量によって定義される。

多くの場合、これを単純化した   が用いられる。損失の評価方法には以下のような
ものがある。

理論的には、直面しうる入出力ペアの期待損失を最小化する仮説を選択することで、学習
エージェントは期待効用を最大化できる。この期待値を計算するためには、事例の事前確
率分布   を定義する必要がある。   をすべての可能な入出力事例の集合とする
と、損失関数   に関する仮説   の期待汎化損失は以下のようになる。

最良の仮説   は、期待汎化損失が最小の仮説。

多くの場合   は未知なので、学習エージェントはサイズ   の事例   に対する経験
損失を用いて汎化損失を推定することになる。

推定される最良の仮説   は、経験損失が最小の仮説。

  が真の関数  とは異なるかもしれない理由：

1. 仮説空間   は真の関数   を含んでいないかもしれない (unrealizability)。
2. 事例が異なれば異なる仮説が得られるかもしれない (variance)。この場合、訓練事例の
数が増えれば、分散はゼロに近づく。

3.   は非決定論的あるいはノイジーかもしれない。つまり、同じ   に対して異なる   
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を返すかもしれない。
4.   が巨大な仮説空間における複雑な関数の場合、すべての可能性を体系的に探索する
ことは計算量的に手に負えないかもしれない。この場合には、空間の一部を探索して
それなりによい仮説を返すことになるが、それが最良の仮説であるとは限らない。

統計学の伝統的な手法や初期の機械学習は、訓練事例が数十から数千程度の小規模学習だ
けを扱っていた。そこでは、汎化損失は、仮説空間に真の   が含まれないことに由来する
近似誤差と、分散を小さくするのに十分な訓練事例がないことに由来する推測誤差だっ
た。

近年では、数百万の事例がある大規模学習に力が注がれている。ここでは、汎化誤差は計
算の限界に由来する。真の  にきわめて近い  を発見するために十分なデータとモデルは
存在するが、それを発見するための計算が複雑なため、近似に訴えることになる。

19.4.3　正則化  

経験誤差と仮説の複雑さの重み付け和（＝総コスト）を最小化する仮説を探すことが、交
差検証に代わるモデル選択の方法となる。

ここで   は正の値をとるハイパーパラメータ。

複雑な仮説を明示的に罰する過程は正則化 (regularization) と呼ばれる。複雑さの尺度は正
則化関数と呼ばれる。正則化関数の選択は仮説空間に応じて変わる。多項式では、係数の
二乗和がよい正則関数となる。

もう一つの方法は、特徴選択によって無関係な属性を捨てることで、モデルの次元を削減
すること。   枝刈りはその一種。

経験損失と複雑さを同じ尺度（ビット）で評価することも可能。仮説をチューリングマシ
ンプログラムとしてコード化し、そのビット数を数える。さらに、正しく予測された事例
のコストはゼロビットとし、不正確に予測された事例のコストは誤りの大きさに応じて大
きくなるように、データをコード化するのに必要なビット数を数える。最小記述長 (MDL) 
仮説はビット数の合計を最小化する。

19.4.4　ハイパーパラメータのチューニング  

複数のハイパーパラメータが存在するときや連続値をとるときには、19.4.1で紹介した手
法は利用できない。

もっとも単純な手法は過去の経験に基づく人の手によるチューニング。
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ハイパーパラメータのとりうる値が少数のときには、より体系的なグリッド探索が適切。

とりうる値が無数にあるときには、ランダム探索を繰り返すのがよい。

訓練が長時間を要する場合には、それぞれの訓練から有益な情報を引き出せるとよい。ベ
イズ最適化は、よいハイパーパラメータの値を選択する課題自体を機械学習問題として扱
う。ハイパーパラメータ値からなるベクトル   を入力として、検証セットに対する総損失
を出力   とすれば、損失   を最小化する関数   を見つけようとしていることにな
る。訓練ごとに新たな   のペアを手にすることになり、関数   の形に関する信念
をアップデートできる。

ベイズ最適化への代替案は集団ベースの訓練  (population-based training, PBT)。PBTで
は、ランダム探索を用いて異なるハイパーパラメータ値をもつ一群のモデルを平行して訓
練する。第二世代のモデルのハイパーパラメータ値は、前世代で成功した値に基づく。

19.5　学習理論  

学習された仮説が未知の入力に対してうまく予測できることをどうすれば確信できるか？
よい   を得るにはどれだけの事例が必要か？どのような仮説空間を用いるべきか？仮説空
間が複雑なときでも最良の   を発見することは可能か？

学習にはどれだけの事例が必要か？学習曲線は特定の問題に用いられる特定の学習アルゴ
リズムに特有。より一般的な原則とは？

このような問いは計算論的学習理論で論じられる。基本原則は、ひどく誤った仮説は不正
確な予測を行うことになるので、少数の事例を試せば高い確率で発見されるということ。
それゆえ、十分に大きな訓練事例の集合と整合的な仮説がひどく誤っていることはありそ
うにない。そのような仮説は確率的で近似的に正しい (probably approximately corret, 
PAC)。このような仮説を返す学習アルゴリズムは、PAC学習アルゴリズムと呼ばれる。

［以下省略］

19.5.1　PAC学習の事例：決定リストの学習  

［省略］

19.6　線形回帰と分類  

決定木やリストとは別の仮説空間：連続的な値を入力とする線形関数のクラス
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19.6.1　線形単回帰  

線形単回帰関数は、  という形をとる関数。  と  は実数値をとる係数
で、これらが学習の対象となる。

 をベクトル  と定義し、これらの重みをもつ線形関数を、
 と定義する。

（図19.13(a)）のようなデータにもっともよく適合する仮説  を発見する課題が線形回
帰。そのためには、経験損失を最小化する  の値を発見すればよい。その際に
は、訓練サンプルすべてに関する損失関数  の値の総和が用いられる。

 を最小化する  である  は、  の  および  に関する偏微分
が0となるときに得られる。これは（式19.3）で表される唯一の解をもつ。

この作業を視覚化したものが（図19.3(b)）。可能な重みの組み合わせは、重み空間を構成
する。線形単回帰では、重み空間は二次元となり、損失の総和は重みの関数なので三次元
空間内にプロットされる。

 を用いる線形単回帰では、誤差関数は凸面となるため、局所的最小値は存在しない。し
たがって、（式19.3）を用いれば解が得られる。
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19.6.2　勾配降下法  

偏微分の値が0になる場所を見つけることで最適解が発見できるとはかぎらないので、この
方法に依存しない損失の最小化法が必要。

そのような方法が勾配降下法。重み空間における任意の地点を出発点とし、勾配を計算
し、勾配がもっとも急な方向に少量移動する。損失が（局所的に）最小となる点に到達す
るまで、この作業を繰り返す。

重みの更新式は（式19.4）で表される。パラメータ  は学習率と呼ばれる。学習率は固定
された値でも、時間の経過ともに減少する値でもよい。

単回帰では、損失は二次関数で表現されるので、その偏微分は線形となる。

微分の連鎖律を用いると、損失関数の偏微分は（式19.5）のように変形できる。

損失関数の  と  に関する偏微分を（式19.4）に代入すると、重みの更新式が得られ
る（（式19.5）の次の式）。更新式の意味を直観的に説明すると、つぎのようになる。

 が  よりも大きければ（出力が大きすぎれば）、  を少し小さくし、かつ、  が
正の値ならば  を少し小さくし、負の値ならば  を少し大きくことで、出力を少し小
さくする。

訓練サンプルが複数ある場合には、それぞれのサンプルに関する損失の合計を最小化する
必要がある。和の微分は微分の和に等しいので、679ページ一番上の式が得られる。

この更新式はバッチ勾配降下法あるいは決定論的勾配降下法と呼ばれる。この方法は、最
小値への収束が保証された方法だが、更新ごとにすべての訓練サンプルの損失の総和を計
算する必要があるため、時間がかかる。サンプル数がプロセッサのメモリサイズよりも大
きくなると、問題が深刻になる。

確率的勾配降下法というバリエーションもある。各ステップで少数の訓練サンプルを選び
出し、（式19.5）に従って重みを更新する。  個のサンプルの中から  個のサンプルか
らなるミニバッチを選び出す方法が一般的。  に対して  とすれば、
計算量は100分の1になるが、標準誤差はサンプル数の平方に比例するので、10倍になるに
すぎない。したがって、収束までに10倍のステップが必要だとしても、バッチ勾配降下法
よりも10倍速いことになる。  は学習課題において調整されるべきハイパーパラメータ。

ミニバッチを用いた確率的勾配降下法の収束は厳密には保証されていないが、学習率をし
だいに減少するように設定すると、収束が保証されるようになる。
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確率的勾配降下法は、定常性想定 (the stationarity assumption) が成り立たないオンライ
ン学習でも有用。適切な学習率を設定することで、過去の学習を記憶しつつ、新しいデー
タに適応できるようになる。

確率的勾配降下法は、線形回帰以外のモデルにも広く用いられている。損失表面が凸面で
ない場合でも、この方法を用いれば、グローバルな極小値に近いよい局所的極小値を発見
できる。

19.6.3　線形重回帰  

線形重回帰では、  個の要素をもつベクトル  が一つの事例となる。

つねに値1をとるダミー入力  を定数項  に割り当てれば、  は重みベクトルと入力
ベクトルの内積として表現できる（680ページ一番上の式）。

最良の重みベクトル  は、二乗誤差の総和を最小化するもの。勾配降下法における重み
の更新式は（式19.6）で表される。

誤差を最小化する  の値を解析的に求めることもできる。損失を最小にする重みベクトル  
 は、（式19.7）によって与えられる。この式における  は、データ行列

の疑似逆行列 (pseudoinvese) と呼ばれ、（式19.7）は正規方程式 (normal equation) と呼
ばれる。

線形単回帰では過適合は生じないが、重回帰では過適合が生じうる。これを避けるために
正則化が用いられる。正則化においては、経験損失と仮説の複雑さから総コストを算出
し、これを最小化する。線形関数では、複雑さは重みの関数として定められる。重みの絶
対値を  乗した正則化関数のうち、以下の2つが一般に用いられる。

 正則化：重みの絶対値の総和

 正則化：重みの二乗の総和

どちらを用いるのがよいかは問題によって異なる。  には、スパースなモデル、すなわ
ち、多くの重みが0となるモデルを生み出すという長所がある。

このことはつぎのように説明できる。（図19.14）において、左の図の正方形は、  複雑
性が  以下である重みの集合を表し、同心の楕円は、損失関数の値が等しくなる重みを表
している。ここで目指されているのは、正方形内の点で、損失関数の値が最小となる点を
発見することである。多くの場合には、正方形の頂点がその点となる。そして、正方形の
頂点においては、一方の重みは0となる。
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右の図の円は、  複雑性が  以下となる重みの集合を表している。この場合、損失関数の
値が最小となる点は、軸上にあるとは限らない。したがって、  正則化は、多くの場合重
みを0にしない。この結果、よい仮説  を発見するために必要な事例の数は、  正則化の
場合には無関係な特徴の数と線形に増加するが、  正則化の場合には対数的に増加するだ
けとなる。

［最後の部分は省略］

19.6.4　ハードなしきい値をもつ線形分類器  

線形関数は分類にも用いることができる。（図19.15）は、表面波と実体波の大きさから地
震と地下核実験を分類する関数。
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直線または平面からなる決定境界が2つのクラスを分離する。線形の決定境界は線形分離器
と呼ばれ、線形分離器が適用できるデータは、線形分離可能と呼ばれる。

定数項にダミー変数を割り当てれば、線形分離器を表現する方程式はベクトルの内積で表
現できる。

仮説  は、線形関数  を、（図19.17(a)）のしきい関数に通した結果と見ることもで
きる。しきい関数は、線形関数の値が  以上ならば1を返し、それ以外の場合には0を返
す。

20



 が0となる場所では勾配は定義されず、それ以外の場所では勾配は0なので、ここで
は、損失を最小化する重みを、勾配を0とする方程式を解いたり、勾配降下法を用いたりし
て求めることはできない。

データが線形分離可能な場合には、解に収束する重みの更新規則がある。これはパーセプ
トロン学習規則と呼ばれる。更新規則は（式19.8）で、線形回帰の更新規則と本質的に同
じだが、実質はやや異なる。その内容は以下の通り。

出力が正しいときには、重みは変化しない。
正解が1で出力が0のときには、入力が正ならば重みを増やし、入力が負ならば重みを
減らす。
正解が0で出力が1のときには、入力が正ならば重みを減らし、入力が負ならば重みを
増やす。

典型的には、この学習規則はランダムに選ばれた1つの事例ごとに適用される。

データが線形分離可能でない場合、学習率が固定された学習規則は収束に達しないが、学
習率が減少するように設定すれば、訓練サンプルがランダムに選ばれるときにはエラーを
最小にする解に収束する（図19.16(c)）。エラーを最小にする解を発見することはNP-困難
なので、収束に達するには多くの事例が必要となる。
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19.6.5　ロジスティック回帰を用いた線形分類器  

線形分類器では、しきい関数がハードであることが問題を引き起こす。仮説  は微分
不可能であるため、学習過程が予測できない。また、境界に近い事例にも0か1で予測を与
えることになってしまう。

しきい関数をより柔軟で微分可能なものとすることで、問題が解決される。具体的には、
おもにロジスティック関数が用いられる。

（図19.17(c)）は、地震／地下核実験問題に関する仮説の例。この仮説においては、出力
は、問題の事例が1とラベルづけられたクラスに属する確率と解釈される。境界領域では、
仮説は0.5という確率を出力する。

損失が最小になるようにこのモデルの重みを調整する過程は、ロジスティック回帰と呼ば
れる。方程式を解くことで解を得ることはできないが、勾配降下法を用いることができ
る。ここでは  損失関数を用いる。

勾配は線形回帰と同様の仕方で求められる（685ページ一番下の式）。重みは、入力と予測
の差の方向に、定数  と  によって決まる量だけ更新される。

（図19.18）は（図19.16）と同じ問題にロジスティック回帰を用いた結果で、線形分離可
能な例である (a) では収束が遅くなっているが、線形分離不可能な例である (b) や (c) で
は、収束は速く、安定している。ロジスティック回帰は、医学、マーケティング、調査分
析、信用スコア、公衆衛生などに用いられている。
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19.7　ノンパラメトリック・モデル  

線形回帰においては、訓練データは重みベクトルに要約されるので、訓練後はデータは不
要となる。データを（訓練データ数とは独立の）固定されたサイズのパラメータで要約す
る学習モデルは、パラメトリック・モデルと呼ばれる。

データセットが小さい場合には、過適合を避けるために、許容可能な仮説に強い制約を課
すことは意味をなす。しかし、訓練データが多数のときには、データを少数のパラメータ
に集約するよりも、データそのものを利用する方がよい。正解は複雑な関数であることを
データが示唆する場合には、仮説を線形関数やそれに類するものに限定すべきではない。

ノンパラメトリック・モデルとは、有界のパラメータ集合では特徴づけることのできない
モデル。このような学習方法は、事例ベース学習や記憶ベース学習と呼ばれる。もっとも
単純な事例ベース学習は参照表 (table lookup) 。しかし、このやり方では訓練サンプルか
らの汎化ができない。

19.7.1　最近傍モデル  

クエリ点  について問われたとき、  に最も近い  個の事例を見つけるというやり方
で、参照表を改良できる。これが -最近傍法。

分類を行うには、最近傍集合においてもっとも一般的な出力値を見つける。同点を避ける
ため、  には奇数が用いられる。

回帰には、  個の近傍の平均または中間値をとるか、近傍に関する線形回帰問題を解く。

（図19.19）では、地震／地下核実験問題に -最近傍法を用いている。ノンパラメトリッ
クな方法も、過適合や過少適合を引き起こしうる。小さい  の値は過適合を引き起こし、
大きな  の値は過少適合を引き起こす。最適な  の値は交差検証で決定する。
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 からの距離は、ミンコウスキー距離または  ノルムと呼ばれる量で測られる。  が2
のときはユークリッド距離、1のときはマンハッタン距離となる。ブール的な属性値では、
2つのデータポイントの値が異なる属性の数をハミング距離と呼ぶ。各次元が似た性質を測
っているときにはユークリッド距離が、そうでないときにはマンハッタン距離が用いられ
る。ここで生の数値を用いると、各次元の単位が変わることで総距離が変化することにな
り、最近傍も変化してしまう。したがって、異なる次元を比較するときには標準化が用い
られる。ある値から平均を引いた値を標準偏差で割ることで、標準化された値が得られ
る。

低次元で多くのデータを含む空間では、最近傍法はうまくいく。しかし、高次元空間で
は、最近傍が遠くなってしまうことが問題となる。  個のデータポイントが  次元空間内
に均一に広がっているデータセットにおける -最近傍について考えてみる。あるデータポ
イントの -近傍を、  個の最近傍を含む最小の超立方体と定義する。  を -近傍の一辺の
長さの平均値とすると、 -近傍の体積は  であり、超立方体全体の体積は1なので、平均
としては  となる。両辺の  乗根をとると、  が得られる。

具体的には、 ,  とすれば、  のとき 、  のと
き  だが、  のとき  となり、  では  となってしま
う。この問題は次元の呪いと呼ばれている。

［以下省略］
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19.7.2　 -d木による最近傍の発見  

［省略］

19.7.3　局所性鋭敏型ハッシュ  

［省略］

19.7.4　ノンパラメトリック回帰  

回帰へのノンパラメトリックなアプローチには以下のようなものがある。
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ノンパラメトリック線形区分回帰（「点を結ぶ」）（図19.20(a)）：  が与えられたと
き、その左の事例とその右の事例から内挿する。データにノイズが多いときにはうまくい
かない。

-最近傍回帰（図19.20(b), (c)）：  の  個の最近傍を用いる。予測には、  個の最近傍
の平均を用いたり、  個の最近傍の線形回帰を用いたりする。両端に近い場所では後者の
方がうまく働く。  の値は交差検証によって定められる。

局所的に重みづけられた回帰（図19.20(d)）：最近傍法の不連続性を回避する。  に近い
事例の重みは大きく、遠い事例の重みは小さくする。

重み付けはカーネルと呼ばれる関数による。この関数は  とあるデータ点の距離を入力
とし、入力が0のときに最大値をとり、距離に比例して値が減少する。入力空間全体につい
てカーネル値を積分すると1となるように関数を定める。

カーネルには二次、ガウスなどがある。（図19.20(d)）では、二次カーネル 
 が用いられている。カーネル幅  がハイパーパラメー

タとなり、交差検証によって最適値が決定される。［カーネル幅が大きいと距離の遠いデ
ータ点の重みも大きくなり、カーネル幅が小さいと小さくなるので］カーネル幅が大きす
ぎると過少適合となり、小さすぎると過適合となる。

カーネルによって局所的に重みづけられた回帰では、  損失に重みをかけたものの総和を
最小化する  を求めればよい。

この方法では、クエリ点ごとに回帰問題を解く必要がある。他方で、それぞれの回帰問題
ではカーネル幅の中にある事例だけを考慮すればよいので、計算は簡単になる。

［以下省略］

19.7.5　サポートベクターマシン  

サポートベクターマシン (SVMs) は、2000年代前半には、問題領域に関する事前知識がな
い場合の教師あり学習の手法としてもっとも一般的だった。現在では深層学習やランダム
フォレストに取って代わられているが、3つの魅力的な特徴がある。

1. データ点との距離を最大にする決定境界、すなわちマージン最大化分離器 (maximum 
margin separator) を構成する。

2. SVM は線形分離超平面を構成するものだが、カーネルトリックによってデータを高次
元空間に埋め込むことが可能。当初の入力空間では線形分離不可能なデータも、高次
元空間では線形分離が可能となる。

3. SVM はノンパラメトリックだが、分離平面に最も近い事例だけが重要な役割を果たす
ため、ノンパラメトリックモデルの長所（＝複雑な関数を表現可能であること）とパ
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ラメトリックモデルの長所（＝過適合に陥りにくいこと）を併せもつ。

（図19.21(a)）の3つの線形分離器は、0/1損失の観点からは同等。ロジスティック回帰な
らば分離器を一意に特定するが、そこにはすべての事例が関与することになる。しかし、
ある事例は他の事例よりも重要であるように思われる。

SVM は、経験損失ではなく、汎化損失の期待値を最小化することを試みる。未知のデータ
も既知のデータと同じ分布に従うとすれば、既知の事例からもっとも離れた分離器が汎化
損失を最小化すると言える。これをマージン最大化分離器と呼ぶ。マージンとは、分離器
と分離器に最も近い事例の距離を2倍した値のこと。

分離器は点集合  で表現できるので、勾配降下法を用いて、  と  で
構成される空間においてマージンを最大化するパラメータを発見すればよい。

［二次計画の話は省略］

（図19.22(a)）のように、事例が線形分離不可能な場合はどうすればよいか？（式19.12）
を用いて、入力データの表現を変換する。
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新たな3次元空間においては、データは（図19.22(b)）のように表現され、線形分離可能と
なる。一般に、データを十分に高次元な空間にマッピングすれば、ほぼつねに線形分離可
能となる。一般に、  個のデータポイントは、  以上の次元をもつ空間において線
形分離可能となる。

［以下省略］

19.7.6　カーネルトリック  

［省略］

19.8　アンサンブル学習  

これまでの事例では、一つの仮説だけが予測に用いられてきた。アンサンブル学習では、
複数の仮説を選択し、それぞれからの予測を平均化するなどして結合する。個々の仮説を
ベースモデルと呼び、それらを結合したものをアンサンブルモデルと呼ぶ。

アンサンブル学習を採用する理由：

1. バイアスを減らす。ベースモデルには強いバイアスが存在しうる。完全に一般的な仮

28



説空間を表現しようとすると計算量は指数関数的に増加してしまうが、  個の線形分
離器を用いても、計算量は  倍になるにすぎない。

2. 分散を減らす。正答率  の分離器5つを訓練データの異なる部分集合で訓練し、そ
れぞれが正答率  になったとすれば、これら5つの分離器を用いると正答率は  
となる。ただし、実際には個々の分離器が完全に独立であるという仮定は成立しない
ことも多い。

％

19.8.1　バギング  

バギングでは、訓練データ集合から繰り返しを許す形で  個の異なる訓練セットを作成す
る。それぞれを用いて仮説を立て、それぞれの仮説からの出力を用いて予測を行う。分類
の場合には多数決をとり、回帰の場合には平均を算出する。

バギングは、データ数が少なく、ベースモデルが過適合を起こしていると考えられるとき
に用いられる。どのモデルクラスにも用いることができるが、決定木に用いられることが
一般的。決定木は不安定、すなわち事例が異なれば木が大きく異なるので、決定木にこの
手法を用いることは合理的。複数のコンピュータを利用できるならば、仮説を並列に計算
できるので、バギングは効率的。

19.8.2　ランダムフォレスト  

バギングはしばしば互いに強く相関する木を生み出す。情報利得の大きな属性が存在する
とすれば、それが多くの木の根になるから。ランダムフォレストモデルは、決定木をさら
に多様にする手法。分類にも回帰にも用いられる。

基本的な発想は、訓練事例ではなく、属性の選択をランダムに変化させること。木の各分
岐において、属性をランダムにサンプリングし、その中で最も情報利得の高い属性を選択
する。  個の属性があるとき、分類ならば  個、回帰ならば  個の属性をサンプリン
グする。

さらに、各分岐で選択された属性に関して、属性値の範囲内から均等に値をサンプルし、
そのなかで情報利得の最も高い値を分岐に利用する。これによって、それぞれの木が異な
るものになる可能性がさらに高まる。このように構成された木は、extremely 
randomized trees と呼ばれる。

以下の理由から、  個の木を作成するのに  倍の時間がかかるわけではない。(a) それぞ
れの分岐で考慮する属性の数は少なくなる。(b) アンサンブル全体が過適合を防ぐので、枝
刈りが不要になる。(c)  個のコンピュータがあれば並列に計算できる。
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木の数 、それぞれの木で用いる事例の数 、それぞれの分岐で用いる属性の数、それぞ
れの分岐で用いる値の候補数といったハイパーパラメータは、交差検証によって訓練でき
る。通常の交差検証の代わりに、ある事例を訓練に用いていない木でその事例の平均誤差
を計算する out-of-bag error を用いることもできる。

ランダムフォレストは複雑で枝刈りのないモデルだが、過適合に陥りにくい。フォレスト
に木を追加するにしたがって、検証セットにおける誤差率は低下する。木を増やすにつれ
て誤差が（増加するのではなく）収束することの数学的証明も存在する。ただし、誤差が
ゼロになるわけではない。

ランダムフォレストは金融、工学、医学などで利用されている。

19.8.3　スタッキング  

スタッキングは、異なるモデルクラスに属する複数のベースモデルを、同じデータで訓練
し、結合する手法。

たとえば、レストランデータを訓練セット、検証セット、テストセットに分け、訓練セッ
トでSVMモデル、ロジスティック回帰モデル、決定木モデルをそれぞれ訓練する。つぎ
に、検証セットを用いてアンサンブルモデルを訓練する。アンサンブルモデルは、ベース
モデルの予測だけでなく元のデータを予測に用いてもよい。アンサンブルモデルは、入力
値に応じて異なるモデルの予測を重視するようなモデルでもよい。

この手法は、ベースモデルの上にアンサンブルモデルを位置づけることからスタッキング
と呼ばれる。複数のレイヤーをスタックすることもできる。スタッキングはバイアスを減
少させ、データ分析コンテストで優勝するモデルでしばしば用いられている。

19.8.4　ブースティング  

ブースティングはもっとも一般的なアンサンブル手法。まず、重み付き訓練セットという
考え方を導入する。ここでは、各事例に0以上の値が割り当てられる。

ブースティングは、すべての事例の重みが1である仮説  から出発する。次の仮説では、
 が分類を誤った事例の重みを増し、正解した事例の重みを減じる。このようにして  

個の仮説を順に作り出す。これらがブースティングアルゴリズムの入力となる。このアル
ゴリズムは、後戻りしないという意味で貪欲であり、また逐次的。最終的には、それぞれ
の仮説の予測に訓練セットでの成績に応じた重みを付けて投票を行う。
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AdaBoost と呼ばれるアルゴリズムは、通常決定木に用いられる。入力となる学習アルゴリ
ズム  が弱い学習アルゴリズム、すなわち、訓練セットに対して偶然レベルよりも少しで
も正確な仮説を生み出すものであれば、十分に大きな仮説数  が与えられれば、
AdaBoost は訓練データを完全に分類する仮説を生み出す。つまり、このアルゴリズムは学
習アルゴリズムの正確さをブーストする。この結果は、最初の仮説空間の表現力がどれだ
け低くても、学習される関数がどれだけ複雑でも成立する。ただし、未知の事例に関する
正確さは保証されない。

［以下省略］

19.8.5　勾配ブースティング  

［省略］

19.8.6　オンライン学習  

これまでの話は、データが独立同分布から得られたものであるという仮定にもとづいてい
た。

データが時間とともに変化する場合には、いつ予測をするかが重要となるため、オンライ
ン学習を採用する。オンライン学習では、入力ごとに学習を繰り返す。
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 人の専門家の予測に基づいて株価を予測するという課題について考える。一つの方法
は、各専門家の成績を毎日調べて、これまでの成績に応じてそれぞれの予測に重み付けを
すること。これは、ランダム化重み付け多数決アルゴリズムと呼ばれる。このアルゴリズ
ムは、形式的には以下のように記述できる。

すべての重みを1に初期化する。

1. 専門家から予測  を受け取る。
2. 重み  に比例する仕方で、専門家  をランダムに選ぶ。
3.  をこの問題の答えとする。
4. 正解  を受け取る。
5. であるすべての専門家  について、  を  に更新する。（ は0から1の間
の値をとる。）

6. 重みの総和が1になるように標準化する。

［以下省略］

19.9　機械学習システムの開発  

機械学習の理論と、具体的な問題解決のために機械学習を利用する実践は別物。古典的な
ソフトウェア開発と比べて、機械学習ソフトウェアの開発手法は確立されていない。

19.9.1　問題の定式化  

解決したい問題が何であるかを明らかにすることが第一歩。第一の問いは、「ユーザーの
ために解決したい問題は何か」。答えはたとえば、「ユーザーが特定の語に合致する写真
を見つけることを助ける」。第二の問いは、「その問題のどの部分が機械学習で解決でき
るか」。答えはたとえば、「写真を一群のラベルに対応づける関数を学習する」。

問題解決のために損失関数を設定することになるが、最終的な目的はユーザーの獲得や利
益の拡大。後者は機械学習の直接の対象とはならない。

問題を構成する要素には、機械学習ではなく古典的なソフトウェア技法で処理できるもの
もある。

問題が教師ありか、教師なしか、強化学習かを決定することも必要。

手法を選択可能な場合もある。たとえば、Amazonにあるようなおすすめシステムには、
教師あり学習も強化学習も利用できる。
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写真から年齢を推測するシステムでは、訓練データに体系的なバイアスがあるかもしれな
い。このような場合には、ノイズやラベルの有無に応じて、教師あり学習と教師なし学習
は連続体を構成する。質の悪いラベルを用いる教師あり学習は、弱い教師あり学習と呼ば
れる。

19.9.2　データの収集、評価、管理  

機械学習プロジェクトにはデータが必要。画像データには ImageNet のような無料で利用
できるデータもある。みずからデータを作成する場合には、インターネットを通じたクラ
ウドソーシングという選択肢もある。渋滞情報サービスのように、ユーザからデータを収
集できる場合もある。十分なデータをもたない場合、公開されている汎用データセットか
ら出発して、そこにユーザーのデータを加えて再訓練させる、転移学習も用いられる。

ユーザーからのデータ収集にしかるべき許可を得ているかどうか、データがきちんと管理
されているかどうか、データの利用法についてユーザーが理解しているかなどについて、
プライバシーの専門家による確認が必要。手続きが公正で偏見のないものである必要もあ
る。センシティブなデータだが有用な場合には、データをユーザーの機器上にとどめてお
く連合学習 (federated learning) を用いるとよい。

すべてのデータの data provenance （各データの定義、情報源、誰が利用したかなど）を
保持しておくことが望ましい。

他人が作成したデータを利用しているときには、データの収集方法が変化したり、収集が
停止したりする可能性に注意が必要。

学習を開始したら、学習曲線を描くことでさらにデータが必要かどうかがわかる。必要な
データ数にはさまざまな経験則があるが、いずれも絶対的なものではない。

データに誤りが含まれている可能性についても注意する必要がある。

データが限られているときには、データ補完が有用。画像データでは、回転や拡大縮小な
どによってデータ数を増やすことができる。

データの量が多くても、不均衡なクラスに分類されることがある。クレジットカードの公
正な利用と不正な利用など。このような場合には、多数派のクラスを undersample する
か、少数派のクラスを oversample する必要がある。少数派のクラスに大きなペナルティ
を科す重みつき損失関数を用いることもできる。

ブースティングも有用。アンサンブル法を用いるならば、「不正」という投票が少数でも
あれば出力を「不正」とするようにアンサンブル投票の規則を変えることができる。
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外れ値 (outliers) の扱いには注意が必要。線形回帰などの手法は外れ値の影響を受けやす
い。

価格のような値をとるデータの場合、値の対数をとることで外れ値の影響を減少させるこ
とができる。金銭の効用は対数的なので、これは理論的にも意味をなす。

決定木などの手法は外れ値の影響を受けにくい。

特徴量設計 (feature engineering)

データの誤りを修正したのちには、前処理が必要。量子化、標準化、one-hot encoding 
など。

ドメインの知識にもとづいて新たな属性を導入することもできる。購入日付にもとづいて
平日／週末という属性を導入する場合など。

家の売買価格を予測するときには、さまざまな属性が必要。近隣地域や学区をどのように
属性化するかには、さまざまな選択肢がある。このような場合には、特徴量設計の技能が
成功の鍵となる。

探索的データ分析と視覚化

探索的データ分析とは、予測や仮説のテストのためではなく、データ理解のためのデータ
分析。視覚化や要約統計を用いて行われる。

データをクラスター化し、各クラスターの中心をプロトタイプのデータ点として視覚化す
ることも有用。

多くのデータは高次元なので、次元削減によって二次元のマップに射影して視覚化するこ
とが有用。

［以下省略］

19.9.3　モデル選択と訓練  

モデルを構築する際には、モデルクラスを選択し、モデルを訓練データで訓練し、検証デ
ータでそのモデルクラスのハイパーパラメータを調整し、デバッグをし、テストデータで
モデルを評価することになる。

最良のモデルクラスを選択する確実な方法はないが、おおまかな方針はある。カテゴリカ
ルな特徴が多くあり、その大半は無関係だと思われるときには、ランダムフォレストが適
している。多くのデータがあり、事前知識がなく、しかるべき特徴を選択することを重視
しない場合には、ノンパラメトリックな手法が適している。ただし、ノンパラメトリック
な手法から得られる関数は計算量が多い。
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データが線形分離可能な場合や、特徴量設計によって線形分離可能な形に変換可能な場合
には、ロジスティック回帰が適している。データがそれほど多くない場合には、SVMの方
がうまくいく可能性がある。パターン認識には深層ニューラルネットワークが用いられ
る。

ハイパーパラメータの選択は経験と探索による。同じ検証データでパフォーマンスの測定
を繰り返すと、検証データに対する過適合が生じる可能性があるため、多くのデータがあ
るときには、複数の検証データセットを設けた方がよい。

分類課題の偽陽性と偽陰性のあいだにはトレードオフがある。偽陽性（まちがってスパム
メールと判定する）を減らそうとすれば、偽陰性（まちがってスパムメールでないと判定
する）が増えることになる。異なるハイパーパラメータの値に対して偽陽性と偽陰性をプ
ロットしたROC曲線 (receiver operating characteristic curve) から、最適なトレードオフ
値を特定できる。ROC曲線下面積 (area under the ROC curve, AOC) は、ROC曲線の数値
による要約を与える。

分類課題では、それぞれのカテゴリーがどのように（誤）分類されたかを2次元で表す表で
ある混同行列 (confusion matrix) も有用。

損失関数以外の要因にはトレードオフがありうる。もたらす利益と計算コストのトレード
オフなど。新しいアイデアをテストし、テスト結果を評価するという繰り返しの過程を高
速に行うことが機械学習では重要。

19.9.4　信頼、解釈可能性、説明可能性  

テストデータでよい成績をあげることは、モデルの信頼 (trust) の十分条件ではない。

機械学習システムの信頼を高める方法：

ソース管理：バージョン管理など。
テスト
レビュー
モニタリング：システムの働きの監視。
accountability：システムに問題が生じた場合の対応。

機械学習においてとくに重要な要因：

解釈可能性 (interpretability) ：あるモデルを調べて、なぜある入力に対してある答えを与
えたか、入力が変化すると答えがどのように変化するかを理解できるならば、そのモデル
は解釈可能。決定木は高度に解釈可能。その理由は、人間はIF/THEN規則の経験を有して
いるということと、決定木は解釈可能であるように構成されているということ。
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線形回帰モデルも解釈可能。ただし、相関は因果ではないので、なぜある相関が成り立つ
かに答えられるとはかぎらない。

説明可能性 (explainability) ：説明可能なモデルとは、「なぜこの入力からこの出力が生み
出されたのか」を理解する助けとなるモデル。解釈可能性は実際のモデルの考察から得ら
れるが、説明可能性は別の過程によって得られることもある。モデルそのものは理解が困
難なブラックボックスだとしても、説明モジュールは、モデルがしていることを要約しう
る。ヨーロッパのGDPRのような規制は、システムに説明を提供するよう求めている。

local intepretable model-agnostic explanations (LIME) システムは次のように働く。どの
ようなモデルクラスを利用していても、LIMEは決定木や線形モデルといった解釈可能なモ
デルを構成する。これは実際のモデルの近似。LIMEはこの線形モデルを解釈し、それぞれ
の特徴がどれだけ重要かを述べる説明を構成する。具体的には、機械学習モデルをブラッ
クボックスと見なし、さまざまなランダムな入力値を試し、解釈可能なモデルを構成する
ためのデータを作り出す。この手法は構造化されたデータには適しているが、イメージの
ように、どの特徴（ピクセル）も同等に重要なデータには適していない。

説明可能性を理由としてあるモデルクラスを選択することもある。

しかし、単純な説明は誤った安心感をもたらしうる。機械学習モデルを用いるのは、問題
そのものが複雑で、伝統的なプログラムが書けないから。そのような場合には、予測に単
純な説明が与えられると期待すべきではない。

あるドメインの理解を目的として機械学習モデルを構成するときには、解釈可能性と説明
可能性は理解の助けとなる。パフォーマンスが最良であるソフトウェアが欲しいだけのと
きには、説明よりもテストが重要。

19.9.5　オペレーション、モニタリング、メンテナンス  

モデルをユーザに提供するときには、ユーザの入力のロングテールが問題となる。システ
ムが広く用いられれば、テストされていない入力に直面する。モデルがそのような入力に
汎化可能かを知る必要があり、そのためにはライブデータにおけるパフォーマンスをモニ
タする必要がある。

第二に、世界が通時的に変化すること、すなわち非定常性の問題がある。たとえば、スパ
ムメールの送信者は、ソフトウェアに応じて戦略を変えるかもしれない。このような状況
では、十分にテストされているが古いデータから構成されたモデルと、テストされていな
いが新しいデータから構成されたモデルのあいだで選択を行う必要がある。モデルを絶え
ず更新する必要がある問題においては、テストを簡単なものにする必要がある。オンライ
ンモデルとオフラインモデルのあいだの選択も必要となる。
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データだけでなく、データスキーマそのものも変化しうることにも注意が必要。

最終更新：2022年1月25日
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