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属性選択によるニューラルネットワークの
性能向上について

逆瀬川 滉大1,a) 廣川　佐千男2

概要：機械学習の性能を向上させる手法の一つに属性選択がある．適当な属性のみを残した入力データを
機械学習のモデルに与えることで，モデルの識別性能の向上を図るこの手法は，特に SVMのモデルによ

く適用され，その性能が向上することが知られている．本稿では，この属性選択をニューラルネットワー

クのモデルに適用することで性能の向上が得られないか検証し，性能の向上を確認した．

Effect of Feature Selection for Neural Network

Kota Sakasegawa1,a) Sachio Hirokawa2

Abstract: One technique for improving the performance of machine learning is feature selection. Feature
selection is applying input data leaving only appropriate features to the model of machine learning. This
method is often applied to models of SVM. In this paper, we verified whether improvement of performance
could be obtained by applying this feature selection to the model of neural network , and confirmed improve-
ment of performance.

1. はじめに

近年，人工知能や機械学習の進歩は目覚ましく，特に

ディープラーニングを代表格として世間一般の認知度も

高くなっている．それに伴い，これまでは活用されていな

かった分野で人工知能や機械学習が取り入れられるように

なった．人工知能や機械学習を導入して活用する企業は増

加し，医療分野や教育分野では現場レベルでの応用が求め

られている．人工知能や機械学習が活用される場所が増え

た分，それらの性能の向上もまた求められている．

機械学習には SVMやニューラルネットワークなど種々

のモデルが存在し，その性能を測る指標として汎化能力が

ある．汎化能力とは訓練データではない未知のデータに対

しての能力であり，この汎化能力を獲得することが機械学
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習の最終的な目標とされている [1]．したがって，あるデー

タだけに過度に対応した状態である「過学習（Overfitting）」

を避けることは，機械学習の重要な課題である [1]．

過学習を抑制する方法は複数存在するが，その中の一つ

に属性選択という手法がある．属性選択とは，なんらかの

指標で分類に重要とみなされた特徴量だけを用いて学習を

行う手法である．分類に必須の属性が何かを明らかにする

属性選択問題は，特に SVMに関する重要テーマとして多

くの研究がなされている．そして，Adachiら [2]の他複数

の研究から，属性選択を行うことによって SVMの性能の

向上が見られたという報告が述べられている．

本研究ではニューラルネットワークの性能向上を目的と

して，SVMにおいて有効だった属性選択が，ニューラル

ネットワークにおいても有効であるかの検証を行なう．検

証をするにあたってニューラルネットワークの性能を測

る題材として，本研究ではニュース記事のカテゴリ推定を

選択している．用いたデータセットは，ベンチマークとし

て標準的データである Reuters-21578のサブセットデータ

セット re0である．

以下，本論文の構成について述べる．まず 2章で関連研
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究として，属性選択に関する研究について述べる．3章と 4

章では，ニューラルネットワーク，属性選択の概要につい

て記し，5章では本研究で用いたデータセット re0の詳細

について記す．続いて 6章では検証の方法について述べ，

7章及び 8章で検証の結果を示している．最後に 9章で考

察を行い，10章をまとめとした．

2. 関連研究

2.1 属性選択についての研究

先述の通り，分類に必須の属性が何かを明らかにする属

性選択問題は，特に SVMに関する重要テーマとして多く

の研究がなされている．さらに，属性を選択する際にどの

ような指標を用いるかについても多数の研究がなされてい

る．例えば，McCallumら [3]はMutual-Informationを基

にした属性選択を行うことで，より高い性能が得られると

述べいてる．Lanら [4]は，relevance frequency(RF)とい

う指標と term frequency(TF)を掛け合わせたTF-RFとい

う指標を用いて，性能向上を確認した．属性選択のための

様々な指標がある中で，当研究室の Adachiら [2]は SVM

スコアを含む 6通りの指標の評価実験を行なっている．

なお，ニューラルネットワークに対する属性選択に対

しても研究が為されている．Frankら [6]は，ニューラル

ネットワークへの属性選択を遺伝的アルゴリズムを用いて

行なっている．Battitiら [7]は相互情報量を使用すること

で属性選択を行い，ニューラルネットワークの性能向上を

図った．また，Setionoら [8]はニューラルネットワークの

ための属性選択の方法として，準ニュートン法を用いた独

自の手法を提唱した．Osowskiら [9]は，高次統計による

属性選択を適用したニューラルネットワークで心電図の認

識・識別を行なっている．これらの先行研究に対し，本研

究では「SVMで有効だった属性選択」を用いて，それが

ニューラルネットワークで有効であるかの検証を行なった．

3. ニューラルネットワーク

3.1 ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは，モデルに入力を与えて分類

や回帰を予測する，機械学習の手法の一つである．なお，

本研究では分類を行うニューラルネットワークの性能につ

いての評価を行うので，本章での説明は回帰ではなく，分類

を行うニューラルネットワークに焦点をあてたものとなっ

ている．3.2節～3.4節で，ニューラルネットワークのモデ

ルの構造，ニューラルネットワークが与えられたデータを

分類する際の推論方法，分類の精度を上げるためのニュー

ラルネットワークの学習方法について説明する．

3.2 モデルの構造

ニューラルネットワークのモデルは，人工ニューロンま

たはノードと呼ばれる基本単位によって構成される．ノー

ドを一つ以上並列させることで層が生成され，層を 3つ以

上並列させることでニューラルネットワークが生成される．

最初にニューラルネットワークへの入力を受け取る層は入

力層，最後にニューラルネットワークの出力を返す層は出

力層，入力層と出力層の間にある層は，中間層または隠れ

層と呼ばれる．入力層のノード数については，入力として

与えるデータの特徴量の数に一致させる．同様に出力層の

ノード数については，分類するクラスの数に一致させる．

3.3 推論

入力として与えられたデータがどのクラスに分類される

ものか，ニューラルネットワークが予測することを推論と

いう．入力層の各ノードに入力が与えられると，その値を

用いて次層の各ノードで計算が行われる．具体的には，前

層（この場合は入力層）の各ノードの値に重み付けをした

ものと，バイアスの総和を計算する．その総和を活性化関

数と呼ばれる関数に通した値が，次層のノードの出力とな

る．つまり，前層の各ノードの値をまとめたベクトルを x，

前層の各ノードに対応する重みをまとめたベクトルを w，

バイアスを b，活性化関数を hとすると，次層のノードの

出力 aは以下の 1式で表される．

a = h(x · w + b) (1)

この 1式の計算が各層の各ノードで行われることによっ

て，入力層から出力層に向かって計算が進む．最後に出力

層の各ノードの出力によって，ニューラルネットワークが

推論したクラス分類の結果が出される．入力データが一つ

目のクラスに分類される確率は，出力層の一つ目のノード

の出力に等しい．したがって，出力層の各ノードのうち，

出力が最大であるノードを確認することでクラス分類の結

果が得られる．

3.4 学習

分類の精度を上げるために，ニューラルネットワークの

重みやバイアスといった各パラメータを調整することを学

習と呼ぶ．分類の精度を測る指標として，ニューラルネッ

トワークには損失関数と呼ばれる関数が設けられている．

分類を行うニューラルネットワークの損失関数は，クロス

エントロピー関数であり，2式で表される [1]．なお，yk は

ニューラルネットワークの出力，tk は正解ラベルとする．

さらに，tkは，正解ラベルとなるインデックスのみが１で，

その他は０であるとする．そのため，式 2は，実質的に正

解ラベルが１に対応する出力の自然対数だけを計算するこ

とになる [1]．

L = −
∑
k

tk ln(yk) (2)
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損失関数とは，ニューラルネットワークの予測した分類

が正解に対して，どのくらい誤差があったのかを表すもの

である．したがって，分類の精度を上げるための学習とは，

損失関数が最小になるようにパラメータを調整することを

指す．具体的には，損失関数を微分することで，誤差が小

さくなる方向へパラメータを調整する．

4. 属性選択

4.1 属性選択

なんらかの指標で分類に重要とみなされた特徴量だけを

用いて学習を行う手法を，「属性選択」という．全ての特徴

量を用いることで生じる，過学習やノイズを抑制すること

を目的としている．

どの特徴量を重要とみなすかの指標にはついては，TF-

IDF， Mutual-Informationなど様々な計算方法が存在す

る．これに対し，当研究室のAdachiら [2]は 2016年にTF-

IDF，SMART，Mutual-Information，Gini Text，TF-RF，

SVMスコアの 6通りの指標の評価実験を行なった．その

際の対象データは，本研究の使用データと同一の re0であ

る．re0については，5章で詳細を記している．評価実験の

結果，SVMスコアを指標に用いて属性選択を行なった場

合が最も性能が向上したことが報告されている．このこと

から本研究においても，属性選択の指標には SVMスコア

を用いる．

4.2 SVMスコア

SVMスコアとは，当研究室の sakai[5]らによって 2012

年に提唱された，適切な属性選択を行うための単語重み付

け手法である．SVMスコアは，分析対象の全文書を使っ

た学習により得られる SVMモデルから，各単語に対応す

る重みベクトルを抽出することで得られる．具体的には，

ある単語 wの SVMスコアは，1つの単語 wのみで構成さ

れた仮想文書を SVMモデルに適用したときの出力と等し

い．このスコアをオリジナルとして，オリジナルスコアか

らの発展型がさらに 2種類，考案されている．オリジナル

スコアは w，発展型 2種類は d，ｌと呼ばれ，それぞれ以

下のように表される．

- w(word weight):

オリジナルの SVMスコア．

SVM(w,wi) = SVM(wi)

- d(document frequency):

出現頻度が高い単語は重要だという仮説に基づいて，SVM

スコアに単語の文書頻度を掛けたもの．

SVM(d,wi) = df(wi) ∗ SVM(wi)

- l(log):

スコア dでは，冠詞など文脈に関係なく多く出現する単語

のスコアが高くなりすぎるという問題が考えられる．この

問題を考慮し，単語の文書頻度の対数を SVMスコアに掛

けたもの．

SVM(l, wi) = ln(df(wi)) ∗ SVM(wi)

これら 3種類のスコアでは，正例の特徴語のスコアは正

の数となり，負例の特徴語のスコアは負の数となる．した

がって，単純にスコアが上位のものを選んで属性選択する

と負例の特徴語が反映できない．これを考慮して，SVM

スコアでは以下２つの選択方法が挙げられている．

- o(original):

2N個の単語を選ぶ場合，正例の特徴語でスコアが上位の

ものを N個，負例の特徴語でスコアが上位のものを N個

選ぶ．なお，負例の特徴語のスコアは負の数であるので，

「負例の特徴語でスコアが上位のもの」とはスコアがより

小さいものである．

- a(absolute):

全てのスコアの絶対値を取る．2N個の単語を選ぶ場合は，

その絶対値の上位 2N個を選択する．

5. ニュース記事のカテゴリ推定

ニューラルネットワークに属性選択が有効であるかを検

証するにあたって，本研究では「ニュース記事のカテゴリ

推定」を題材とした．検証の具体的な方法は次章で示し，

本章では使用したニュース記事のデータについて説明する．

5.1 使用データ

本研究で使用したデータは，国際ニュース通信社 Reuter

の新聞記事を，人手でカテゴリ分類した Reuters-21578 の

サブセット re0 データセットである．Reuters-21578 は

Lewis[10]に，re0 は Karypis[11]により，それぞれ公開さ

れている．

データセット re0 は，全 1504件の文書（新聞記事）か

ら成り，1つの文書につき 1つのカテゴリがラベル付けさ

れている．なお，カテゴリは全 13種類である．表 1にそ

れぞれのカテゴリにおける，文書数と単語の延べ出現回数

の一覧を示す．単語の種類の総数は 2886 種類で，単語の

延べ出現数は 77740 語，データサイズは 0.7MB である．

5.2 ニューラルネットワークでのカテゴリ推定について

データセット re0のデータは先述の通り，13種類のカテ

ゴリに分類されている．ニューラルネットワークでのクラ

ス分類は 13クラスで行うことも可能であるが，本研究で
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は「SVMで有効であった属性選択が，ニューラルネット

ワークでも有効であるか」に主眼を置いている．そのため，

属性選択が有効であった SVMが，正例と負例の 2クラス

分類を行なっていたことに合わせて，本研究のニューラル

ネットワークも 2クラス分類を行うこととする．具体的に

は，13種類あるカテゴリのうち 1つを正例とし，残り 12

種類のカテゴリを負例とした 2クラス分類を行うニューラ

ルネットワークの評価を，正例とするカテゴリを変えなが

ら 13回行う．

5.3 属性選択方法について

4.2節で記したように，SVMスコアにはスコアの計算方

法が３通り，スコアから単語を選択する方法が２通りが存

在する．したがって，SVMスコアを用いた属性選択には

６通りの方法が考えられる．Adachiら [2]がデータセット

re0に対する属性選択において，SVMスコアを含む６つの

指標で評価実験を行い，SVMスコアを用いた場合が最も

優れていたことを報告したのは先述の通りだが，具体的に

SVMスコアの６通りの方法のうち，最良だった方法と単

語の選択数についても報告されている．各カテゴリを正例

とした場合の，SVMスコアを用いた最良の属性選択方法

と選択数については表 2の通りである．今回の検証ではこ

の表 2の値を引用させて頂き，属性選択を行なう．

表 1 データセット re0 のカテゴリ詳細一覧

カテゴリ名 文書数 出現単語延べ回数

money 608 29033

trade 319 22596

interest 219 9687

gnp 80 5450

cpi 60 2143

reserves 42 1677

jobs 39 1661

bop 38 1598

ipi 37 1526

retail 20 973

housing 16 579

wpi 15 426

lei 11 391

計 1504 77740

表 2 re0 に対して、SVM スコアを用いた場合の最良属性選択

正例 スコアの計算方法 単語の選択方法 単語の選択数

money w a 600

trade w o 200

interest w o 1400

gnp w a 600

cpi l o 1200

reserves w a 140

jobs w o 600

bop l o 1000

ipi w a 400

retail w a 180

housing w o 400

wpi d a 800

lei w a 40

6. 実験データならびに実験手順

本研究が行なった，ニューラルネットワークに対して属

性選択が有効であるかの検証方法について説明する．

6.1 ニューラルネットワーク用データセットの作成

まず，データセット re0 を用いて，ニューラルネット

ワーク用のデータセットを作成する．

6.1.1 全単語を使用したデータセット

データセット re0 の 1504 件の各文書データに対して，

2886種類の単語の項目と，その記事が正例であるか負例で

あるかの項目を設ける．単語の項目については，文書中に

その単語が含まれていれば「1」，含まれていなければ「0」

とする．正例か負例かの項目については，その文書が，今

回正例としたカテゴリのものならば「1」，そのほか 12種

類の負例のカテゴリのものならば「0」とする．

さらに，データをランダムに並び替え 6:2:2に分割する．

分割したデータは順に，学習用データ (train-data)，検証

用データ (validation-data)，テスト用データ (test-data)と

する．データは全 1504件であるので，学習用データは 902

件，検証用データは 301 件，テスト用データは 301 件と

なる．

6.1.2 属性選択された単語のみを使用したデータセット

全単語を使用したデータセットから，SVMの属性選択

で選択された単語の項目のみを残したデータセットを作成

する．SVMの属性選択については 5.3節で述べたように，

Adachiら [2]の研究結果である表 2の値を引用させて頂く．
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6.1.1 節と同様に，データをランダムに並び替え 6:2:2

に分割し，順に学習用データ (train-data)，検証用データ

(validation-data)，テスト用データ (test-data)とする．

6.2 全単語を用いたニューラルネットワークを評価

次に，全単語を用いたニューラルネットワークの評価を

行う．

6.2.1 ニューラルネットワークの作成

作成するニューラルネットワークは，全単語を使用した

データセットを用いるので入力数が 2886，正例か負例かの

2クラスを分類するので出力数が 2となる．より精度の高

いニューラルネットワークを得るために，中間層について

は，中間層の層数の候補を 1,2,3,4,5，中間層のノード数を

候補を 5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100として，合計 5 ×

11=55通りのモデルのニューラルネットワークをそれぞれ

作成し学習させる．その結果，最も性能が高かったモデル

を保存する．

6.2.2 ニューラルネットワークの学習・汎化性能を評価

全単語を使用したデータセットを用いて，作成したニュー

ラルネットワークの学習と汎化性能の評価を行う．まずは，

学習用データを用いてニューラルネットワークの学習，つ

まりパラメータの調整を行う．学習の方法としては，ミニ

バッチ学習を採用している．なお今回は，バッチサイズを

40，エポック数を 500と設定した．

１エポックの学習が終わるごとに，モデルに検証用データ

を与えて予測値を出力させ，精度 (accuracy)と誤差 (loss)

を計測する．accuracyは，検証用データ 301件に対する

モデルの正答率である．lossは，検証用データ 301件に対

するモデルの損失関数の平均値である．損失関数について

は，2式を参照されたい．

検証用データに対する精度が過去のものと比べて最高値

ならば，そのモデルは現時点で最良のモデルといえるので，

そのモデルを保存する．学習が進む過程で，検証用データ

に対する精度の最高値が更新されれば，その度にモデルを

保存し直す．

学習用データを用いてモデルを学習させているので，仮

に学習用データに対する精度が高かったとしても，未知の

データに対して精度が良い保証はない．そのため，学習中

のモデルの性能評価には，学習用データとは別の検証用

データを用いた．しかし，その結果保存されるモデルも，

500回検証用データを与えて最良だったモデルであるので，

検証用データにフィッテイングしているものであることが

否めない．そのため，最後に学習用データとも検証用デー

タとも別のテスト用データを一度だけモデルに与え，その

精度と誤差を計測する．この値をもって，最終的なモデル

の汎化性能を評価する．

6.3 属性選択された単語のみ用いたニューラルネットワー

クを評価

最後に，属性選択を行なったニューラルネットワークの

評価を行う．

6.3.1 ニューラルネットワークの作成

全単語での最良モデルと入力層以外が同じ構造のモデル

を作成する．入力層については，属性選択された単語のみ

を使用したデータセットを用いるので，属性選択された単

語の数が入力数となる．出力層については，今回も正例負

例の分類を行うので出力数は２である．中間層については，

全単語での最良モデルの中間層と，同じ層数，同じノード

数だけ用意する．但し，重みやバイアスは初期値にする．

6.3.2 ニューラルネットワークの学習・汎化性能の評価

属性選択された単語のみを使用したデータセットを用い

て，作成したニューラルネットワークの学習と汎化性能の

評価を行う．学習の方法は全単語使用時と同じく，バッチ

サイズが 40，エポックが 500のミニバッチ学習である．

モデルの保存についても同様で，１エポックの学習が終

わるごとの検証用データで評価し，検証用データに対する

精度が過去のものと比べて最高値ならば，現時点で最良

であるそのモデルを保存する．学習が進む過程で，検証用

データに対する精度の最高値が更新されれば，その度にモ

デルを保存し直す．

最後に，保存したモデルへテスト用データを与え，モデ

ルの汎化性能を評価する．

以上の 6.1節～6.3節の操作を，乱数種を変えて 10回行

いその平均値で検証する．この検証を，13種類のカテゴリ

それぞれを正例とした場合において行う．

ハイパーパラメータについて

中間層の層数，ノード数については 6.2.1小節で述べた通

りである．その他の，中間層の活性化関数やパラメータ更

新の際の最適化関数といったハイパーパラメータについて

は時間的な制約上，「money」を正例として全単語を用いた

ニューラルネットワークに対してグリッドサーチを行い，

その結果を他の正例の場合のニューラルネットワークにも

適用している．活性化関数の候補は sigmoid関数，ReLU

関数，tanh(x)の 3種類とし，最適化関数は SGD，Adam

の 2種類とした．その結果，今回は中間層の活性化関数に

sigmoid関数，最適化関数に Adamを用いることとした．

また，出力層の活性化関数については，今回は分類を行

うニューラルネットワークであるので softmax関数を用い

ている．

なお，ニューラルネットワークのモデルの作成や計算を

行うにあたって，今回は chainerを使用させて頂いた．[12]
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7. ニューラルネットワークによるカテゴリ
推定

全単語を用いたニューラルネットワークのテストデータ

に対する性能は，表 3のようになった．

全単語使用時では，13 種類のカテゴリ全体として

97.209%の accuracy という結果になっている．さらに

「money」,「trade」,「interest」を除く 10 種類のカテゴ

リにおいては 97%以上の accuracyが記録された．

表 3 全単語でのテストデータに対する性能

正例 全単語での loss 全単語での accurcy

money 0.42443 0.8917

trade 0.1797 0.94784

interest 0.24716 0.93322

gnp 0.09085 0.97873

cpi 0.07775 0.98504

reserves 0.07187 0.9834

jobs 0.04831 0.98804

bop 0.16224 0.9764

ipi 0.05521 0.98804

retail 0.0366 0.99102

housing 0.02047 0.99403

wpi 0.23904 0.98704

lei 0.17266 0.9927

average 0.14048 0.97209

8. ニューラルネットワークにおける属性選択
の効果

続いて，属性選択を適用したニューラルネットワークの

テストデータに対する性能は，表 4のようになった．さら

に，属性選択適用時の lossと全単語使用時の lossの差及び，

属性選択適用時の accuracyと全単語使用時の accuracyの

差を，各カテゴリにおける属性選択の効果として算出し，

表 5，図 1，図 2にまとめている．

属性選択適用時では，13種類のカテゴリ全体の accuracy

が 97.787%となっており，全単語使用時に対して，全体で

0.578%の accuracyの向上が得られた．各カテゴリで個別に

見ると，13種類のうち 10種類のカテゴリで accuracyが向

上している．また，全単語使用時にカテゴリ別の accuracy

が最低だった「money」のカテゴリについては，3.289%の

accuracyの向上が見られ，最大の上げ幅を記録している．

表 4 属性選択でのテストデータに対する性能

正例 属性選択での loss 属性選択での accuracy

money 0.24243 0.92459

trade 0.15068 0.96676

interest 0.20988 0.93921

gnp 0.05716 0.98506

cpi 0.07701 0.97905

reserves 0.02911 0.98971

jobs 0.04397 0.98939

bop 0.12118 0.9764

ipi 0.0387 0.99104

retail 0.03996 0.99103

housing 0.12208 0.99204

wpi 0.05212 0.99271

lei 0.15815 0.99536

average 0.10326 0.97787

表 5 各正例における属性選択の効果

正例 loss accuracy

money -0.182 0.03289

trade -0.02903 0.01892

interest -0.03728 0.00599

gnp -0.03369 0.00633

cpi -0.00074 -0.00599

reserves -0.04276 0.00631

jobs -0.00434 0.00135

bop -0.04106 0

ipi -0.01651 0.003

retail 0.00336 0.00001

housing 0.10161 -0.00199

wpi -0.18692 0.00567

lei -0.01451 0.00266

average -0.03722 0.00578

9. 考察

検証結果に対して考察する．表 3，表 4，表 5の値から

13種類のカテゴリのうち 9種類のカテゴリで，属性選択に

より accuracyと lossの両方について性能が向上した．ま

た，「bop」のカテゴリに注目すると，accuracyに変化がな

かったものの lossは減少している．これは正答率に変動が

なかったが，分類に正解した際には全単語使用時よりも高

い確率で正解クラスに分類できており，不正解した際には

全単語使用時よりも低い確率で不正解クラスに分類してい

たという，モデルの性能向上を示している．このような属

性選択による性能向上の原因としては，出現回数の少ない

単語や少数のデータにだけ出現するような出現が偏った単

語を省いたことで汎用性が上がったことが考えられる．
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accuracyの上げ幅に着目すると，全単語使用時の accu-

racyが 0.97未満の「money」，「trade」といった正例の割合

が多いカテゴリが大きく向上していることがわかる．正例

の割合と属性選択による accuracyの関係を図 3に示す．続

いて属性選択によって，誤分類がどの程度削減できたのか

に着目する．全単語使用時の accuracyを「all accuracy」，

属性選択適用時の accuracyを「fs accuracy」として，属性

選択による誤分類の削減率を以下の式 3で定義する．

(1− (all accuracy)− (1− (fs accuracy)

1− (all accuracy)
(3)

各正例における，式 3の計算結果が図 4である．全単語

使用時の誤分類は，属性選択によって約 20％削減された．

全単語使用時ですでに 0.97％以上の accuracyが記録され

ており，属性選択による大幅な accuracyの向上が見られ

なかった「lei」，「wpi」といったクラスにおいても，属性選

択で誤分類の削減に成功していることがわかる．つまり，

accuracyの大幅な向上は見られなかった正例の割合が少な

いクラスにおいても誤分類が削減できており，属性選択が

効いていたことが確認できる．

また，属性選択を行なったことでニューラルネットワー

クの性能が上がったことから，ニューラルネットワークの

学習についても考察が挙げられる．全単語を用いたニュー

ラルネットワークの場合でも，ニューラルネットワークは

汎化性能の獲得を目指して，学習の過程で重みやバイア

スといったパラメータを調整する．つまり，分類するにあ

たって重要度の低い単語が推論の際に及ぼす影響力をでき

るだけ小さくしようとする．しかし，属性選択で性能が向

上したことから，学習のパラメータ調整ではこの影響力を

ゼロにはできなかったということが考えられる．もし，重

要度の低い単語が推論の際に及ぼす影響力をなくすこと

ができていれば，重要度の低い単語をそもそも入力から省

いた属性選択と同じ結果が得られているはずである．した

がって，ニューラルネットワークは入力として与えられた

各属性に対して，属性によって程度の差はあれど，どの属

性からも影響を受けて推論を行なっているおり，学習にお

けるパラメータ調整では，ある属性の影響を全く受けずに

推論を行うようなモデルには至らないということが考えら

れる．

10. おわりに

本研究では，SVMで有効であった属性選択がニューラ

ルネットワークでも有効であるかの検証を行なった．その

結果，多くの場合において性能の向上が確認され，SVMで

有効であった属性選択はニューラルネットワークにおいて

も有効であることが確認された．

今後の課題としては，今回はニューラルネットワークに

与えたデータの各特徴量が「その単語を含むか含まない

か」の 1,0で表現されたものを学習に用いたので，これを

TF-IDFなどの実数値に変えた際に，更なる性能向上が見

られないかを確認する必要があると考えられる．また，2ク

ラス分類ではなく多クラス分類のニューラルネットワーク

の場合や，re０ではない別のデータセットを使用した場合

においても属性選択は有効であるのかを検証する必要があ

る．加えて，今回用いた SVMスコアと 2章の先行研究が

用いたような他の指標の比較実験を行なうことで，ニュー

ラルネットワークに対する最適属性選択を探しさらなる性

能向上を目指したい．
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図 1 属性選択による accuracy の変化
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