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記号 ページ 意味
� 56 � コード
� 006 分類，あるいは，クラスター関数< �=�>は �のクラス，

あるいは，クラスター
? 006 第 ./章および第 .3章の監督付き学習法（����������

������� ����
�）< ?=� >は，トレーニング集合 � から
学んだ分類関数 � である．

� /45 固有値 =���������>
��=�> 010 （ロッキオ =%
����
>分類での）.つのクラス，あるい

は，（��平均と重心クラスタリングでの）.つのクラス
ターの重心 =�����
��>

@ .2/ トレーニング例 =������� ������>
	 /1. 特異値 =������� ����>
A=�> .2 アルゴリズムの計算複雑度のきっちりとした限界 =�����

	
���>


� 
� /.5 クラスタリング中のクラスター
B /.5 クラスタリング，あるいは，クラスターの集合

�
�� � � � � 
��

����� �=> .46 � が最大値に達するような の値
������ �=> .46 � が最小値に達するような の値
�� �� 006 分類におけるクラス，あるいは，カテゴリー
��� 5. 用語 �のコレクション中の頻度（その用語が，文書コ

レクション中に現れる総数）
� 006 すべてのクラスの集合 ���� � � � � ���

� 032 � の要素を値とするランダム変数
� /47 用語8文書行列 =����8�
������ �����>
� 3 コレクション�の �番目の文書のインデックス
� 1/ 文書 =�
������>
��� �� .45 文書ベクトル，クエリーベクトル
� /.1 すべての文書からなる集合 ���� � � � � ���

�� 010 クラス �にある文書集合

3
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� 006 第 ./ 章から第 .4 章のすべてのラベル付き文書集合
����� ���� � � � � ��� � �� ��

��� .24 用語 �の文書頻度（コレクション中でその用語が現れ
る文書の全数）

� 62 エントロピー =����
��>
�	 60 � 番目の調和数 =��� ���
��� ���	��>
�=�C� > 033 ランダム変数�と � の相互情報 =����� ���
����
�>
���� .21 用語 �の逆文書頻度 =������� �
������ ���:�����>
� 006 クラスの数
� 012 集合からの上位 �個の要素．例えば，�--での �個の

最近傍，上位 �個の検索された文書，語彙 � からの上
位 �個の選択された特徴

� 35 �個の文字列
� /.1 クラスターの数
�
 027 文書 �の長さ（トークン数でみたとき）
�� 0/3 トークン数でみたときのテスト文書（あるいはアプリ

ケーションの文書）の長さ
���� 10 トークン数でみたときの文書の平均長
� 3 語彙のサイズ =�� �>
�� 0/3 テスト文書（または，アプリケーション文書）の語彙

のサイズ
���� 72 コレクション中の文書での語彙の平均サイズ
�
 0.. 文書 �の言語モデル
� 3 検索，あるいは，トレーニング用のコレクション中の

文書数
�� 0/0 クラス �中の文書数
�=
> 015 イベント 
の発生数
�=�> .2 アルゴリズムの計算複雑度の上界 =������ 	
���>
�=�> .67 イベントの発生確率
� ./5 精度 =�������
�>
� =�> .61 確率 =��
		�����>
� 3./ 遷移確率行列 =�������
� ��
		����� �����>
� 4. クエリー
� ./5 再現率 =�����>
�� 4. 文字列 =������>
�� .22 ゾーン得点に対するブール値 =	

��� ����� �
� *
��

��
����>？？？？？？？？？？？
���=��� ��> .25 文書 ��� �� の類似度得点
 /5 文書コレクション中の全トークン数
 �� 0/0 クラス �の文書の中の語 �の発生数
� 3 語彙 � のなかの �番目の用語のインデックス
� 43 語彙の中の用語
����
 .24 文書 �での用語 �の用語頻度（�での �の全発生数）
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!� 0/5 （用語 �があれば）値 2，（�がなければ）値 .を取るラ
ンダム変数

� .54 コレクション（����レキシコン）中の用語 ���� � � � � �	�

の語彙
�"=�> .25 長さで正規化された文書ベクトル
�� =�> .25 長さで正規化されていない文書 �のベクトル
����
 ..0 文書 �での用語 �の重さ
# .22 重さ（例えば，ゾーンや用語の重さ）
�#�� D $ 010 超平面 =���������>；�#はこの長平面の法線ベクトル

=�
��� ����
�>で #� は �#の要素 %

� .65 用語接続ベクトル =���� ��������� ����
�> � D

=�� � � � � 	 >；もっと一般的には，文書特徴表現 =�
��
����� ������ �����������
�>

� 0/5 語彙 � の値を取るランダム変数（例えば，文書中与え
られた �の位置で）

� 006 テキスト分類での文書空間
�� .0/ の絶対値（	�
���� ����）
�&� 43 集合の要素数 =��� ���������>：集合 &の要素の数
�'� /45 正方行列 ' の行列式 =����������>
���� 4. 文字列 �� の文字数
��� .0/ ベクトル �の長さ
��� �(� ..1 �と �(のユークリッド距離 =E������� �������>（つま

り，=�� �(>の長さ）




