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パート 1: はじめに



機械学習とは、人間や動物にとって当たり前のことをコンピュータに教えると
いうことを意味します。つまり、「経験から学ぶ」ということです。機械学習の
アルゴリズムでは、モデルと呼ばれる事前に定められた方程式に頼らずに、計
算的な手法を使ってデータから情報を直接学び取ります。こうしたアルゴリズ
ムは学習に使えるサンプル数の増大に伴って、適応的にその性能を向上させ
るようになっています。

機械学習とは？
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機械学習のさまざまなアルゴリズムは、データに潜む自然なパ
ターンを見つけ出し、そこから洞察を導き、あなたがよりよい意
思決定や未来予測をするのを助けてくれます。これらは、日々
の医療診断や株取引、エネルギー需要予測など、さまざまな場
面での意思決定に利用されています。音楽・動画配信サイトで
は、何百万もの選択肢の中から個々のユーザーに合った曲や映
画を推薦するために機械学習はなくてはならないものになって
います。小売業者も顧客の購買行動を深く理解するために機械
学習を活用しています。

もっと多くのデータ、もっと多くの質問、 
そして、より良い回答

実世界のアプリケーション
ビッグデータの活用が進む中、機械学習は以下をはじめとする分野
での問題解決において、とりわけ重要な役割を果たすようになってい
ます。

•	 金融工学：信用度評価、アルゴリズム取引

•	 画像処理およびコンピュータービジョン：顔認識、動体検知、	
物体検知

•	 情報生命科学：腫瘍検出、創薬、DNAシークエンシング

•	 エネルギー生産：価格・負荷予測

•	 自動車、航空宇宙、その他製造業：予知保全

•	 自然言語処理
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入力データのみに
基づいてデータをグ
ループ化し解釈

入出力データの
両方に基づいて予
測モデルを構築

教師なし学習

教師あり学習

クラスタリング

分類

回帰

機械学習

機械学習には、2種類の手法があります。一つは「教師あり学習」
で、すでにある入出力データを用いてモデルを訓練し、将来の出力
を予測できるようにします。もう一つは「教師なし学習」と呼ばれ、
入力データに内在する隠れたパターンや固有の構造を発見するも
のです。

機械学習の種類
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教師あり機械学習は、不確実さがあっても証拠に基づいて予測
を行えるモデルを構築することを目的としています。教師あり学
習のアルゴリズムは、すでにある一連の入力データとそれに対
する応答（出力）を用いてモデルを訓練し、新たなデータへの
応答を合理的に予測できるようにするものです。

教師あり学習では、分類や回帰の手法を用いて予測モデルを作
成します。

• 分類手法では、電子メールが迷惑メールか否か、腫瘍がが
んか良性かといった離散的な応答を予測します。分類モデ
ルは、入力データを複数のカテゴリーに分類します。典型的
な用途としては、画像診断、音声認識、信用度評価などが挙
げられます。

• 回帰手法では、温度変化や電力需要の変動など、連続的な
応答を予測します。典型的な用途としては、電力負荷予測や
アルゴリズム取引などが挙げられます。

教師あり学習を活用した心臓発作の予測
ある患者が1年以内に心臓発作を起こすか否かを医師が予測したい
と考えたとします。医師は、過去の数々の患者に関する年齢、体重、
身長、血圧などのデータを持っています。また、こうした過去の患者
が1年以内に心臓発作を起こしたかどうかも知っています。従って問
題は、持っているデータをどのように組み合わせてモデル化すれば、
新たな患者が1年以内に心臓発作を起こすか否かを予測できるの
か、という点となります。

教師あり学習
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Clustering
Patterns in 

the Data

教師なし学習は、データに内在する隠れたパターンや固有の構造を
見いだすものです。ラベル付けされた応答を持たない一連の入力デ
ータから推論を導き出すために用いられます。

教師なし学習の手法としてはクラスタリングが最も一般的です。これ
は探索的データ分析により、データ内の隠れたパターンやグループ構
造を発見するために用いるものです。

遺伝子配列分析、市場調査、物体認識などに活用されています。
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機械学習

クラスタリング分類 回帰

サポート
ベクターマシン

判別分析

単純ベイズ

最近傍法

線形回帰、
一般化線形モデル

サポートベクター回
帰、ガウス過程回帰

アンサンブル法

決定木

ニューラルネットワーク

平均法、Kメドイド法、
ファジィC平均法

階層クラスタリング

混合ガウスモデル

ニューラルネットワーク

隠れマルコフモデル

教師なし学習教師あり学習

適切なアルゴリズムを選択するのは、手に負えない難題に思えること
もあります。教師あり、教師なしの機械学習アルゴリズムは何十種類
もあり、学習方法もそれぞれ異なるからです。

最も優れた手法や、何にでも使える手法というものはありません。適
切なアルゴリズムを探すには、試行錯誤に頼らざるを得ない部分が
あります。極めて経験豊富なデータサイエンティストでも、あるアルゴ
リズムがうまく機能するかどうかは、結局のところ試してみないと分
からないのです。ただしアルゴリズムの選択は、扱うデータのサイズ
や種類、データから導き出したい見解、その見解の活用方法によって
決まってくる部分もあります。

使用するアルゴリズムの決定方法
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大量のデータや多くの変数が関与する複雑なタスクや問題を抱えている
のに、それを処理するための既存の数式や方程式がないとき、機械学習
の活用を検討してみてください。例えば、以下のような状況に対応する
時、機械学習は適切な選択肢のひとつとなります。

•	 手書きのルールや方程式が複雑すぎる（顔認識や音声認識など）

•	 作業ルールが絶えず変化している（取引記録からの不正検出など）

•	 データの性質が変化し続けていて、プログラムを適合させていく必要
がある（自動取引、エネルギー需要予測、購買動向の予測など）

いつ機械学習を使うべきか
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美術作品の分析能力を持つアルゴリズムの開発

ラトガース大学	美術・人工知能研究所（the Art and Artificial 
Intelligence Laboratory）の研究者チームは、コンピューターアルゴリ
ズムが、人間と同じように、絵画を様式やジャンル、画家別に分類で
きるかどうかの検証を行いました。チームはまず、絵画の様式を分類
するための視覚的特徴を特定しました。開発したアルゴリズムは、デ
ータベース内の絵画を60%の精度で様式別に分類することができ、
専門家ではない一般人を上回るものとなりました。

続いて、様式の分類（教師あり学習の問題）に用いた視覚的特徴は、
他の画家への影響の判定（教師なし学習の問題）にも活用可能との
仮説を立てました。

彼らは、特定の対象物を見分けられるよう、Google上の画像を用い
て学習させた分類アルゴリズムを用いました。そのアルゴリズムを、
過去550年間に66人の画家によって描かれた1,700点を超える絵画
作品を用いてテストしたところ、ディエゴ・ベラスケスの「教皇インノ
ケンティウス10世の肖像」がフランシス・ベーコンの「ベラスケス作『
教皇インノケンティウス10世の肖像』に基づく習作」に影響を与えた
ことを含め、関連のある作品をいとも簡単に特定することができまし
た。

実世界の事例

機械学習のご紹介



12

大規模ビルにおける空調設備のエネルギー使用量の最適化

オフィスビル、病院、その他大規模商業ビルの冷暖房空調システムの
多くは、気候パターンの変化やエネルギーコストの変動、建物の熱特
性を考慮に入れていないため非効率的なものとなっています。

こうした問題に対処するのが、BuildingIQ社のクラウドベースのソフト
ウェアプラットフォームです。このプラットフォームは、先進的なアルゴ
リズムと機械学習手法を用いて、電力計、温度計、空調設備の圧力セ
ンサーからのデータに、天候やエネルギーコストも加えた何ギガバイ
トにも及ぶ情報を常時処理しています。中でも機械学習は、データの
細分化や、冷暖房プロセスにおけるガス、電気、蒸気、太陽光発電そ
れぞれの相対的寄与率の決定に活用されています。BuildingIQ社の
プラットフォームを活用すると、大規模商業ビルにおいて冷暖房空調
設備が通常運転時に消費するエネルギー量を、10%～25%削減でき
ます。

実世界の事例

機械学習のご紹介
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自動車の低速域での衝突検知

800万人超の会員を擁する王立自動車クラブ（RAC）は、英国最大の
自動車関連組織の一つで、ロードサービスや保険等のサービスを個
人・企業のドライバーに提供しています。

道路での故障・事故等への迅速な対応、衝突事故の削減、保険コス
トの低減を実現するため、RACは、車載式衝突検知システムを開発
しました。このシステムには先進的な機械学習アルゴリズムが用いら
れており、低速走行中の衝突を検知するとともに、こうした事故と運
転中によくある他の事象（減速帯や路面の穴を通過した場合など）と
を区別することができます。第三者機関による検証では、RACのシス
テムは92%の精度で試験時の衝突を検知することが示されました。

実世界の事例

機械学習のご紹介
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機械学習においては、最初から最後まで迷わず一直線に進むということは
めったにありません。常にさまざまなアイデアや方法を繰り返し試すことに
なるでしょう。このセクションでは、いくつかの重要な決定ポイントに注目し
つつ、機械学習の体系的なワークフローについて説明します。

一直線に進むことはめったにない
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機械学習における課題の大部分は、データ処理と正しいモデルの発見に関連して
います。

データの形式や規模は均一ではありません。実世界のデータセットは、乱雑で、不
完全で、フォーマットもさまざまです。シンプルな数値データのみの場合もあるか
もしれません。しかし、センサー信号、テキスト、カメラからのストリーミング画像
など、さまざまな種類のデータを組み合わせる場合もあるでしょう。

データ処理には、専門的な知識やツールが必要になる場合があります。例えば、
特徴量を抽出して物体検出アルゴリズムの学習を行うためには、画像処理の専門
知識が必要です。データの種類によって必要な前処理の方法も異なります。

データに最も適したモデルを見つけるには時間がかかります。適切なモデルを選
択するためには、バランスを取る必要があります。柔軟性が高いモデルは、データ
に過適合し、ノイズの可能性がある些細な差異をモデル化してしまう傾向があり
ます。一方で、シンプルなモデルとすると、単純化の仮定が多くなり過ぎている可
能性があります。モデルの実行速度と精度と複雑さは、常にトレードオフの関係に
あるのです。

手強そうに聞こえますね。でも、心配はいりません。試行錯誤が機械学習の核心で
あることを思い出しましょう。もし、ある方法やアルゴリズムが上手くいかなかった
ら、別の方法やアルゴリズムを試せばよいのです。そして、体系的なワークフローを
知っていれば、スムーズなスタートを切ることができるでしょう。

機械学習の課題
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教師あり学習 教師なし学習

機械学習

分類回帰

始める前に考慮すべき点

機械学習のワークフローは、必ず次の3つの点を明らかにするところ
から始まります。

•	 どのような種類のデータを扱うのか。

•	 そのデータから、どのようなインサイトを導き出したいのか。

•	 導き出したインサイトを、どこで、どのように活用するのか。

上記の点に基づいて、教師あり学習、教師なし学習のどちらを利用す
るのかを検討します。

予測（例えば、温度や株価などの連続型変数の将来値の
推定）や分類（例えば、ウェブ動画に映っている自動車の
型式の特定）を行うモデルの学習が必要な場合は、教師あ
り学習を選択します。

入力データを詳しく調べる必要がある場合
や、データをクラスターに分けるなど、デー
タの適切な内部表現を見出すモデルの学
習が必要な場合は、教師なし学習を選択し
ます。
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6. 最も上手く学習されたモデルをプ
   ロダクションシステムに組み込む

5. 最適なモデルが見つかるまで繰り返す

4. ステップ3で抽出した特徴量
     を用いてモデルの学習を行う

  3. 前処理したデータから
特徴量を抽出する

2. データの前処理を行う

1. データにアクセスし、読み込む

ワークフローの概要

次のセクションでは、健康管理アプリを例に、各ステップをより詳し
く説明します。このワークフローは全てMATLAB®内で完結します。
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身体活動の分類を行うモデルのトレーニング

携帯電話の健康管理アプリを例にとって説明します。入力は、携帯
電話の加速度計とジャイロスコープからの3軸センサーデータで構成
されます。応答（出力）は、歩く、立つ、走る、階段を上る、横になる、
などの活動です。

入力データを用いて、上記のような活動を特定する分類モデルの学
習を行う必要があります。目標が分類なので、教師あり学習を採用し
ます。

学習が済んだモデル（分類器）は、1日を通してユーザーの活動レベル
を追跡するアプリに組み込まれます。 機械学習
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1     ステップ1：データを読み込む

加速度計とジャイロスコープからデータを読み込むために、以下を行
います。

1.				携帯電話を持って座ります。電話からのデータを記録し、その
データを「座る（Sitting）」とラベルを付けたテキストファイルに
保存します。

2.				携帯電話を持って立ち上がります。電話からのデータを記録
し、そのデータを「立つ（Standing）」とラベルを付けた2番目の
テキストファイルに保存します。

3. 			分類したい各活動のデータが全て保存できるまで、上記のステ
ップを繰り返します。

ラベルの付いたデータセットを、ひとつのテキストファイルに保存しま
す。テキスト形式やCSVなどのフラットファイルフォーマットで保存する
と、その後の処理が容易になり、データを簡単にインポートできます。

機械学習アルゴリズムは、ノイズと意味ある重要な情報とを区別でき
るほど賢くはありません。収集したデータを用いて学習を行う前に、
データにノイズがなく、完全であることを確かめる必要があります。
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2

データをMATLABにインポートし、ラベルの付いたそれぞれのセット
をプロットします。データの前処理のために、以下を行います。

1.			異常値、すなわち他のデータから離れた位置にあるデータポイ
ントを探します。

異常値を無視してよいのか、あるいは、その異常値はモデルが考慮す
べき現象を表しているのかを見極めなければなりません。ここに例と
して示したデータの場合は、異常値を無視しても問題ありません（デ
ータの記録中に被験者が無意識に体を動かしてしまったために、異
常値が現れたのです）。

2.		欠損値（記録中に接続が切れたために失われたと思われるデ
ータ）を調べます。

欠損値を全く無視しても構いませんが、それではデータセットのサイ
ズが小さくなってしまいます。代わりに、内挿を行ったり、他のサンプ
ルの相当する部分のデータを使用したりして欠損値を推定して補う
こともできます。

活動追跡データの異常値

異常値が決定的に重要な情報となるアプリケーションもた
くさんあります。例えば、クレジットカード不正利用検出ア
プリでは、異常値はその顧客の通常の購買パターンから外
れた購入であることを表しています。

    ステップ2：データの前処理を行う
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3.		作成したアルゴリズムが、携帯電話の動きではなく、被験者の
動きのみに着目できるように加速度計データから重力の効果
を除きます。そのためには、通常、双二次フィルターなどシンプ
ルなハイパスフィルターを使用します。

4.		データを2つのデータセットに分けます。データの一部をテスト
用に保存します（テスト用データセット）。残り（学習用データセ
ット）はモデルの構築に使用します。この方法はホールドアウト
法と呼ばれる交差検証法の1つです。

モデル化のプロセスで使用しなかったデータを用いて
モデルのテストを行うことで、未知のデータに対してど
のような動作をするのかをチェックします。

    ステップ2：データの前処理を行う（続き）2
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特徴量の抽出（特徴量エンジニアリングまたは特徴抽出とも呼ばれ
る）は、機械学習において最も重要な部分のひとつです。この作業に
よって、生データを機械学習のアルゴリズムが利用できる情報へと変
換します。

アクティビティトラッカー（活動量計）の場合は、加速度計データの
周波数成分を捕捉した特徴量を抽出する必要があります。これらの
特徴量は、アルゴリズムが「歩いている状態（周波数が低い）」と「走
っている状態（周波数が高い）」とを区別する上で役立ちます。抽出
した特徴量をまとめた新たな表を作成します。

特徴選択を通じて、以下を行います。
•	 機械学習アルゴリズムの精度を向上させます。
•	 高次元データセットに対するモデルの性能を高めます。
•	 モデルの解釈のしやすさを向上させます。
•	 過適合を防ぎます。	

    ステップ3：特徴量を抽出する3
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データの種類 特徴選択作業 手法
センサーデータ 生のセンサーデータから信号特性を抽出し、高

度な情報に変換
ピーク分析－高速フーリエ変換によって、卓越周波数を特定

パルスおよび遷移指標－立ち上がり時間、立ち下がり時間、整定時間などの
信号特性を抽出

スペクトル測定－信号電力、帯域幅、平均周波数、中央周波数をプロット

画像・映像データ エッジ位置、分解能、色などの特徴を抽出 Bag of visual words－エッジ、角、ブロブなど、画像の局所的特徴のヒストグ
ラムを作成

勾配方向ヒストグラム（HOG）－局所的な勾配の方向のヒストグラムを作成

最小固有値アルゴリズム－画像の角の位置を検出

エッジ検出－輝度が急に変化するポイントを特定

トランザクションデータ データ内の情報を強化する抽出値を計算 タイムスタンプ分解－タイムスタンプを日、月などの成分に分解

合算値計算－特定の事象が起こった合計回数など、高度な特徴を算出

抽出できる特徴量は、想像力次第で変わります。しかし、データの種類によって一般的によく用いられる手法というものがあります。

    ステップ3：特徴量を抽出する（続き）3
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モデルの構築にあたっては、シンプルな方法から始めるのがいいで
しょう。その方が、実行時間が短く、解釈もより簡単になります。

基本的な決定木から始めます。

モデルの性能を調べるために混同行列を作成します。混同行列は、
モデルが行った分類とステップ1で作成した実際のクラスラベルとを
比較した表です。

座っている立っている 歩いている

走っている 踊っている

特徴53<335.449 特徴53>=335.449

特徴3<2.50002 特徴3>=2.50002 特徴56<12686 特徴56>=12686

特徴11<0.45 特徴11>=0.45

真
の
ク
ラ
ス

座っている

座っている

立っている

立っている

歩いている

歩いている

走っている

走っている

踊っている

踊っている

>99%

99%

>99%

93%

59%40%<1%<1%

<1%

<1% <1%

<1%

<1%

1% 5%

予測したクラス

混同行列から、作成したモデルでは踊っている状態と走っている状
態の区別に問題があることが分かります。このタイプのデータに対し
ては、決定木は上手く機能しないのかもしれません。そこで、他のい
くつかのアルゴリズムを試してみます。

    ステップ4：モデルの構築・学習を行う4
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さまざまなアルゴリズムを試しながらモデル化を繰り返すことで、目
標を達成することができました。もし踊っている状態と走っている状
態の区別について信頼性がまだ十分でない場合は、さらにモデルを
改善する方法を探します。

まず、k近傍法（KNN）を試してみます。KNNはシンプルなアルゴリ
ズムで、学習用データを全て読み込み、新たなポイントと学習用デ
ータとを比較し、k個の最近傍点の中で最も頻度が高いクラスを返
します。KNNによる精度は98%で、それに対してシンプルな決定木
の精度は94.1%でした。混同行列も以下の通り改善しています。

しかし、KNNは予測に全ての学習用データを使用するため、実行
にかなりの量のメモリを必要とします。

次に、線形判別モデルを試みましたが、結果は改善しませんでし
た。最後に複数クラスのサポートベクタ―マシン（SVM）を試みまし
た。SVMでは非常に良い結果が得られました。精度が99%となっ
たのです。

	>99%

99%

98%

97%

92%6%1%1%

2%

1% 1%

1% 1%<1%

<1%

真
の
ク
ラ
ス

座っている

座っている

立っている

立っている

歩いている

歩いている

走っている

走っている

踊っている

踊っている

予測したクラス

>99%

>99%

>99%

98%

96%3%<1%<1%

<1%

<1% <1%

<1% 2%

<1%

真
の
ク
ラ
ス

座っている

座っている

立っている

立っている

歩いている

歩いている

走っている

走っている

踊っている

踊っている

予測したクラス

    ステップ4：モデルの構築・学習を行う（続き）4
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モデルの改善には、単純化と複雑化の2つの異なる方向が考えられ
ます。

単純化

まず、特徴量の数を削減する可能性を検討します。特徴量の数を削
減する一般的な方法としては、以下が挙げられます。

•	 相関行列	–	変数間の関係を明らかにすることで、相関がそれほど
高くない変数（特徴量）を削ることができます。

•	 主成分分析（PCA）–	もともとの特徴量同士の重要な違いを捉
え、データセットから強力なパターンを引き出す特徴量の組み合わ
せを見つけ、冗長性を排除します。

•	 特徴量の逐次削減	–	モデルの性能に改善が見られなくなるまで、
繰り返し特徴量を削減します。

次に、モデル自体を小さくしていく方法を検討します。次のような方法
が挙げられます。

•	 決定木の枝を剪定します。

•	 アンサンブルの中の学習器を減らします。

優れたモデルには、最も予測力の高い特徴量しか含まれませ
ん。汎化性能の高いシンプルなモデルは、新しいデータに対して
適応しない汎化性能の低い複雑なモデルよりも優れています。

機械学習においては、他の多くのコンピ
ュータ処理プロセスと同様に、モデルの
単純化によって、理解のしやすさや頑健
性、処理効率が高まります。

    ステップ5：モデルを改善する5
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複雑化

過剰な汎化を行ってしまっているせいで、踊っている状態と走っている
状態とをモデルが区別できない場合、モデルの微調整を行う方法を見
つける必要があります。そのためには、次のいずれかの方法が考えられ
ます。

•	 モデルを組み合わせて使用する	–	複数のシンプルなモデルを統合
し、より大きなモデルを作成します。この場合、個々のシンプルなモ
デルのどれよりも適切にデータの傾向を表すことができるような大
きなモデルとします。

•	 データソースをさらに追加する	–	ジャイロスコープデータと加速度
計データの両方を使用します。ジャイロスコープは活動中の携帯電
話の向きを記録します。このデータは、それぞれの活動独特の特徴
を示すことがあります。例えば、加速と回転のある特定の組み合わ
せは、走っている状態に特有のものである場合があります。

モデルの調整が済んだら、前処理段階で取り分けたテストデータを用
いてモデルの性能を検証します。

モデルがテストデータに記録された活動を確実に分類できれば、携帯
電話に組み込んで活動の追跡を行う準備が整ったことになります。

    ステップ5：モデルを改善する（続き）5



機械学習について、さらに詳しく学んでみませんか？機械学習の方法論、 
事例、ツールの詳細について、以下の資料もぜひご参照ください。

見る
MATLABによる機械学習の基礎　～特徴抽出・分類器・交差検定～		38:31

センサーデータ解析と機械学習	～振動データからの異常検出～	47:21

機械学習のための信号処理	51:37

読む
教師あり学習のワークフローとアルゴリズム
MATLABアナリティクスによるデータに基づいたインサイト:	電力負荷予測のケーススタディ

調べる
機械学習のMATLABサンプルコード
分類学習器アプリによるデータ分類（英語）

参考資料

https://jp.mathworks.com/videos/matlab-for-machine-learning-for-beginners-feature-extraction-classifier-and-cross-validation-117948.html
https://jp.mathworks.com/videos/sensor-data-analysis-and-machine-learning-anomaly-detection-using-vibration-data-100241.html
http://www.mathworks.com/videos/signal-processing-for-machine-learning-119299.html
http://jp.mathworks.com/help/stats/supervised-learning-machine-learning-workflow-and-algorithms.html
https://jp.mathworks.com/company/newsletters/articles/data-driven-insights-with-matlab-analytics-an-energy-load-forecasting-case-study.html?s_tid=conf_addres_DA_eb
https://jp.mathworks.com/solutions/machine-learning/examples.html?s_tid=conf_addres_DA_eb
http://jp.mathworks.com/products/statistics/classification-learner/


パート 3: 教師なし学習の適用



教師なし学習は、データについて詳しく調べたいけれども、その結果何が分
かるのか具体的な目標が定まっていない場合や、データに含まれている情
報がはっきりしない場合に役立ちます。また、データの次元を減らす際にも
有効です。

どんな時に教師なし学習を 
検討するべきか
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教師なし学習手法

セクション１で紹介した通り、教師なし学習手法の大半はクラスター
分析のかたちをとっています。

クラスター分析では、何らかの類似性の指標または共通する性質に
基づいて、データのグループ分けを行います。同じクラスター内の対
象物は非常に類似し、異なるクラスターの対象物は違いが明確とな
るようにクラスターを形成します。

クラスタリングアルゴリズムは、次の2つに大きく分けられます。	

•	 ハードクラスタリング:	データポイントは1つのクラスターのみに属
します。

•	 ソフトクラスタリング:	データポイントは2つ以上のクラスターに属
することができます。

データがどのようにグループ化されるかがあらかじめ分かっている場
合は、ソフト、ハード、どちらのクラスタリング手法も使用できます。 データがどのようにグループ化できるのかが分からない場合は、

•	 自己組織化マップまたは階層クラスタリングによって、考えられ
るデータの構造を調べます。

•	 クラスター評価によって、特定のクラスタリングアルゴリズムに
とって「最適な」クラスター数を調べます。

混合ガウスモデルを使用した2つのクラスターへのデータの分割

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/tag-team/Objects/i/89688_93050v00_JP_machine_learning_section1_ebook.pdf
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一般的なハードクラスタリングアルゴリズム

k平均法
原理	
データを相互に排他的なk個のクラスターに分けます。あるポ
イントのクラスターへの適合度は、そのポイントとクラスターの
中心との距離によって決定します。

最適な用途

•	 クラスター数が既知の場合

•	 大規模データセットの高速クラスタリング

kメドイド法
原理 
k平均法に似ていますが、クラスターの中心とデータのポイント
とが一致することが要求されるものです。

最適な用途

•	 クラスター数が既知の場合

•	 カテゴリーデータの高速クラスタリング

•	 大規模データセットに拡大

結果: クラスターの中心 結果: クラスターの中心
とデータのポイントとが
一致
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一般的なハードクラスタリングアルゴリズム（続き）

階層クラスタリング
原理 
ポイントのペア間の類似性を分析し、対象物を階層的な2分木
へとグループ化して、クラスターの入れ子集合を作成します。

最適な用途

•	 データ内のクラスター数が事前には分からない場合

•	 可視化して選択の指針としたい場合

自己組織化マップ
原理 
ニューラルネットワークに基づくクラスタリングで、データセッ
トを位相を保存した2次元のマップに変換します。

最適な用途

•	 高次元データを2次元または3次元で可視化する

•	 トポロジー（形状）を保存しつつ、データの次元を削減する

結果: クラスター間の階
層関係を示した樹形図
（デンドログラム）

結果: 低次元表現	
（典型的には2次元）
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一般的なハードクラスタリングアルゴリズム（続き）

例: k平均法クラスタリングによる携帯電話中継塔の立地決定

携帯電話会社は、最も信頼性の高いサービスが提供できる携帯電話
中継塔の数と配置を知りたいと考えます。信号受信を最適化するた
めには、中継塔は利用者のクラスター内に位置している必要がありま
す。

ワークフローは、必要なクラスター数を最初に推測するところから始
まります。次にこの最初の推測を評価します。中継塔が3カ所の場合
と4カ所の場合でサービスを比較し、各シナリオにおいてどちらがよ
り適切にクラスタリングできるか（すなわち中継塔の提供するサービ
スはどちらが良いか）を調べます。

携帯電話が一度に接続する中継局は1カ所のみなので、これはハード
クラスタリングの問題になります。この場合は、k平均法クラスタリン
グを使用します。k平均法は、観察されたそれぞれのデータを、空間
内に位置を持つ対象物として扱うからです。k平均法によって、各クラ
スター内の対象物同士は可能な限り近く、また他のクラスターの対象
物とは可能な限り離れているように分ける方法を見つけます。

そのアルゴリズムを実行すれば、データを3つまたは4つのクラスター
に分けた場合の結果を正確に知ることができます。

教師なし学習の適用
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一般的なソフトクラスタリングアルゴリズム

ファジィC平均法
原理 
分割に基づくクラスタリングで、データポイントが2つ以上のク
ラスターに属する可能性がある場合に使用できます。

最適な用途

•	 クラスター数が既知の場合

•	 パターン認識

•	 クラスターに重なりがある場合

混合ガウスモデル
原理 
分割に基づくクラスタリングで、データポイントはそれぞれ一
定の確率を有するさまざまな多変量正規分布から生成されま
す。

最適な用途

•	 データポイントが2つ以上のクラスターに属している可能性
がある場合

•	 クラスターのサイズがさまざまで、クラスターの相関構造が
異なっている場合

 結果: クラスターには	
	（k平均法と同様に）中
心があるが、1つのポイン
トが2つ以上のクラスタ
ーに属すことができる曖
昧さがあります。

結果: ポイントがクラスタ
ーに属している確率を示
した複数のガウス分布か
らなるモデル
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一般的なソフトクラスタリングアルゴリズム（続き）

例: ファジィC平均法クラスタリングによる遺伝子発現データの分析

生物学者のチームが、正常および異常な細胞分裂に関与する遺伝子
について理解を深めるため、マイクロアレイの遺伝子発現データを分
析する場合を見てみましょう（遺伝子がタンパク質生成などの細胞の
機能に活発に関与している場合、遺伝子が「発現している」と言われ
ます）。

マイクロアレイには、2つの組織サンプルからの遺伝子発現データが
含まれています。2つのサンプルを比較することによって、特定の遺伝
子発現パターンががんの増殖に関与しているかどうかを知りたいの
です。

ノイズ除去のためにデータの前処理を行った後、データのクラスタリ
ングを行います。同じ遺伝子が複数の生物学的プロセスに関与して
いることが考えられるため、どの遺伝子も1つのクラスターのみに属
している可能性は低そうです。従って研究者は、ファジィC平均法アル
ゴリズムをデータに適用します。その後、クラスターを可視化して、挙
動が似ている遺伝子のグループを特定します。

教師なし学習の適用
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次元削減によるモデルの改善

例: EEGデータの削減

脳の電気的活動を記録した脳波図（EEG）データを用いて、将来の発
作を予測する場合を考えてみましょう。データは何十という電極を用
いて集められており、それぞれがオリジナルのデータセットの変数に
対応しています。これらの変数には、それぞれノイズが含まれていま
す。予測アルゴリズムの頑健性を高めるためには、次元削減手法を用
いて特徴量の数を減らします。次元削減手法を適用した特徴量は複
数のセンサーのデータから計算されるため、生データを直接用いる
場合に比べて、個々のセンサーのノイズの影響を受けることが少なく
なります。

機械学習は、大規模なデータセットの中のパターンを見つける方
法として効果的です。しかし、データが大規模になるほど複雑さ
も増します。

データが大規模になればなるほど、特徴量の数、すなわち次元
の数を減らす必要が頻繁に生じます。
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一般的な次元削減手法

最も一般的な次元削減手法は、以下の3つです。

主成分分析（PCA）: データの線形変換を行い、高次元のデータセッ
ト内の分散あるいは情報の大部分を、第1主成分をはじめとするわず
かな主成分によって捉えます。第1主成分が最大の分散を捉え、第2
主成分が第2位の分散を捉え、というように続きます。	

因子分析: データセット内の変数間の潜在的な相関関係を明らかに
し、より少数の観測されない潜在因子、あるいは共通因子によって
表現します。	

非負値行列因子分解: モデルの項が、物理量など非負値を表してい
なければならない場合に使用します。
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主成分分析（PCA）の利用

例: エンジンの状態監視

エンジンのさまざまなセンサーからの測定値（温度、圧力、排出量な
ど）を含むデータセットがあるとしましょう。大部分のデータは良好
なエンジンからのデータですが、メンテナンスが必要なエンジンか
らのデータも含まれています。

個々のセンサーのデータを調べても、明らかな異常は見当たりませ
ん。しかし、PCAを用いてこのデータを変換すれば、センサー測定値
の分散の大部分を、少数の主成分で捉えることができます。主成分を
調べれば、生のセンサーデータを見るよりも、良好なエンジンとそう
でないエンジンとをより簡単に区別できます。

多くの変数を持つデータセットでは、多くの場合、同じように変化する
複数の変数が見つかります。PCAは、このような情報の冗長性を利用
します。もともとの変数を線形結合して新たな変数を生成し、少数の
新たな変数によって、大部分の情報を捉えます。

それぞれの主成分は、もともとの変数を線形結合したものです。全
ての主成分が互いに直交しているため、冗長な情報はありません。
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因子分析の利用

例: 株価の変動の追跡

100週間にわたり、10社の株価の変化率を記録しました。これら10
社のうち、4社はテクノロジー企業、3社は金融機関、残り3社は小売
企業です。同じ業種の企業の株価は、経済情勢の変化に伴って同じ
ように変動すると考えるのは妥当と思われます。因子分析を利用す
れば、このような前提を裏付ける定量的証拠が得られます。

データセットに含まれる測定変数に重複がある場合がありま
す。これは重複する変数が互いに依存していることを示していま
す。因子分析では、モデルを多変量データに当てはめ、このよう
な相互依存関係を推定します。

因子分析モデルにおいては、測定変数は少数の観測されない
因子（潜在因子）に依存しています。それぞれの因子がいくつか
の変数に影響を及ぼす可能性があるため、共通因子と呼ばれま
す。それぞれの変数は共通因子を線形結合したものに依存して
いると仮定します。
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非負値行列因子分解の利用

例: テキストマイニング

いくつかのウェブページの語彙や表現スタイルの差異を調べたいと
仮定してみましょう。各行が個々のウェブページに、各列が一つの単
語（「the」「a」「we」など）に対応する行列を作成します。データは特
定の単語が特定のページに登場する回数を表します。

英語には100万を超える単語がありますから、非負値行列因子分解
を用いて、個々の単語ではなく、高次の概念を表す任意次元の特徴
量を作成します。これらの概念を用いることにより、例えば、ニュー
ス、教育コンテンツ、オンライン小売コンテンツなどをより簡単に識
別できます。

この次元削減手法は、特徴空間の低ランク近似に基づいています。
特徴量の数を減らせるだけでなく、特徴量が非負値であることを保
証するので、物理量の非負性などの特徴に配慮したモデルを作成で
きます。
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次のステップ

このセクションでは、教師なし学習で用いるハードクラスタリングと
ソフトクラスタリングのアルゴリズムについて詳しく学びました。	
また、データに合った適切なアルゴリズムを選択するためのヒント
や、データセット内の特徴量の数を減らしてモデルの性能を改善する
方法を紹介しました。次のステップは以下の通りです。

•	 教師なし学習が最終目標である場合もあるでしょう。例えば、マー
ケットリサーチを実施していて、ウェブサイト上での行動に基づいて
ターゲットとする消費者グループを細分化したい場合は、クラスタ
リングアルゴリズムを用いれば、求めている結果がほぼ確実に得
られるでしょう。

•	 一方で、教師なし学習を教師あり学習の前処理段階に使用したい
場合もあるでしょう。例えば、クラスタリング手法を応用してより
少数の特徴量を導き出し、その特徴量を入力情報として用いて分
類器の学習を行うような場合が挙げられます。

セクション4では、教師あり学習アルゴリズムとその手法について学
ぶとともに、特徴選択、特徴削減、パラメータ調整によって、モデルを
改善する方法を紹介します。

モデル

教師あり学習

特徴選択

低次元化されたデータ

結果

データクラスター

教師なし学習

多数のデータ

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/tag-team/Objects/j/93080v00_JP_machine_learning_section4_ebook.pdf


機械学習について、さらに詳しく学んでみませんか？教師なし学習の詳細に
ついては、以下の資料もぜひご参照ください。

k平均法
k平均法および階層クラスタリングによるデ
ータ内の自然パターンの発見
k平均法および自己組織化マップを使用し
た遺伝子のクラスタリング	（英語）
k平均法クラスタリングを用いた色によるセ
グメンテーション	（英語）

階層クラスタリング
階層クラスタリング	（英語）

アヤメのデータのクラスタリング	（英語）

自己組織化マップ
自己組織化マップによるデータのクラスタ
リング	（英語）

ファジィC平均法
ファジィC平均法クラスタリングを使った疑
似乱数データのクラスタリング	（英語）

混合ガウスモデル
ガウス過程回帰モデル
混合ガウス分布データのクラスタリング
ソフトクラスタリングによる混合ガウスデー
タのクラスタリング
混合ガウスモデルの調整

画像処理の例:	混合ガウスモデルに	
る自動車の検出	

次元削減
主成分分析を使った米国都市の生活の質
の分析
因子分析を使った株価分析

非負値因子分解
非負値行列因子分解の実行
減算クラスタリングを使った郊外居住者の
通勤モデル	（英語）

クラスタリングアルゴ 
リズムおよび手法

参考資料

http://www.mathworks.com/help/stats/examples/cluster-analysis.html
http://www.mathworks.com/help/stats/examples/cluster-analysis.html
https://www.mathworks.com/products/demos/machine-learning/cluster_genes/cluster_genes.html
https://www.mathworks.com/products/demos/machine-learning/cluster_genes/cluster_genes.html
https://www.mathworks.com/products/demos/machine-learning/color-based-segmentation-using-k-means-clustering/color-based-segmentation-using-k-means-clustering.html
https://www.mathworks.com/products/demos/machine-learning/color-based-segmentation-using-k-means-clustering/color-based-segmentation-using-k-means-clustering.html
https://www.mathworks.com/products/demos/machine-learning/swiss_roll/swiss_roll.html
http://www.mathworks.com/help/nnet/examples/iris-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/nnet/gs/cluster-data-with-a-self-organizing-map.html
http://www.mathworks.com/help/nnet/gs/cluster-data-with-a-self-organizing-map.html
http://www.mathworks.com/help/fuzzy/cluster-quasi-random-data-using-fuzzy-c-means-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/fuzzy/cluster-quasi-random-data-using-fuzzy-c-means-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/stats/gaussian-process-regression-models.html
http://www.mathworks.com/help/stats/cluster-data-from-mixture-of-gaussian-distributions.html
http://www.mathworks.com/help/stats/cluster-gaussian-mixture-data-using-soft-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/stats/cluster-gaussian-mixture-data-using-soft-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/stats/tune-gaussian-mixture-models.html
http://www.mathworks.com/help/vision/examples/detecting-cars-using-gaussian-mixture-models.html
http://www.mathworks.com/help/vision/examples/detecting-cars-using-gaussian-mixture-models.html
http://www.mathworks.com/help/stats/quality-of-life-in-u-s-cities.html
http://www.mathworks.com/help/stats/quality-of-life-in-u-s-cities.html
http://www.mathworks.com/help/stats/analyze-stock-prices-using-factor-analysis.html
http://www.mathworks.com/help/stats/nonnegative-matrix-factorization-2.html
http://www.mathworks.com/help/fuzzy/model-suburban-commuting-using-subtractive-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/fuzzy/model-suburban-commuting-using-subtractive-clustering.html
http://www.mathworks.com/help/fuzzy/model-suburban-commuting-using-subtractive-clustering.html


パート 4: 教師あり学習の応用 



教師あり学習アルゴリズムは、既知の入力データセット（学習用データセッ
ト）とそのデータに対する既知の応答（出力）を利用してモデルの学習を行
い、新たな入力データに対する応答としてモデルが合理的な予測を導き出
せるようにします。予測しようとする事象について、既存の応答（出力）デー
タがある場合は、教師あり学習を使用します。

どんな時に教師あり学習を 
検討するべきか
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教師あり学習の手法

教師あり学習は全て、分類または回帰のかたちをとります。

分類手法では、離散的な応答を予測します。例えば、電子メールが本
物のメールかスパムメールか、腫瘍の大きさが大・中・小のどれに当
てはまるか、といった場合です。分類モデルは、データをカテゴリーに
分類するための学習を行います。用途としては、医療画像診断、音声
認識、信用評価などが挙げられます。

回帰手法では、連続的な応答を予測します。例えば、温度変化や電
力需要の変動などを予測する場合に使用します。用途としては、株価
予測、手書き文字認識、音響信号処理などが挙げられます。

•	 データはタグ付けやカテゴリー化が可能でしょうか？
データを特定のグループやクラスに区分できる場合
は、分類アルゴリズムを使用して下さい。

•	 一定のレンジを持つデータを扱いますか？温度や機器
が故障するまでの時間など、応答の性質が実数なら
ば、回帰手法を使用して下さい。
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適切なアルゴリズムの選択

セクション1で学んだ通り、機械学習アルゴリズムの選択は試行錯誤
のプロセスです。また、それぞれのアルゴリズムが持つ以下のような
特徴の間でトレードオフを探る過程でもあります。

•	 学習速度

•	 メモリ使用量

•	 新しいデータに対する予測精度

•	 透明性または解釈のしやすさ（アルゴリズムが行う予測の理由の
分かりやすさ）

それでは、最も一般的に用いられている分類および回帰アルゴリズ
ムについて、詳しく見てみましょう。

使用する学習用データセットが大きくなればなるほど、新
しいデータに対する汎化性能が高いモデルが生成される
ことが多くなります。

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/tag-team/Objects/i/89688_93050v00_JP_machine_learning_section1_ebook.pdf
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ニ項分類とマルチクラス分類

分類の問題に取り組む場合は、まず問題がニ項分類なのかマルチク
ラス分類なのかを決定します。ニ項分類の問題では、1つの学習用あ
るいはテスト用のアイテム（インスタンス）は2つのクラスのいずれか
にしか分けられません。例えば、電子メールが本物のメールかスパム
メールかを判断するような場合です。一方、マルチクラス分類の問題
では、3つ以上のクラスに分けることができます。例えば、画像をイ
ヌ、ネコ、その他の動物に分類するモデルの学習を行う場合などで
す。

一般的に、マルチクラス分類の問題はより複雑なモデルが必要にな
るため、難易度が高くなります。

特定のアルゴリズム（ロジスティック回帰など）は、特にニ
項分類の問題向けに設計されており、マルチクラスアルゴ
リズムに比べ学習がより効率的になる傾向があります。
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一般的な分類アルゴリズム

ロジスティック回帰 
原理	
一方のクラスに属するのか、もう一方のクラスに属するのかと
いう二値応答の確率を予測できるモデルによく適合します。	
ロジスティック回帰はシンプルなので、ニ項分類の問題に最初
に取り組む際によく用いられます。

最適な用途

•	 データが1つの線形な境界で明確に区分できる場合

•	 より複雑な分類方法を評価するための基準として

k近傍法（kNN）
原理	
kNNは、データセット内の最近傍点のクラスに基づいて、対象
物をカテゴリー化します。kNNによる予測では、互いに距離が
近い対象物同士は類似していると仮定しています。ユークリッ
ド距離、市街地距離、コサイン距離、チェビシェフ距離などの
距離測度を用いて最近傍点を見つけます。

最適な用途

•	 ベンチマークとなる学習則を確立するために、シンプルなア
ルゴリズムが必要な場合

•	 学習対象のモデルのメモリ使用量があまり問題にならない
場合

•	 学習対象のモデルの予測速度があまり問題にならない場合
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サポートベクターマシン（SVM）
原理	
全てのデータポイントをあるクラスと別のクラスとに分ける線形の決
定境界（超平面）を特定することによってデータを分類します。デー
タを線形分離できる場合、SVMに最も適した超平面は、2つのクラス
の間のマージンが最大になる超平面です。データが線形分離できな
い場合は、損失関数を用いて、超平面の間違った側にあるポイントに
ペナルティを科します。SVMでは、カーネル変換を用いて、線形分離
できないデータをより高次元に変換することにより、線形の決定境
界を見つけることもあります。

最適な用途

•	 データが完全に2つのクラスに分かれるデータの場合（誤り訂正出
力符号と呼ばれる手法を用いてマルチクラス分類に適用すること
もできます）

•	 高次元で線形分離できないデータの場合

•	 シンプルで解釈がしやすく、正確な分類器が必要な場合

一般的な分類アルゴリズム（続き）
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一般的な分類アルゴリズム（続き）

ニューラルネットワーク 
原理	
人間の脳にヒントを得たニューラルネットワークは、互いに密
接に結びついたニューロンのネットワークから成り、このネット
ワークを介することで、入力データを望ましい出力へと関連づ
けます。ニューロン間の結びつきの強さを繰り返し修正するこ
とによってネットワークはトレーニングされ、与えられた入力デ
ータに対して正しい応答を出力するようになります。

最適な用途

•	 非線形性の強い系のモデリング

•	 利用できるデータが増加していく場合で、モデルを絶えずア
ップデートしたい場合

•	 入力データに予期せぬ変化が生じる可能性がある場合

•	 モデルの解釈のしやすさが重要な問題ではない場合

単純ベイズ分類 
原理	
単純ベイズ分類器においては、1つのクラスの中において特定
の特徴量がその他の特徴量とは無関係であるものと仮定しま
す。新しいデータを分類する場合には、幾つかのクラスのうち
所属の確率が最も高いクラスへ分類します。

最適な用途

•	 データセットは小さいが、多くのパラメータを持つ場合

•	 解釈しやすい分類器が必要な場合

•	 学習用データには含まれていなかったシナリオにモデルが
遭遇する場合（多くの金融および医療アプリケーションが当
てはまります）
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一般的な分類アルゴリズム（続き）

判別分析 
原理	
判別分析は、特徴量の線形結合を見つけることによって、データを
分類します。判別分析は、さまざまなクラスがガウス分布に基づいて
データを生成すると仮定しています。判別分析モデルの学習では、
各クラスのガウス分布のパラメータを見つける必要があります。その
分布パラメータを用いて、境界（線形または二次の関数）を計算しま
す。計算した境界によって、新しいデータのクラスを決定します。

最適な用途

•	 解釈が容易でシンプルなモデルが必要な場合

•	 学習中のメモリ使用量が問題になる場合

•	 予測速度が速いモデルが必要な場合
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一般的な分類アルゴリズム（続き）

決定木
原理	
決定木は、木に沿って根（始点）から葉のノードまでの決定を辿
ることによって、データに対する応答を予測します。決定木は分岐
条件によって構成され、その各分岐において、学習によって決定
された重みに照らして予測子の値を比較します。分岐数や重みの
値は、学習プロセスにおいて決定します。追加修正（剪定）を行っ
て、モデルを簡素化することもできます。

最適な用途

•	 解釈が簡単で、短時間で適用できるアルゴリズムが必要な場
合

•	 メモリ使用量を最小化したい場合

•	 高い予測精度が必須でない場合

バギングおよびブースティング決定木 
原理	
これらのアンサンブル学習法では、いくつかの「より弱い」決定木
を組み合わせ、1つの「より強い」アンサンブルを作成します。

バギング決定木は、入力データからブートストラップ法で生成さ
れたデータセットを使って、個別に学習をさせた複数の決定木か
ら構成されます。

ブースティング決定木は、弱学習器を繰り返し追加したり、誤分
類された例に注目してそれぞれの弱学習器の重みを調整したりす
ることで、強学習器として構成されます。

最適な用途

•	 予測子がカテゴリー化できる（離散的な）場合、または、予測
子の挙動が非線形的な場合

•	 モデルの学習に必要な時間があまり問題にならない場合
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一般的な分類アルゴリズム（続き）

事例: 製造機器の予知保全

あるプラスチック製造工場では、年間約1,800万トンのプラスチックと
薄いフィルム製品を生産しています。900人の作業員による1日24時
間、年中無休体制で工場は稼働しています。

機械の不具合を最小化し、工場の効率を最大化するため、エンジニ
アによって稼働状況モニタリングと予知保全のためのアプリケーショ
ンが開発されました。高度な統計学と機械学習アルゴリズムを用い
て機械に起こりうる潜在的な問題を特定し、オペレーターが是正措
置を講じて、重大な問題の発生を防止できるようにするためです。	

工場の全ての機械からデータを収集し、クリーニング、記録した後、
ニューラルネットワークやk近傍法、バギング決定木、サポートベク
ターマシン（SVM）など、いくつかの機械学習手法の評価を行いまし
た。記録された機械データを用いて、手法ごとに分類モデルの学習を
行い、機械の問題を予測するモデルの能力を試験しました。試験結
果から、生産品質の予測モデルとしては、バギング決定木のアンサン
ブルが最も正確であることが明らかになりました。

教師あり学習の応用
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一般的な回帰アルゴリズム

線形回帰
原理	
線形回帰は、連続的な応答変数を1つ以上の予測子変数の線形
関数として表現するために用いる統計的モデリング手法です。線
形回帰モデルは解釈が簡単で学習させやすいため、新たなデー
タセットに適用する最初のモデルとしてよく用いられます。

最適な用途

•	 解釈が簡単で短時間で適用できるアルゴリズムが必要な場合

•	 より複雑な他の回帰モデルを評価するための基準として

非線形回帰
原理	
非線形回帰は、実験データの非線形な関係を表現する上で役立
つ統計的モデリング手法です。非線形回帰は通常パラメトリック
で、モデルは非線形方程式で表されると仮定しています。

「非線形」とは、適合する関数がパラメータの非線形関数であ
ることを示しています。例えば、フィットするパラメータがb0、b1

、b2のとき、方程式がy = b0+b1x+b2x2 であれば、その方程式は
フィットパラメータの線形関数、方程式がy = (b0xb1)/(x+b2)	
であれば非線形関数となります。

最適な用途

•	 データが強い非線形傾向を
示し、簡単には線形空間に変
換できない場合

•	 カスタムモデルをデータに適
用する場合
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一般的な回帰アルゴリズム（続き）

ガウス過程回帰モデル
原理	
ガウス過程回帰（GPR）モデルは、連続的な応答変数の値を予
測するために用いるノンパラメトリックモデルです。空間分析
の分野において、不確かさが存在する場合の内挿方法として広
く用いられています。GPRはクリギングとも呼ばれます。

最適な用途

•	 地下水分布に関する水文地質学的データなど、空間データ
の内挿

•	 自動車のエンジンなどの複雑な設計の最適化をスムーズに
実施するための代用モデルとして

SVM回帰
原理	
SVM回帰アルゴリズムは、SVM分類アルゴリズムに似ています
が、連続的な応答を予測できるように改変されています。デー
タを区分する超平面を特定する代わりに、SVM回帰アルゴリズ
ムは、（誤差に対する感度を最小化するため）可能な限り小さ
なパラメータ値を用いて測定データからの逸脱が小さい（ある
小さな値を上回らない）モデルを見つけます。

最適な用途

•	 高次元データ（予測子変数の数が多い場合）
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一般的な回帰アルゴリズム（続き）

一般化線形モデル
原理	
一般化線形モデルは、線形法を用いる、非線形モデルの特殊
なケースです。入力の線形結合を出力の非線形関数（リンク関
数）に当てはめます。

最適な用途

•	 応答変数が常に正の値になると想定されるなど、応答変数
が非正規分布の場合

回帰木
原理	
回帰のための決定木は、分類のための決定木に似ています
が、連続的な応答を予測できるように改変されています。

最適な用途

•	 予測子がカテゴリー化できる（離散的な）場合、または、予
測子の挙動が非線形的な場合



59MATLAB による機械学習 59

事例: 電力負荷予測

大手のガス会社と電力会社のユーティリティアナリストが、翌日のエ
ネルギー需要を予測するためのモデルを開発しました。このモデル
のおかげで、電力網事業者は、資源の配分を最適化したり、発電所
での発電スケジュールを決めたりすることができます。それぞれのモ
デルは、過去の電力消費量・価格データ、気象予報を格納した中央
データベースと、発電所の送電に影響を及ぼす操業上の全ての制約
条件を含む各発電所のパラメータ（最大出力量、効率、コストなど）
を格納したデータベースにアクセスします。

アナリストは、テスト用データセットに対して平均絶対パーセント誤差
（MAPE）が低いモデルを探しました。いくつかの異なる種類の回帰
モデルを試した後、ニューラルネットワークが最も低いMAPEを実現
することが分かりました。系の非線形な挙動を捉える能力が高いた
めです。

一般的な回帰アルゴリズム（続き）

教師あり学習の応用
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モデルの改善

モデルの改善とは、モデルの精度と予測力を向上させるとともに、過
適合（モデルがデータとノイズの区別ができなくなること）を防ぐこと
を意味します。モデルを改善するためには、特徴量エンジニアリング（
特徴選択、特徴変換）とハイパーパラメータの調整を行います。

特徴選択: 関連性が最も高く、データのモデリングにおいて予測力が
最も高い特徴量（すなわち変数）を特定します。これは、モデルに変
数を加えたり、モデルの性能を改善しない変数を除いたりするといっ
たことを意味します。

特徴変換:	主成分分析、非負値行列因子分解、因子分析などの手法
によって、既存の特徴を新たな特徴へと変換します。

ハイパーパラメータ調整: 最善のモデルとなるパラメータのセットを
特定するプロセスです。ハイパーパラメータによって、機械学習のアル
ゴリズムがモデルをデータにどう適用するかをコントロールします。

ハイパーパラメータ調整
モデルの学習

特徴変換

特徴選択
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特徴選択

特徴選択は、機械学習において最も重要な作業のひとつです。高次
元データの処理を行う場合や、データセットが多数の特徴量を含ん
でいるにもかかわらず、観測数が限れている場合に特に役立ちます。
特徴量の削減により、ストレージ容量を減らしたり、処理時間を短縮
したりすることもでき、結果も理解しやすくなります。

一般的な特徴選択の手法としては、以下が挙げられます。

ステップワイズ回帰:	予測精度に改善が見られなくなるまで、逐次的
に特徴量の加減を行います。

逐次特徴選択: 予測子変数の加減を反復的に行い、それぞれの変更
がモデルの性能に及ぼす影響を評価します。

正則化:	縮小推定器を用い、重複する特徴量の重み（係数）をゼロに
減らすことにより、重複する特徴量を除きます。

Neighborhood component analysis（NCA）: 出力を予測する際に各
特徴量の持つ重みを見つけ出し、重みの低い特徴量を除外するよう
にします。

モデルの善し悪しは、モデルの学習に用いる特
徴量の選択の善し悪しによって決まります。
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特徴変換 

主成分分析（PCA）:	データの線形変換を行い、高次元のデータセッ
ト内の分散あるいは情報の大部分を、第1主成分をはじめとするわず
かな主成分によって捉えます。第1主成分が最大の分散を捉え、第2
主成分が第2位の分散を捉え、というように続きます。

非負値行列因子分解:	モデルの項が、物理量など非負値を表してい
なければならない場合に使用します。

因子分析:	データセット内の変数間の潜在的な相関関係を明らかに
し、より少数の観測されない潜在因子、あるいは共通因子によって
表現します。

特徴変換は、一種の次元削減です。セクション3で説明した通り、最も一般的な次元削減の手法は、以下の3つです。

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/tag-team/Objects/j/93079v00%20_JP_machine_learning_section3_ebook.pdf
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ハイパーパラメータ調整

機械学習の他の多くの作業と同様に、パラメータ調整も反復的なプ
ロセスです。まず成果について「現時点で最善の推測」をしてみて、
その推測に基づいてパラメータを設定します。目標は「考えうる最善
の」値、すなわち最善のモデルを実現する値を見つけることです。パ
ラメータを少しずつ調整していき、それにつれてモデルの性能が改善
し始めたら、どのパラメータの設定が効果的か、さらに調整が必要な
パラメータはどれかを見極めることが可能になります。

一般的なパラメータ調整手法としては、以下が挙げられます。

•	 ベイズ最適化

•	 グリッドサーチ

•	 勾配に基づく最適化

多くの場合、十分に調整されたパラメータを持つシンプル
なアルゴリズムの方が、調整が十分でない複雑なアルゴリ
ズムよりも優れたモデルを生み出します。
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