
本シリーズの編集にあたって

社会の進化に伴い，統計科学の環境が大きく変化している．その主な変化として次のような点

があげられる．1) データの収集の方法が多様化されている．2) データの平均サイズがますます

大きくなっている．3) データの流通が容易になっている．4) 統計計算やシミュレーションに必

要となるコンピュータがますます安価になっている．5) 統計計算やシミュレーションの専用ソフ

トが無料で入手可能になった．6) 統計科学の役割の重要性の認知度が向上している．

このようなさまざまな変化は，統計的データ解析の新しい手法の開発と応用を促し，データマ

イニング (data mining) や統計的機械学習 (statistical machine learning) のような新しい研究

分野が生まれるようになり，その応用が急速に広がっている．従来の統計学，近年のデータマイ

ニングや機械学習（マシンラーニング）に関する定義はいろいろあるが，共通点はデータを対象

としていることであるので，本シリーズではこれらを包含する用語として，狭義のデータサイエ

ンス (data science)を用いることにする．

データサイエンスは，広義ではデータの収集，加工，蓄積，管理，流通，解析，マイニングな

ど，データの流れの上流から下流までを貫く科学である．昨今，データサイエンスは，工学，医

学，薬学，生命科学，社会科学（社会，経済，マーケティングなど），心理学，教育学はもちろん

のこと，文化学のような，従来は統計学やデータ解析があまり応用されていなかった分野でも，

データサイエンスの手法による斬新な研究成果が多く報告されている．データサイエンスは，あ

らゆる分野において必要となる万人の科学と言っても過言ではない．

データ解析の手法のほとんどは数理的理論に基づいて開発されているので，データサイエンス

に関する解説書では，数式を避けると厳密な説明ができなくなる．非理工系の研究者の中には数

式が苦手である方が多いため，非理工系の研究分野におけるデータサイエンスの適用が遅れてい

る．一方，データ解析のツールを用いると，数理的な理論が分からなくても，データを入力する

と何らかの結果が出力され，形式上はデータ解析が可能な時代になっている．しかし，データ解

析の理論に関する理解が不十分であると，統計手法の利用を間違えたり，出力された結果の解析

を誤ったりする可能性がある．

データ解析を行うには，用いる手法の数理的理論の理解だけではなく，ツールを用いてデータ

を解析しなければならない．そのためには，データサイエンスの基礎理論を理解した上でツール

を用いてデータを操作し，データ解析やデータマイニングを行うことが望ましい．データ解析や

データマイニングの手法は，データの構造と目的に依存する．万能なデータ解析やマイニングの



iv

手法はない．データ解析やマイニングを行う際には，データの構造や目的に合う手法を用いるこ

とが必要である．そのためには，用いる手法の理論を正しく理解することが必要である．

データ解析の手軽なソフトとしては，表計算ソフト Excelや Calcがある．前者はマイクロソ

フト社の有料ソフトであり，後者はサン・マイクロシステムズ社が開発したフリーソフトである．

最近，個人，法人を問わず，ほとんどのパソコンにはExcelがインストールされていることもあ

り，広く利用されている．表計算ソフトは，データの整理や簡単な計算には便利なツールである

が，高度なデータ解析を行うためには，プログラムを作成するか追加ソフトを用いることが必要

である．また，これらのソフトは列の数に制限があり，大量のデータ解析には向いていない．そ

の一方，データ解析の専用ソフトとしては SAS，SPSS，S-PLUSなどがあるが，これらは高価で

あるため，個人のポケットマネーでは購入しがたく，恵まれている環境でなければ使用できない．

このようなことから，1990年代にニュージーランドのオークランド大学統計学科のRoss Ihaka

とアメリカのハーバード大学のRobert GentlemanによりR（R環境，R言語とも呼ぶ）という

データ解析ツールの開発が始められ，1997年からは多くの賛同者が加わり，オープンソース方式

で開発が続けられている．Rはフリーソフトであり，インターネットが接続された環境であれば，

誰でもどこでも自由にダウンロードできる．Rは，基本的な統計計算の環境と専用パッケージの

利用環境を提供している．2009年の現在，公開された R専用のフリーパッケージの数は 2千を

超えている．Rでは，表形式のように定型化されたデータ処理やモデリング，データマイニング，

機械学習などはもちろん，定型化されていない遺伝子情報のデータ，画像データ，音声・音楽デー

タ，テキストデータなどを解析することも可能である．Rは，高度なデータ解析，繊細多様なグ

ラフィックスの作成，データマイニング，機械学習，シミュレーションなどを行うツールであり，

伝統的な統計計算やデータ解析の概念を超えたツールとして発展し続けている．従来は，研究者

が考案したデータ解析の方法をエンドユーザが使用するまでには長い時間を要したが，Rの普及

のおかげで，研究者が考案した新しい方法をエンドユーザが使用できるようになるまでのサイク

ルが大幅に短縮されている．

Rによる統計学に関する単行本がわが国で初めて刊行されたのは 2003年である．約 5年の間に

Rに関する訳書・和書の数はすでに 30冊を超えるようになった．これが R普及の勢いを物語っ

ている．しかし，その中には Rによる初級統計学や Rのマニュアル形態のものが多く，高度な

データ解析やデータマイニングに関する理論を系統的に説明し，その方法をRで実践する，いわ

ゆる理論と実践を両立したものが少ない．

そこで，数理的な基礎が一定程度ある方は，関連手法の数理的理論を理解し，Rによる実践を

通じてその方法の理論と応用を学び，数理的基礎が弱い方々は，Rを用いて実践的に入門し，数

理的理論を徐々に理解するようにと，数理に強い，弱いに関係なく幅広く使用できる本を提供す

ることが本シリーズの主な目的である．ただし，企画した時点ですでにに上記の理念と一致する

本が刊行されている分野もある．それらの内容に関しては，重複を避けている．本シリーズでは，

可能であれば社会的ニーズに応じて新たな内容の巻を追加していく予定である．

各巻の著者は，それぞれの分野で教育と研究にご活躍されている専門家である．ご多忙にもか

かわらずご執筆をお引き受けいただいたことに感謝する．

本シリーズがデータサイエンスの発展に少しでも寄与できれば幸いである．

編者　金 明哲
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パターン認識とは，対象の特徴量から対象が属するカテゴリを推測する方法をさす．例えば

• 音声認識
• 手書き文字認識
• 顔画像認識
• X線画像・CT画像からの病気の診断

• 指紋・静脈・虹彩などによる本人識別
• 検索キーワードに対応する適切なウェブページの抽出
• 高精度でのスパムメールやスパムブログの自動選別

などはすべてパターン認識の問題となる．問題を整理してみると，上に挙げた例はいずれも同じ

構造をもっていることがわかるだろう．パターン認識においては，画像や音声信号，テキストな

どに何らかの処理を施した特徴量と，それが属するカテゴリを表すラベル：

特徴量 対象の特徴を表す何らかの量．一般には多次元で連続・離散いずれもある．

ラベル 対象の属性を表す識別子．1次元離散．

の対を考え，特徴量を入力としてもっともらしいラベルを出力する判別器を構成することが目的

となる．現代的なパターン認識においては，特徴量とラベルの間に確率モデルで表現される何ら

かの関係を想定し，多数のデータからこの関係を推定する統計的な枠組が用いられる．

計算機やネットワーク環境の発展にともない，我々のまわりにはさまざまな情報が溢れ，その

中にはあまり有用でないものから非常に重要なものまで雑多に混り合っているため，情報を自動

的に取捨選択する，あるいは我々が情報を選択する際のサポートをするために，パターン認識技

術の需要は今後もますます増大していくと考えられる．

本書では，確率モデルをもとにしたパターン認識の基本的な方法を，簡単な例題を用いてRで

処理しながら紹介していく．これらの方法は，与えられるデータの明示的なラベルの有無によっ

て教師あり学習と教師なし学習に分類され，またモデルの構成方法によってパラメトリックモデ

ルとノンパラメトリックモデルに分類されるが，これらの違いについて簡単に説明しておこう．
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特徴量からラベルを予測する方法を獲得するのがパターン認識の大きな目的であるが，判別器

を構築するためのデータの違いによって「教師あり」と「教師なし」の 2つの学習方法に分類す

る場合がある．

特徴量とラベルの組からなるデータが与えられたとき，データから特徴量とラベルの関係を推

測して判別器を構成することを教師あり学習 (supervised learning)という．この場合教師とは

ラベルを指しており，ラベルを教師信号と呼ぶこともある．

一方，ラベルが陽に与えられないデータから特徴量に内在する構造を捉えて，対象をいくつか

のクラスに分別する仕組みを構築する場合もある．これは一般にはクラスタリングと呼ばれる問

題で，ラベルという教師信号がないことから教師なし学習 (unsupervised learning) と呼ばれる．

本書では，教師あり学習と教師なし学習の基本的な方法を取り扱うが，最近ではラベルありと

ラベルなしが混在したデータを用いて，より精度の高い判別器を構築する方法も議論されている．

これを半教師あり学習 (semi-supervised learning)という．例えばインターネット上にある画像

を分類する問題を考えよう．大量の画像は簡単に入手することができるが，必要なラベルのつい

たものは少ないであろう．教師なし学習の枠組でクラスタリングを行っても，こちらの意図する

ラベルとうまく対応づけられるとは限らないし，また教師あり学習を行おうと思えば人手でラベ

ルをつけて学習データを構築する必要がある．ラベルありとラベルなしの混在したデータを学習

データとして効率的に用いることができれば，それが最も現実的な解となるであろう．このよう

に現実世界のデータ分析のために，半教師あり学習の問題は今後重要な位置を占めてくると考え

られる．

判別器によっては陽に確率モデルと対応づけられない場合もあるが，構成する判別器の背後に

ある確率モデルの記述の仕方によってモデルを分類することができる．

確率モデルが少数のパラメータで記述されている場合，これをパラメトリックモデルと呼ぶ．

パラメトリックモデルを用いた判別器の構成では，尤度（あるいは確率）の意味で与えられたデー

タを最も良く説明するようにパラメータの値を推定することになる．これはデータのもっている

情報を少数のパラメータに効率良く集約していると考えることもできる．

一方，データを集約せずにそのまますべて用いようとするのがノンパラメトリックモデルの基

本的な考え方である．例えば，第 7章の密度推定のところで紹介するヒストグラムやカーネル法

がその典型で，これらは必要な点の近傍のデータを検索して密度の計算を行っている．つまり，

情報を少数のパラメータに集約するのではなく，ある特徴量の確率的な性質を知りたいときには

必要に応じてすべてのデータの中から重要なデータを抜き出し，計算をすることになる．

ところでパターン認識で扱う変数は，その性質から

質的変数 区分だけ決められていて数値としての意味づけが曖昧なもの．

（例：性別，血液型，成績，アンケートの回答など記号として表現される）

量的変数 数値として自然に扱うことのできるもの．

（例：身長，体重，電圧，電流，気温，株価など測る基準が客観的に決められている）

の 2つに分けることができる．質的変数はさらに次の 2つに分類される．



まえがき vii

名義尺度 区別があるだけで順序づけできないもの．

（例：性別［男，女］，血液型［A，B，AB，O］など）

順序尺度 順序関係や大小関係が決められるもの．

（例：成績［A+，A，B，C，F］，アンケートの回答［良い，普通，悪い］など）

両者の違いは直感的には数字を割り当てた場合に意味がある対応関係があるかどうかであろう．

例えば血液型に

A → 1， B → 2， AB → 3， O → 4

と割り当てても

O → 1， A → 2， AB → 3， B → 4

と割り当てても，単に番号の付け変えにすぎないのでどんな番号の与え方でもよいと考えられる．

これに対してアンケートの回答結果に

悪い→ 1， 普通→ 2， 良い→ 3

と割り当てれば点数が高いほど良いことを意味する自然な対応関係がありそうだが，

悪い→ 1， 良い→ 2， 普通→ 3

としてしまうと数字は単なる区別のための記号で，大小に意味がない対応関係になる．一方，数

字としての意味がある量的変数の場合は，原点に意味があるかどうかで次の 2つに分類される．

比率尺度 原点が決められていて，値の比に意味があるもの．

（例：電流，年齢など）

間隔尺度 原点は自由にとれ，値の差に意味があるもの．

（例：電圧，気温など）

例えば物理で学ぶように，電流は動いている電子の総数を表しているので，0A（アンペア）なら

ば全く電子が動いていないことを表しているし，負ならば動いている方向が逆であることを示し

ており，0という値にきちんとした意味づけが与えられることがわかる．これに対して，電圧は

基準点からの電位差を表しているので，0V（ボルト）ならば基準点と同じ電位であることを意味

しているのみで，絶対的な 0Vという電位があるわけではない．

このように，特徴量の表している数字や記号には尺度としての意味が異なるものがあるので，

その取り扱い，特に解析結果を解釈する際には注意が必要である．本稿では特徴量は基本的に数

値，すなわち量的変数として扱うものとする．これは記述を単純にする意味もあるが，質的変数

は数量化という操作を行うことによって，量的変数と同様に扱うことができるからである．数量

化にはさまざまな方法があり，順序尺度の場合は変数が表している意味に矛盾しないように適当

な数字を割り当てる方法もあるが，ここでは質的変数があるカテゴリに含まれるか否かを 0, 1を

用いて表すデザイン行列を用いる最も単純な方法を紹介しておく．例えば，5個のデータのある

1つの次元が (“A”, “A”, “C”, “B”, “C”)という “A”, “B”, “C” 3つのカテゴリ値のいずれか

からなるとしよう．まずこのデータ列をどのカテゴリに含まれるかを示す以下の 5 × 3行列
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BBBBBBBB@

“A”

“A”

“C”

“B”

“C”

1
CCCCCCCCA

⇒

0
BBBBBBBB@

1 0 0

1 0 0

0 0 1

0 1 0

0 0 1

1
CCCCCCCCA

に変換する．この行列において，例えばカテゴリ “A”を示す 1列目は，残りの 2列から再構成で

きるため冗長な情報であることに注意する．したがって，上の行列の 1列目を取り除いた 5 × 2

行列でデータを表すことにすればよい．質的変数が複数あった場合にも同様の変換を考えること

にして，本書では特徴量はすべて数値ベクトルで得られているとして話を進める．

以降の各章では次のような内容を取り上げている．

第 1章 判別能力の評価

判別器の良否を比較するための方法．

第 2章 k-平均法（教師なし，パラメトリック）

特徴量の分布を反映するように代表点を配置してクラスタリングする方法．

第 3章 階層的クラスタリング（教師なし，ノンパラメトリック）

近接点から逐次的にクラスタを構成していく古典的な方法．

第 4章 混合正規分布モデル（教師なし，パラメトリック）

正規分布を用いた混合分布の推定とクラスタリングの方法．

第 5章 判別分析（教師あり，パラメトリック）

特徴量の簡単な関数で判別器を構成する古典的な方法．

第 6章 ロジスティック回帰（教師あり，パラメトリック）

特徴量の関数でクラス事後確率をモデル化して判別器を構成する方法．

第 7章 密度推定（教師あり，ノンパラメトリック）

クラス事後確率を計算するためのノンパラメトリックモデルの構成方法．

第 8章 k-近傍法（教師あり，ノンパラメトリック）

特徴量の近傍を定義し，近接点のラベルを用いて判別する方法．

第 9章 学習ベクトル量子化（教師あり，パラメトリック）

代表点のラベルによって特徴量を判別するための最適な代表点の配置を求める方法．

第 10章 決定木（教師あり，パラメトリック）

特徴量から木構造をもつ判別ルールを生成する方法．

第 11章 サポートベクターマシン（教師あり，ノンパラメトリック）

マージン最大化基準とカーネル関数を用いて判別器を構成する方法．

第 12章 正則化とパス追跡アルゴリズム

正則化パラメータが変化したとき判別器を効率的に計算する方法．

第 13章 ミニマックス確率マシン（教師あり，パラメトリック）

ミニマックス基準を用いて判別器を構成する方法．

第 14章 集団学習

複数の判別器を組み合わせて性能を改善する方法．
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第 15章 2値判別から多値判別へ

2値判別器を組み合わせて多値判別器を構成する方法．

第 1章を除いて，以降の各章はできるだけ単独で読むことができるように記述している．した

がって，どのような順番で読まれてもかまわない．ただし，多変量解析やパターン認識で用いら

れる基本的な方法は前半にまとめているので，初学者は第 1章を飛ばして前のほうから読まれる

ことをお勧めする．第 9章の学習ベクトル量子化以降では比較的新しい話題を中心に取り上げて

いる．

また，これまでRを使ったことがない人，あるいはまだRを使うことに慣れていない人は，付

録 Aにある内容を一通り試されることをお勧めする．基本的ではあるが，本書を読み進めるのに

必要な Rの機能はほぼ網羅されている．さらに，自分でプログラムを作成してみたいという人の

ために 2つのアルゴリズムの実装例を付録Bで紹介している．プログラムの書き方・考え方は千

差万別なので，ここで紹介する例が最適な解ではないが，お手本とまではいかずとも何かの参考

になれば幸いである．

なお，本書で用いた Rのコード，正誤表などは共立出版のウェブページ

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/service/service.html#019256

に掲載されているので，それらも合わせて利用していただきたい．

本書では基本的な方法といくつかの進んだ方法を取り上げたのみである．実にさまざまな方法

がパターン認識では提案され用いられているので，本書でパターン認識の方法に興味をもたれた

方は [6, 20, 33,34] といった成書を手に取られることをお勧めする．
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