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はじめに

このテキスト「ワクワクから始めるAI・データ解析教室」は、従来のAI・データ解析入門教

材にあった問題点を改善した、初学者の悩みに寄り添った演習テキストです。さまざまな入

門書籍などで言われる「AI開発はトライアンドエラー」の過程を、ノーコードツールで追体

験していきます。本テキストは、ノーコードツールともに無償でお使いいただけます。

理論やプログラミングは抜き。ノーコードツール・Humanome CatDataを使ってAIを自ら

作り、実際に現場で行われる流れを自分の手で試すことで、AI構築の実際を学びます。現場

でのAIを活用する担当者の方も、開発の実態を理解したい経営層・中間管理職も、それぞれ

の立場から必要とする基礎知識を身につけていただける内容となっています。

本編は、最近のAI・データ開発の実際と抑えるべきポイントについてのコラム2編と、下記

のデータ解析の流れに合わせたAI開発演習7編で構成されています。
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AI開発は一般的なプログラム開発と異なり、実際にデータを集め、解析してみるまで分かり

らないことが数多くあります。AIの精度に関係する項目が多く存在するため、これらについ

て様々な組み合わせを確かめなくてはならないからです。

この「楽しくも手間のかかる試行錯誤」を最初に体験いただくことで、AI自体に興味をもっ

ていただくことを、本テキストの最終目標としています。

このテキストによる演習が終わった後に、本編では触れていない部分について興味を持ち、

もっとAIについて知ってみたい！と感じていただけたら、非常に嬉しいです。また、AIの導

入を自社だけで進めるのは難しい、という結論に至られた時は、ぜひ当社にご相談くださ

い。様々な専門分野を持つデータサイエンスのプロが、しっかりご相談に応じます。

当社は今後も、さまざまな形でAI技術の広がりに貢献していきます。noteでは引き続き、

初学者向けのデータ解析実例をご紹介する予定です。よろしければフォローいただき、これ

からのAI学習にお役立ていただけると幸いです。
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株式会社ヒューマノーム研究所
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● 本テキストは、メディアプラットフォーム「note」にて2021年4月8日から2021年

5月12日にかけて連続公開した「ワクワクから始めるAI・データ解析教室」（全7

回）とその前段となる記事2編を再編したものとなります。そのため、一部にnote

掲載時の表現が残存しています。

● 本テキストは無料でご利用いただけますが、コンテンツの全部または一部を使用・

流用して本サービスと類似のサービス、コンテンツと類似の製品の制作・販売を行

うことはご遠慮ください。

Humanome CatDataのアカウント作成方法・詳細な操作方法については、以下のページを

ご参照ください。

● CatDataマニュアル：解析準備・CatDataの登録 | 株式会社ヒューマノーム研究所

● CatDataマニュアル：データの可視化・分析 | 株式会社ヒューマノーム研究所

● CatDataマニュアル：AIモデル(機械学習モデル)の作成 | 株式会社ヒューマノーム研

究所

● CatData User’s Manual - Speaker Deck
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よりよい生活とAI・データ解析をつ

なぐために
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はじめまして。「株式会社ヒューマノーム研究所」代表取締役社長の瀬々です。

当社は、人間と、人間を取り巻く環境を理解するデータサイエンス技術について広く研究し

ています。

私は機械学習・AIという言葉が広く知られる前から、20年以上技術開発に携わり、2018年

に、この技術がより役立つ社会づくりを進めようと一念発起して起業。その後2年強で、

100件を超えるAIやデータの利活用案件に広く関わってきました。

常に根底にあるのは、AIやデータ解析が世界に広がることで、より多くの人々が健康に暮

らすヒントを与えてくれるはず、という信念です。

このnoteでは、AIが中心技術となる新しい事業の構築をテーマに、AIを使った新しい視点

や話題とともに、当社のAIに対する思想や想いとともにご紹介していきます。AIやデータ解

析を使った挑戦を、皆様と共に歩むことが我々の願いです。

AIの「現在」

AI、あるいはデータ解析と呼ばれる分野は、とりたてて新しいものではありません。現在

は、何度目かの山と谷を越え、2010年代にスタートしたブームの最中です。
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ブームというと一過性のものを想像されるかもしれませんが、現在のブームの背景には、

2000年前後に起こったインターネットの普及に起因する「データ中心社会」への変革があ

ります。AIという言葉のブームが過ぎ去ったとしても、データを活用する社会構造は後戻り

することなく継続します。「AIは終わった」といった見出しをよく見かけますが、AIは社会

に溶け込み、特別な技術ではなくなるだけの話です。

しばしば、事業の効率化やデジタル化に向けた、AIの導入方法についてのご相談を受けま

す。デジタル化は、経費削減や人的ミスを減らすためには、とても意味ある取り組みです。

しかしながら、事業の枠を変えることのないデジタル化は勇み足となりかねません。導入側

にその意図が無かったとしても、雇用の削減策ととらえられ、組織からの反発を受けた例を

多く見てきました。

では、AIやDXの導入に一番効果があるタイミングはいつなのでしょうか？

私は、既存事業の軸を守りながら、AI・データ解析の技術を利用した新規事業の立ち上げ

を考えたときがもっとも効果的だと考えます。

AI・DXの正しいあり方

ITとAIには大きな違いがあります。ITは「計算機の活用」「データのデジタル化」であり、

AI・データ科学にはこの2つに「データの活用」が加わります。

手計算を電卓・表計算ソフトを利用した計算に変更することをIT化のスタート地点とするな

らば、今年の売上を蓄積して、来月の需要予測を可能とする仕組みづくりが「データの活

用」です。IT化はアナログ→デジタルの一過性のもの、AI・データ活用はITを活用した「仕

組みづくり」を意味します。
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データ活用の仕組みづくりができて、ようやくデータが独立して歩きはじめます。そして、

データによる業務効率化や新規事業づくりが進み、データがお金を稼ぐ状態へと向かう。こ

れがAI・DXの本筋です。

AIにプログラミングは必須なのか？

私は当社を立ち上げる前、東大・東工大・お茶の水女子大で教員を、国立研究開発法人産業

技術総合研究所の人工知能研究センターでチーム長をしていました。非常に聡明な学生に恵

まれ楽しい日々を過ごしましたが、プログラミングは人により得手不得手がはっきりするも

のであることも目の当たりにしました。

プログラミングの持つ、非常に四角四面の論理構造が肌に合わない人は、東大生であっても

一定数います。一方で、プログラミング言語が苦手でも、データを活用したプランが立案で

きる人、データの機微をとらえたプロジェクトの先導ができる人がいることも、今までの経

験の中で知りました。
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すべての人が理論・実装・ビジネス化までできるオールマイティプレーヤーになる必要はあ

りません。個性をいかした役割分担で、AI・DXはどんどん進むと考えています。今後、AI

を社会実装する際の役割分担についても触れていこうと思います。

データ解析者は結果に対して真摯であれ

データ解析でとても大切なことは、データ解析の結果に対して嘘をついてはいけないという

ことです。

データ解析は、数字の羅列からストーリーを見出し、新しい発見へつなげる仕事です。それ

らの数字が活用されるシチュエーションを想像し、事実をあぶり出す役割を担っています。

数字の羅列だけを見ただけで、そこに何が起きているのかが分かる人はほぼいません。つま

り、悪意を持って解釈すれば、都合の良い結論を生み出してしまう可能性がある、というこ

とです。

フィクション作家の小説なら、それでも良いでしょう。しかしながら、データという基盤に

なりたつデータサイエンスに携わる人は、データの指し示すものに嘘をつかないルポライ

ターである必要があります。誰か一人でもデータを使った嘘を言えば、データサイエンス業

界全体の信用失墜につながります。

もちろん、良い結果が出ない場合もよくあります。望まぬ結果を示すよう、外部からの圧力

がかかることも残念ながらあるでしょう。データサイエンスを活かす会社と、データサイエ

ンスに携わるメンバーの守るべき思想も、今後お伝えしていきたい、と考えています。
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AIを活かした、いきいき暮らせる社会づくりへ向けて

AIは目標でなくて手段です。20年来、AI技術の成長に触れてきましたが、この5年で、AIは

研究者の遊び道具から社会に役立つ技術へ、もっというと、データを中心に考えるという新

しい考え方と、それを支える技術に成長したと感じています。

AIは社会変革できる技術です。だからこそ、人を不幸にする技術になって欲しくはありま

せん。このnoteを通じて、我々の考えるAIに対する考え方を示すことで、一人でも多くの

人が、日々を楽しく暮らせる社会に貢献できればうれしいです。

これからどうぞよろしくお願いします！
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もっと楽しくはじめたい！ これから

のAI・データサイエンスの学び方
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今回は、AIやデータ解析1が広がっていくためには不可欠な「AI入門」のあり方についてお

話させていただきます。AIの世界へ、ものづくりの様な楽しさから入門できる環境について

考えます。

AI入門は「技術より」でも「経営より」でも難しい

AIの普及とともに、たくさんのAI入門書・入門講座が企画されています。内容は大きくわけ

て2種類。1つは開発者・研究者向けで、比較的技術寄り。もう1つはビジネスマン・経営層

向けで、AIの歴史や概論、社会的影響に寄せた内容です。

前者に初心者がチャレンジした場合、AI構築にたどりつくまでに、長い道のりが待ち構えま

す。後者は、AI構築の「雰囲気」だけ学び、実際には手を動かしません。表面だけ理解した

状態で開発に関わった結果、現場でAIエンジニアと揉めてしまった、という話をちらほらと

聞きます。

下記にAI学習の流れを示します。大きく「理論を知る」「プログラミング」「モデル構築」

「モデル利用」「課題設定」の5段階があります。

1 本稿ではデータサイエンス・データ解析とAIはほぼ同義です。AIをデータサイエンスと読み替えて頂いても構
いません。
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エンジニア向けのAI入門教材は、基礎を重視する場合は理論から、より実践的な場合は、理

論を軽くしてプログラミングからはじめるものが多いようです。

とはいえ、前回お話したとおり、プログラミングは人により得手不得手があります。新しく

できたAI・DX関連部署へ異動した方が、実技重視の講座を受けた場合、AI構築までがあま

りに遠く、心が折れる可能性は否定できません。

逆に、ビジネスマン向けの教材では、現代AIの歴史や思想、導入の注意点を中心に、AIに

よってビジネスが変革する過程を学べます。AIを作る場合は、この後、先述の技術者向け教

材に取り組むこととなります。

技術者向け教材は多くの場合、なんらかのプログラミング経験者向けの内容です。とはい

え、ほとんどの方はプログラミングも機械学習の数式も知りません。当然「何からはじめた

らいいの？」という質問が続出します。

どうしてAI学習に行き詰まってしまうのだろう
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確かに、AI構築を完全に理解するには高いハードルがあります。プログラミングスキル、

データサイエンスの知識、結果の評価方法など、様々な知見が求められるためです。これら

が絡まり合い、AIの学習が目的化してしまったように感じます。

そもそも、AI・DXはデータを活用した新しい世界を作り出すための手段のひとつです。

それなのに、データを見て、触って、楽しむ、というAI構築が本来もつ楽しさへ到達する前

に学習に行き詰まってしまう。これがデータサイエンティストの育成が難しいと言われる原

因ではないか？と懸念していました。そして、お客様と会話する中で、その懸念は確信に変

わりました。

初心者向けAI教材に欠けているもの

例えばギターをひこう！と思い立ったら、次に何をするでしょうか。ギターを木から切り出

して作る、和音などの音楽理論を学ぶ、というところからはおそらくスタートしないでしょ

う。

適当に弦をさわったら音が出た！というワクワクからスタートし、もっと素敵な演奏や、

かっこいい曲づくりに向けて音楽理論を学ぶ、と進むのではないでしょうか。AI構築も同じ

です。モデルの構築やデータ解析には、楽器を演奏したり、作曲するような楽しさがありま

す。
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私は、AIにはこの楽しさを伝える入門講座と、例えばiPhoneに標準搭載されている楽曲制

作アプリ「Garageband」のような、気軽に使えてプロユースもできるような入門ツールが

欠けているのでは？と考えました。

AI開発って何が楽しいの？

AIの開発には、ゲームのように予測精度を高める技術的な楽しさと、AIで変わる世界を想像

する楽しさがあります。

一例としてKaggleというサイトをご紹介します。企業や政府が出した問題を解決する、よ

り高精度の解析モデルを作るべく、世界中の機械学習・データサイエンスに関わる人が集ま

り、競います。

Kaggle同様、AI構築には、計算式・プログラムを組み上げるだけではなく、作ったAIを実

際のデータで試し、精度を確認する行程があります。この「データを集めてモデルを構築し

て、また試す」という繰り返しこそがAI独特の楽しさです。

AIは、その本質ゆえに生まれる楽しさと難しさを併せ持ちます

理論を学び、プログラムができてもAI開発は終わりません。データを集め、集めたデータに

情報タグをつけ（アノテーション）、データと作成目的に合わせたモデルを選び、機械学習

アルゴリズムを設定する（パラメータチューニング・ハイパーパラメータチューニング）、

といった作業が続きます。
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データ収集以降のステップは、これまでのITプロジェクト開発には存在しません。この方法

は馴染みが薄い上、AI開発が抱える「不確実性」が影響し、一般的なソフトウェア開発で使

われる「課題を分割して解決する」開発方法（ウォーターフォール型）がうまく合いませ

ん。
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この点が、経営者的な視点からAI構築に関わった方が困惑する点です。人数を増やしてもプ

ロジェクトは進まず、時間を伸ばしても必ず良い結果となるとは限らないのです。

この「不確実性」がAIの開発手法の抱える本質です。

しかし、データ解析側としては、ここがもっとも楽しい試行錯誤の時間だったりします。

あーでもない、こーでもない、などと話しながら、より良いモデル、より良い解釈を目指し

て磨き続けます。芸術作品を作っていくようなイメージです。

高校生がAIづくりの楽しさを証明してくれた

一番ワクワクするモデル作成からはじめたら、AI構築やデータ解析の楽しさや難しさを知っ

た上で、プログラミングやビジネス構築に流れる、というAI入門システムを作れるのでは？
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そんな風に考えた当社は、わかりやすく、応用範囲の広い画像・動画と、表データ（エクセ

ルデータ）を対象に、モデルを作るところからはじまる初心者向けツールの開発をはじめま

した2。

● 画像・動画でAIモデルを作るツール：Humanome Eyes

● 表データでAIモデルを作るツール：Humanome CatData

Humanome Eyesは、トライアルを高校生にお願いしました。彼らは1時間ほどのチュート

リアルで操作をマスターし、その3ヶ月後行われた高校生向け学会で発表された Eyesを活

用した生物学研究の成果は入賞を果たしました。

AIとは縁遠かった高校生がAIを使い、私達の考える「これからのAI教育と研究スタイル」を

体現してくれました。非常にうれしかったです。

AIがもたらす新しいパラダイム

一般にAIは、計算工学・計算機科学の一分野とみなされます。しかしながら、AIを活用する

ことを考えた場合、計算工学的な視点だけではなく、データ収集・活用の問題や、完成後に

待ち構えるビジネスの問題など、単なる手段にはとどまらない面まで視野を広げる必要があ

ります。

今のAIには、研究面でもビジネス面でも計算技術・応用・データを総合的に判断し、さまざ

まな分野を横断する新しいパラダイム（この時代で規範となる物の見方や捉え方）が求めら

れていると感じます。

2 両ツールとも無料で試せますので、ぜひ遊んでみて下さい！
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（① 導入・目標設定編）
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今回から数回にわたって、前回のお話の続きとなる『実際に作る』からはじまるAI構築の初

歩について、実例を交えながらご説明していきます。

この実例はプログラミングを知らない方でも試せます

（いきなり見出しと矛盾しますが）AI構築を含む、データ解析と呼ばれるものにはプログラ

ミングが欠かせません。しかしここ1〜2年くらいでしょうか、「ノーコードツール」と呼

ばれる、プログラミングをすることなく、基本的な解析ができるツールが開発されるように

なりました。

当社が開発する「Humanome CatData」も、表データの解析やAI構築ができるノーコード

ツールのひとつです。 初心者もデータ解析の楽しさが気軽に体験できるように、プログラ

ミング・数式の知識いらずで操作できる作りになっています。

次回以降、実際にHumanome CatDataを操作しながら「AIのつくりかた」について解説し

ていきますが、今回はその準備段階についてお話しさせて下さい。

前段（1）：「データ解析」と「AI構築」の違い

「AIを構築してみたい！」とよくご相談を受けます。そんな時、私はいつも「まずはデータ

全体を考えましょう」と答えています。AIはデータ解析やデータ活用の流れの一部だからで

す。

「データ解析」「AI構築」。ともに定義が曖昧な単語です。

データ解析とは、データを取り扱う過程のすべてを対象とし、データを様々な角度から調査

し、活用することを指します。対するAI構築はデータ解析で実施する行程の一部にあたり、

何らかに特化した予測パートを担います。
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データ解析とAI構築の関係は下図のようになります。図中の行程①から⑦について、順番に

ご説明します。

前段（2）：AI構築の基本的な行程

データ解析のプロジェクトでは、一番最初にデータを使って実現したい内容を多数用意し

（図中① 仮説設定）、それぞれについて順番に調査します。AIを構築する際は、これらの

仮説から本当に予測したい内容を一つに絞ってから、モデルづくりに移ります。

このプロジェクトの流れを「スポーツクラブの会員継続率を上げたい！」というお題に当て

はめて考えてみます。

「ずっと会員でいてほしい！」が目標の場合、「退会しそうな人にメールを出したり、声か

けをすれば、退会を防げるかも？」という一つの仮説が立ちます。
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この仮説を確かめるため「会員継続しない人を予測する」という目標を設定します（図中②

目標設定）。高精度のAIができれば、退会するかも？と予測された人に対してメールを送付

するなど、事前に退会を防ぐ方策が取れるようになります。

このように、データ解析の流れは一方通行ではなく、試行錯誤が欠かせません。目標設定

後、AI構築のために必要となる行程は以下のとおりです。

③-1 データ収集：文字通り「データを集めること」です。設定した目標を達成するために

必要なデータを収集します。複数の表にデータがまたがる場合はひとつの表にまとめてから

利用します。

③-2 前処理：集めたデータをそのままAI解析に使えるとは限りません。項目はあるけど値

が入っていない、値は入っているけどちょくちょく桁が間違っているなど、思った通りの
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データ形式になっているとは限りません。辛いですね。これらのデータを整えたり、除いた

りすることを前処理と言います。

④ 可視化：集めたデータは想像通りのものなのか、前処理が終わったあとのデータに予期

しない事態が起こっていないかなど、グラフや図にすることで確認することをいいます。可

視化するとデータを観察しやすくなるので、次の「AIモデル3構築」を行う際の作業難易度

の推測にも利用できます。

⑤ モデル構築：AIモデルを選択し、モデルを構築します。AI構築・AI作成とも言われま

す。詳細は別の記事でご説明します。

⑥ 評価：作成したモデルの精度を評価します。評価の結果、目標を達成できる精度が出て

いれば、そのまま運用します。残念ながら精度がイマイチだった場合は、目標設定まで含め

て、すべての行程について考え直す必要があります。

実際にデータ解析する時は、これらの行程を行ったり来たりしながら、少しずつ目標を達成

する方向に進めていきます。得られたデータがどのように使われるのかを想像し、どの切り

口が改善や発見につながるか？を考えるのは、苦しくもあり、もっとも楽しいプロセスでも

あります。

実践編（1）：目標設定とデータの準備

前段が大変長くなりましたが、ようやくここから本編に入ります。

3 AIモデル：データ解析方法のひとつ。人間が自然に行う「学習する」過程をコンピュータが実現するために必要
となる、具体的な計算式・計算方法を指します。入力されたデータから評価すべき本質を取り出し、この評価や
判定をモデルが行ったものを結果として出力します。
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一般的に「AI」は入力されたデータをもとに何らかの予測を行います。そのため、AIを作る

場合、まずは何を予測したいか？を決めるところからスタートします。先程のスポーツクラ

ブの例でいうと「利用履歴から会員が継続するか否かを予測する」が目標となります。

今回はペンギン3種 (アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギン)の大きさを計

測したデータを使います。データは以下のリンクからダウンロードして下さい。

● ペンギンデータ（palmerpenguinsデータを当社で改変しました）

南極大陸のパルマー諸島で集めた、ペンギンの種類・性別・サイズなどのデータです。動物

は性別によって異なる性質を持つことが多く見られますが、このデータは、性差によるエサ

の集め方の違いについて、ペンギンで調査をした際のものです。

「突然のペンギン！？」と思われるかもしれませんが、血液検査の結果から病名予測した

り、果物の色や大きさから市場価格を予想したりする時も、ペンギンの解析と流れは同じで

す。
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今回はデータ解析の流れの中から「① 仮説設定」「② 目標設定」「③ データ収集」につい

て進めていきます。

ある日、突然ペンギンが好きで好きで仕方なくなってしまったあなたは、目の前にいるペン

ギンの種名を教えてくれるシステムがどうしても欲しくなりました。

種によって異なるパーツの長さがわかれば、ペンギンの種類も予想できるのではないか？　

そう考えたあなたは、くちばしや水かきの長さを入力すると、ペンギンの種名が予測できる

AIをつくることにしました。

早速先程のデータで構築してみましょう。

先程のペンギンデータファイルには、下のような表形式で34個体分のデータが収められて

います。
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今回つくるAIにおいて予測すべき目標は「ペンギンの種名」です。これらは表の中に含まれ

ている必要があります。

たとえば「満足度の高い顧客」を予想する場合は「顧客満足度」の情報が不可欠です。顧客

にアンケートをお願いするなど、定量的（状況や状態を数字で表現すること）な顧客満足度

情報を集めておく必要があります。

「そんなの当たり前なのでは？」と思われた方もいらっしゃるかと思います。しかしなが

ら、いざAIを構築しようとしたら、予測すべき項目の定量的な値がなかった、という事態は

ありがちなことなのです。

正しい目標設定とその達成に必要なデータを集めることは、データ解析のプロセスにおいて

とても大切です。
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（② 前処理編）
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今回はデータ解析にかかる時間の7割はここに割かれると言われ、構築されるAIの精度に大

きな影響を及ぼす行程「前処理」のお話になります。

AI構築の中で最も重要なプロセスが前処理です。AIモデルを作る前に、構築に使えない項目

を取り除いておくと、できあがったAIの精度が高くなります。この「きれいなデータ作り」

のことを前処理といいます。料理で言う下ごしらえのような作業です。

下ごしらえをしなくてもそれなりの料理にはなりますが、きちんと下ごしらえをした材料で

作る料理はぐっとおいしくなります。データをきれいに整え、よりよい仕上がりを目指して

いきましょう。

（1） データをアップロードする

さて、前回ダウンロードしたペンギンデータを使って、「くちばしや水かきの長さからペン

ギンの種名を予測するAI」を、実際に Humanome CatData を利用して作成します。
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まずCatData にログインし「テーブル一覧 > テーブルの新規作成」から、ペンギンデータ

（pengins.xlsx）をアップロードします。完了すると、テーブル（表）の確認画面に移動し

ます。

（2） エラー表示を確認する

アップロードが完了すると、データの確認画面に移動します。ペンギンデータの場合、項目

名の表示が赤と黒になっています。赤い文字は「この先の行程で問題が起こるかもしれない
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列」を事前にお知らせする表示です。赤い文字を見つけた際は、エラー対応してから次の行

程に進みます。

ひとつめはテーブルの中にあるデータの空欄部分への対応です。CatDataがデータに欠けを

見つけた場合、エラーとしてお知らせしています。この「欠けているデータ」への対応につ

いては、次の段落でご説明します。

もうひとつは「列の型」のチェックです。「列の型」には、各項目のデータの種類を判定し

た結果が入っています。データの種類には「整数・小数・文字列・カテゴリ」があります。

赤い項目名の列は、データの種類がはっきりと判定できなかったため、CatDataが推測した

結果が入っています。例えば「くちばしの長さ」は本来数字（整数・小数）のみが入る列で

すが、「文字列」など別の種類のデータが混ざっている可能性があります4。念の為確認し

てみてください。

4 同じ列に数字と文字など異なる種類（型）が混ざると、AIは正しく学習できません。該当する箇所を見つけた場
合は、データファイルを修正し、再アップロードしてください。

32



（3） 欠損値をきれいにする理由

では、先程の「空欄データ」をきれいに整えていきます。

データの前処理にはさまざまな手法がありますが、その中でも「欠損しているデータへの処

理」はよく利用される手法のひとつです。

上図はペンギンデータをテーブル画面で表示したものですが、表の中に空欄となっている箇

所がいくつか見られます。この「なにか理由があって記録されなかったデータ」を欠損値と

呼びます。CatDataでは、列の中に欠損値がある場合、テーブル上部に赤い文字で表示する

ことでお知らせしています。

欠損値があるとAIの構築ができないので、何らかの形で対処する必要があります。この方法

には大きく分けて2種類あり、ひとつは欠損値を含む個体（行ごと）や特徴（列ごと）を

データから削除する、もうひとつは欠損値を補完するというやり方です。
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（4） 欠損値を削除する準備をしよう

では、データの確認が終わったので、前処理の下準備へ進みます。

上図の通り、画面右上「保存」ボタンを押すと、次の処理を選ぶポップアップが出てくるの

で「可視化（前処理もここからできます）> 保存」の順にクリックします。

すると画面が「テーブル一覧」となり、先程確認したペンギンデータが「#1 Pengins」と

いう名前で保存されていることが確認できると思います。これで、データを操作をする準備

ができました。

既に前の段落でデータ確認が終わっているので、アップロード後の確認は省略して、さくっ

と前処理へ進みます。テーブル「#1 Pengins 」>遷移後の画面右上「 アクションセットの

編集」の順にクリックしてください。
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CatDataでは、前処理に関する一つ一つの動作をアクションと呼び、それらをまとめたアク

ションセットを作成し、前処理を実施します。1つ1つのアクションは、「誕生年が2009年

の個体を選ぶ」とか「水かきの長さが200mm以上の個体を選ぶ」といったシンプルなもの

です。

前処理では、このようにシンプルな条件を組み合わせて、AI構築に利用するデータを選別し

ていきます。

（5） 実際に欠損値を削除してみよう

今回は、欠損値がある個体を取り除くことで、欠損値のないデータを作成します。加工後の

データは、CatDataの中に新しいテーブルとして保存することにしましょう。
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先程のテーブルの詳細から「くちばしの長さ」「高さ」「水かきの長さ」「体重」「性別」

に欠損値があることがわかります。「性別」に含まれる欠損値が一番多かったので、最初に

性別に値がない個体から削除してみます。

項目名「性別」をクリックすると、欠損値を削除するためのアクション（前処理に関する一

つ一つの動作）を作成するページ「アクションの詳細設定」へ移動します。画面左下の「高

度な操作」をONにして、欠損値削除に進むためのメニューを表示します。

メニューから「欠損値の削除 / 補間」の右にある「アクションの追加」ボタンをクリック

するとポップアップが現れます。「N/A」と「欠損値の削除」が選択されていることを確認

したら、右下の「追加」を押してください5。

5 ペンギンデータのように欠損値が空欄となっている場合は、「N/A」を選択することで欠損値が削除できます。
特定の数字・文字が欠損値を表す場合は、「その他」に対応する表記を入力してください。
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全体のテーブルに戻りました。右側に、先程作成したアクション「[8]性別 Action：N/Aを

削除」が表示されています。これが先程作成した「前処理」の内容を示すアクション（フィ

ルタ）の表示です。「8列目・性別のデータから、N/Aとなっているデータ（＝欠損値）を

選ぶ」という指示になります。

アクションを作成すると、グレーアウトしていた右下の「適用」ボタンが緑に変わります。

クリックして、作成したアクションをテーブルに適用してください。これで性別に欠損値が

ある個体が除かれました。
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もう一度全体のデータを確認してみます。「くちばしの長さ」や「体重」などにも欠損値が

ありましたがなくなっています。性別に欠損値のある個体を削除したところ、他の欠損値も

全て削除できました。

このことから「くちばしの長さや体重を計測できなかった個体は、性別もよく分からない個

体だった」ことがわかります。このようなことは現実でも頻繁に起こります。このような個

体や項目は、他の値も信用できないことが多いです。

欠損値という「信用できない値」を削除することで、より綺麗なデータ、より正確なAIの

構築につながります。

最後にきれいになったデータを保存します。

画面右上の「確認」を押すと、再びテーブルが表示されます。アクションセットを適用した

後のテーブルとして、正しい内容であるか確認する画面です。問題なければ、右上の「複製

して新規テーブルを作成」をクリックします。

これで、欠損値のないテーブルが保存できました。前処理はこれでおしまいです。
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（③ 可視化編　その1）

39



今回から2回に渡って、データをグラフや図にして確認する「可視化」についてご説明しま

す。前処理と可視化は密接に関わっています。

「可視化」は、前処理が適切に行われたか？データに異常がないか？を確認したり、最初に

立てた目標が難しいのか？解けそうなのか？をチェックする役割を担っています。「データ

は準備したし、早速AIつくるぞ！」と行きたいところですが、その前にデータ全体をながめ

て、傾向をつかんでおきましょう。

（1） 可視化画面までの進み方

それでは前回作成した前処理済みのデータ「Copy from #1」を利用して、可視化を進めて

いきます。
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テーブル一覧で「Copy from #1」をクリックすると、テーブルの利用目的を選ぶポップ

アップがあらわれます。これから行う「可視化」を選んで保存をクリックし、「テーブルの

詳細」へ移動します。

今回は前処理の済んだデータを利用するので、この段階でアクションを新たに追加する必要

はありません。番号④〜⑥の順にクリックし、先へ進んでください。

（2） 可視化例1：異なる種ではくちばしの長さも異なるの

か？

ここから、可視化の例をいくつかご紹介します。最初に「種によってくちばしの長さは異な

るのか？」について確認します。
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可視化に進むと、ペンギンの種名の割合を示す円グラフが表示されています。空欄となって

いる列2をクリックし、「くちばしの長さ」を選びます。すると、X軸（横軸）が「種

名」・Y軸（縦軸）が「各個体のくちばしの長さ」を示すグラフに自動的に変わります。

この図から、アデリーペンギンのくちばしは、他の2種に比べて短い傾向があり、種が異な

るとくちばしの長さも異なっていることが分かります。

（3） 可視化例2：くちばしの長さと水かきの長さから種名を

決めることはできるのか？
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次に「くちばしの長さと水かきの長さから種名を決めることができるのか？」について確認

します。

（2）の事例ではX軸（列1）が「種名」、Y軸（列2）が「くちばしの長さ」を示すグラフ

でした。今回は列2はそのままで、列1を「水かきの長さ」に変更します。

すると、それぞれの個体について、X軸で水かきの長さを、Y軸でくちばしの長さをあらわ

すグラフになりました。最初の表示では全ての個体がまとめて表示されているので、種名ご

とに点の色を変えてみます。
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このグラフから、ペンギン3種にはくちばしや水かきの大きさに一定の差があることが分か

ります。「ペンギンの種名を予測するAI」には、この2つの要素を利用することで、精度の

高いAIを構築できそうです。

なお、可視化の結果、項目間の差があまりみられなかった場合、AI構築の難航が予想され

ます。精度を上げる工夫を必要とすることが多いです。

AIは人間が予想できなかった関連を見つけることもありますが、その可能性は100%ではあ

りません。あらかじめデータ分布を確認することで、これから作るAIの精度にあたりをつけ

ることができます。

（4） 可視化例3：性別・誕生年によって個体の大きさは変わ

るのか？

ヒトは平均的に身長・体重ともに男性の方が女性より大きい傾向があります。ペンギンに性

差は無いのでしょうか？
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点の色を、種名から性別に変更してみます。緑がオス、オレンジがメスです。それぞれの種

の塊のなかで、大きい個体はオスの傾向が大きいことがわかります。ペンギン種の予測AIに

は、性別情報も加えると予測精度が高くなりそうです。

次は誕生年で比較してみましょう。生まれ年による体の大きさの差は、どのペンギン種もな

いようです。どうやら誕生年を利用した予測は難しそうです。しかし、年が違っても傾向は

大きく変わらないので、継続的に観察したデータを加えてAI構築を行えば、未来のペンギン

の種予測に使えるかもしれません。

このように、データをいろいろな角度から可視化することで、データに潜む新たな知識を取

り出すことができます。データの持つストーリーを、楽しく読み解いてみてください。
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（5） 補足：可視化画面内での個別データの確認方法

グラフ内の点が、どのデータに由来するのか確認する時は、その点の上にマウスカーソルを

移動してください。今回の場合は、どの個体番号由来のデータなのかが表示されます。何ら

かの理由で、値が他から大きく外れている可能性などについて確認できます。
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（④ 可視化編　その2）
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今回も引き続き「可視化」についてのお話になります。前回の補足的な位置づけとして、前

処理と可視化を組み合わせて、データの詳細を見ていきます。

AI構築まで先を急がれる場合は、この記事は飛ばしていただいて構いません。しかしなが

ら、今回の内容を知っておくことで、AI構築のときに利用するデータを構築する流れについ

て、より深く理解していただけるはずです。

（1）「前処理」と「可視化」の実際の関係性

冒頭の「一般的なデータ解析の流れ図」の中では省略されていますが、実際にデータ解析を

行う際は、前処理したデータを可視化し、可視化した結果を踏まえた条件で前処理を行い、

それをもう一度可視化して・・・、というように両作業は地続きで進むことが多いです。こ

つこつと目標に向かって、前処理と可視化を繰り返すことで作られたきれいなデータがなく

ては、AIは構築できません。
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とはいえ、最近はこれらの地道な作業を簡略化してくれる可視化ツールが発展してきていま

す。CatDataも、プログラムを書かなくても、前処理と可視化がちょちょいとできたらいい

のにな、という社内の希望を叶えるために開発をはじめたツールです。

（2） 可視化の下準備

さて、前処理で実施する作業は大きく分けて2つあります。ひとつは、「欠損値をきれいに

すること」、もうひとつは「AI構築に利用するデータを選択すること」です。

今回は後者の「データの選択」について、「②前処理編」で読み込ませたデータ「#1

penguins」を使って進めていきます。
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テーブル一覧にある「#1 penguins」を起点に、画面右上「アクションセットの編集」をク

リックし、「アクションセットの編集」まで進んでください。

ここで、わかりやすくなるように「#1 penguins」というテーブル名を変更してみます。

テーブル名の上にマウスカーソルを乗せると「テーブル名変更」と表示される場所では、上

記の手順でお好きな名前に変更可能です。いろんな画面で変更できますので遊んでみてくだ

さい。

（3） 実際に特定の値でデータを絞りこむ

さて、今回は「ペンギンの特定の誕生年によって、種の傾向は異なるのか？」について確認

します。このような場合は、年をまたいで解析してもうまくいきません。そこで、ある年に

生まれたペンギンだけを選択し切り出すことで、年ごとの大きさの可視化をしてみます。

それでは実際に、2009年に生まれたペンギンだけを選びます。
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テーブルを右にスクロールし、誕生年の列を選びます。すると、新しいページに飛び、全ペ

ンギンの誕生年の割合を示した円グラフが現れます。使われているのは2007, 2008, 2009

の3年間分のデータであることが分かります。

今回は、2009年生まれのペンギンだけに注目したいので「2009」にチェックを入れます。

次に「追加（アクションを追加する、という意味です）」を押すと、元のデータ全体が表示

された画面に戻ります。
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右側、欠損値を削除したときのアクションの下に「[9] 誕生年 Action : x=”2009”」という

アクションが新しく現れ、「適用」ボタンが押せるようになっています。

複数のアクションが同時に表示されている場合、適用されるのは背景色があるアクションの

みです。背景が白の「欠損値を削除するアクション」はこれまでの処理履歴として表示され

ており、今回適用されるアクションは「誕生年を絞るアクション」のみとなります。

では、「適用」ボタンをクリックして、作成したアクションをテーブルに適用します。

適用後のテーブルは、誕生年が2009年の個体だけに絞られました。また、適用ボタンの上

にある詳細情報を見ると、もともと333個体だったデータが、117個体に絞られたことが確

認できます。

次に、先程の絞ったデータを図にして見てみましょう。上図の手順で、「くちばしの長さ」

「水かきの長さ」「ペンギンの種類」の関係を示すグラフを作成します。2009年にデータ

を絞った後も、3種にはくちばしや水かきの長さにある程度の違いがみられるようです。
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（4） 絞り込んだデータに特徴はあるのか？

さて、2009年で見られたデータの特徴は、他の年でも確認できるのでしょうか？

2007〜2008年のデータを可視化したデータと、前回「可視化例2：くちばしの長さと水か

きの長さから種名を決めることはできるのか？」で作成したデータを並べて比較してみま

す。

まず、他の年のデータを可視化するため、2009年だけに絞られている状態を最初の状態に

戻します。先程設定したアクションを削除しましょう。

アクションセットの編集画面に戻り、作成したアクションにあるゴミ箱 > 右下の「適用」

の順にクリックします（「適用」ボタンを押すまでは、絞られた状態のままです）。これで

全ての年のデータが揃う最初の状態に戻りました。
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リセットが完了したら、それぞれ調べたい年に絞り込んで可視化してください。得られた画

像を並べて比較します。

2009年は飛び抜けてくちばしの長さが長い個体がいなかったようで、若干グラフ縦軸の縮

尺が異なっていますが、2009年のペンギンの種類ごとの特徴は例年と同様の傾向を持つよ

うです。

これらのデータから、ペンギンの生まれ年は「くちばしの長さ」「水かきの長さ」にはそれ

ほど大きな影響を及ぼさない、ということが確認できました。

このように一部のデータを選択し、切りだして傾向を比較することは、より正確に予測する

AIをつくるために大切なプロセスとなります。ぜひお手持ちのデータを利用して、いろん

な切り出し方を試してみてください。
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（⑤ モデル構築編）
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前回まで2回にわたり、データをさまざまな角度から確認し、解析の方向性をブラッシュ

アップする行程「可視化」についてお話しさせていただきました。

今回からいよいよAIモデルの構築に入ります。

CatDataではクリックだけでAIモデルを作成できます。実際に作ってみていただければ、AI

構築自体は意外とカンタンなんだな、と思っていただけるはずです。

今回はAI構築や機械学習の専門用語が多く登場するため、都度説明しながら進めます。一部

有料機能の説明が入りますが、無料プランで最後まで学習できますのでご安心ください。

（1） テーブルの削除

前回同様、ペンギンデータを利用して「くちばしや水かきの長さからペンギンの種名を予測

するAI」を、CatData を利用して実際に作成します。
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これから学習用のテーブルを作成します。無料プラン（Basicプラン）の方は、作成できる

テーブル数の上限に達しているため、最初に上図の手順で可視化用に作成したテーブルをひ

とつ削除します。

テーブル一覧で「#2 Copy from #1」を押すと「テーブルの詳細」へ移動するので、テー

ブル右上の「︙」をクリックします。テーブル操作メニューが現れますので、ここで「テー

ブルの削除」を選んで削除します6。

（2） 学習用テーブルの準備

それでは学習用テーブルの準備に入ります。今回は2.前処理編できれいにしたデータを再利

用します。テーブル一覧から「#1 penguins（可視化編②でテーブルの名前を変更した場合

はその名称）」 をクリックし、アクションセットの編集画面まで進んでください。

6 有料プラン（Proプラン）の方はテーブル数の作成が50個まで可能なため、この「テーブルの削除」は不要で
す。
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上図の通り「性別の欠損値を削除する」アクションがあることを確認してから、テーブルを

複製して保存してください7。

7 欠損値削除のアクションがなかったり、他のアクションが追加されていた場合は前処理編を参考に、欠損値が
削除されたテーブルとそれをコピーしたテーブルを作成してください。
わかりにくい場合は、そのまま先に進んでもらっても大丈夫です。後述の通り、CatDataには欠損値を自動削除
する機能が含まれているため、この手順を飛ばしても、AIモデルの作成を実施できます。
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テーブル一覧に戻ると、AI構築で利用する「Copy from #1」ができています。これを選択

すると「テーブルの利用目的の選択」のポップアップが現れるので、今回は「学習」を選

び、「保存 > アクションセットの編集」と進んでください。

デフォルトのテーブル名が少々わかりにくいので、ここで名称を「Penguins-学習」に変更

しておきます8。

（3） AI構築開始前の注意事項

今回は前処理済みのデータを用いているので「アクションセットの編集」では何もせず進み

ます。画面右上「確認」をクリックしてください。

8 テーブル名の変更方法については、可視化編②「（2）可視化の下準備」内で詳しく説明しています。
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すると「AI構築に使えないデータを削除してもよいか？」を確認するアラートが出ます。前

処理編でもふれましたが、AIを構築するためには、利用できないデータを削除するか補完

し、キレイなデータに整える必要があります。

CatDataには、予測とは明らかに関係しない「個体番号」のようなデータや、欠損値のよう

な「予測には使えないデータ」を自動で取り除く機能が搭載されています。AI構築に入る前

に、この処理を実施するタイミングでお知らせしています。

アラート内の「はい」を押すと「データの確認」へ移動し、不要なデータが削除されたテー

ブルが現れます。

先程のテーブルと見比べると、学習に利用できない個体番号の列が削除されているはずで

す。予想外のデータが消えていなければ、上図右上の「学習」を押してください。
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AI構築は多くの場合、一つのテーブルからAI構築の条件（モデル・パラメータ）を変えたAI

を複数作り、精度の比較検討を行います。前処理方法が異なると、元になるテーブルの内容

も変わるため、同じ条件下で比較することができなくなってしまいます。

CatDataでは同じ条件での精度比較を促すため、学習に入る前にテーブルの前処理方法の変

更操作は終了し、フェアな条件で精度比較ができるようにしています。問題なければ「は

い」を押し、次に進みましょう。

（4） 「予測したい項目」と「予測に利用する項目」の設定

それでは実際にモデルを作成します。上図「① モデルの新規作成」を押すと、モデル作成

時の設定を入力する「モデルの新規作成」という画面が現れます。

それでは、構築時に設定する項目を順に説明します。
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■ 予測したい項目の設定

「予想対象の列」はAI構築で予測したい目標となる項目を入力する欄です。今回は「ペンギ

ンの種名」を予測したい9ので、ここでは「種名」を選びます。

■ 予測に利用する項目の設定

今回のAI構築の目的は「くちばしの長さや体重などを計測することで種名を予測できる

か？」です。しかし、ペンギンデータには「誕生年」など、今回の予測では利用しない項目

も混ざっているため、それらを外します。

「予測対象の列以外、全てを学習に使用」のスイッチをオフにすると、予測に利用する項目

を任意で設定する「説明変数10」の選択画面が現れます。

10 説明変数：学習や予測に利用する項目（列）を指します。AIモデルは説明変数の値を複雑に組み合わせて予
測を行います。

9 ここまで「種名」を予測することを意識して前処理や可視化を進めていますが、どの項目を予測したいのか、
CatDataに対して伝えるのはここが 初となります。予測したい項目を指定することで、はじめてAIモデルの構
築が可能となります。
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ここでチェックを入れた項目が予測に利用されます11。「くちばしの長さ」「くちばしの高

さ」「水かきの長さ」「体重」だけにチェックを入れ、他のチェックは外してください。説

明変数の横にある数字が「④」になっていればOKです。

（5）モデルとパラメータの設定

上図は、予測に利用するモデルとパラメータの設定画面になります。いずれの項目も、最初

からCatDataオススメの設定になっています。まずは値を変更せずに「開始」を押して、そ

のまま実行してみてください。選べるモデルの詳細やパラメータの種類などについては、別

の記事でご説明します。

11 「AI構築にはどんなデータも使える」と考えがちですが、必ずしもそうではありません。例として、誕生年が
2007〜2009年のデータから構築したモデルを利用して、翌年2010年に生まれたペンギンの種名を予測する場
合を考えます。

予測を実施するAIモデルには、2010年のデータは含まれていません。そのため、誕生年をAIモデルに含めた
場合、2010年の情報を学習していないAIは「そんなデータ知らない！」と、適当な予測を返す可能性がありま
す。このため、予測する項目を決める際は、AIが学んでいる情報の範囲まで含めて考えなくてはなりません。
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■ モデルの設定

「手法」は予測に用いるモデルを決める欄です。AIモデルにはいくつかの種類があります。

それぞれに得意な分野や苦手な分野があるため、目的に応じたモデルを選択することが大切

です。

■ パラメータの設定

パラメータはモデルの挙動を調整する値です。「パラメータ設定」はパラメータチューニン

グ（パラメータを調整すること）12する欄です。

■ 学習データとモデルデータの分割割合の設定

AIモデルを構築する時は、もともとのデータを「学習データ（モデルを構築するために使う

データ）」と「テストデータ（できあがったモデルを評価するためのデータ）に分割し、学

習データで構築したモデルの精度をテストデータで確認します。

CatDataでは「テストデータの割合」の値で、データの分割割合を調整します。デフォルト

設定の場合、テストデータが25%、学習データは75%となるように分割されます。

12 モデルとチューニングは、楽器と調律の関係性と似ています。同じ曲を演奏するとしても、表現したい世界観
に合わせて、弦楽器・管楽器・打楽器など複数の楽器を曲調に合わせて選びます。また、どの楽器も演奏前に
調律が必要となります。

同様に、どんなデータでも高性能な結果を出せる万能モデルはなく、また、それぞれのモデルで精度を出すに
は、パラメータチューニングが不可欠です。
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「開始」すると、ポップアップが閉じ、モデルの学習（モデルの計算）がはじまります。状

態が「実行中」から「終了」に変わったら、モデル構築は完了です。
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（⑥ AIモデル評価編）
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今回は、前回構築したAIモデルは実用に足る品質なのか？について確かめるため、性能評価

を実施します。

CatDataを使えば、AIモデル自体は簡単に作成できるのですが、できあがりは必ずしも納得

の仕上がりになるとは限りません。そのため、実用的な精度が出るまで、作成条件を変えつ

つ試行錯誤する必要があります。

（1） AIモデル評価の流れ
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AIモデルの評価の流れは上図のとおりです。見たことのない単語がいくつかあると思います

ので、順番に説明していきます。

前回の最後、AIモデルが完成したところまで戻ります。作ったモデルの精度は上記右側「評

価結果」から確認することができます。ボタンを押すと詳細ページへ移動します。

「評価結果」のページでは、作成したモデルの精度を評価する「混同行列」と、予測する際

にどの項目を重要視したのかを示す「変数の重要度」の2つのグラフが表示されていま

す13。

13 モデルの精度は、ランダムに実施される学習データとテストデータの振り分けられ方などによって変化しま
す。そのため、この後に出てくる例とは精度が異なる可能性があります。
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（2）「混同行列」で作成したモデルの精度をチェックする

混同行列（Confusion Matrix）とは、機械学習モデルの性能を表現する方法の一つです。

与えた問題と、それに対するAIの回答を整理した表です。

マスの数は、予測したい目標の種類（「クラス」といいます）の数で決まります。今回は予

想したいペンギンが3種類いるので3✕3＝9マスとなります。X軸（横軸：Actual）は与え

られた正解の数を、Y軸（縦軸：Predicted）は与えられた問題に対してAIモデルが回答し

た結果を示しています。

上図を参考に、学習データ側を例にとって説明します。

左上の濃い緑のマスには「119」と書かれています。これは「アデリーペンギン119個体の

内、AIは119個体をアデリーペンギンと予測した」ということを示します。また、「0」と

書かれた左下の薄い緑のマスは「どのアデリーペンギンもジェンツーペンギンと予測されな

かった」ということを示します。
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混同行列の上に表示されている「精度」は「正解した数 / 与えられた問題数」で算出さ

れ、「1」となっている場合、全てのペンギンが正しく分類された（精度100%）ことを示

しています。

さらに、テストデータの混同行列を確認してみましょう。

上段真ん中のマスに「4」と書かれています。ヒゲペンギン（Chinstrap）の個体に対し、

AIがジェンツーペンギンと間違って回答した事例が4個体あったことを示しています。同様

に、ジェンツーペンギンの内、1個体がヒゲペンギンに間違えられています。

テストデータの精度は、割り振られた84個体中、AIの正解数が79個体だったため、

79/84=0.94048 と記載されています。学習データでは精度100%を達成したモデルです

が、テストデータ（見たことのない新しいデータ）の予想では少し間違ってしまうようで

す。

混同行列は、学習データ・テストデータともに、対角線上に濃い緑（合計と比較して値が大

きい状態）が並ぶ状態が理想的です。今回のペンギンデータの解析では、作成したモデルが

高い性能を持つため、対角線上に濃い緑の枠が並んでいます。

（3） 「過学習」とは

一般的に、テストデータでの予測精度は訓練データに比べて下がるものですが、学習データ

での予測精度と比べて、訓練データの精度が極端に低くなる状態がしばしば見られます。こ

の状態を「過学習（オーバーフィット）」といいます。
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過学習したモデルは、学習データに含まれる学習しなくてもいいような情報も学んでしま

い、学習データに過剰に適応しています。そのため、訓練データを使った予測では精度が出

るものの、訓練データとは異なる見知らぬデータ（テストデータ）では同水準の精度は出せ

ません。

この見知らぬデータへの対応能力のことを「汎化性能」といいます。過学習したモデルは汎

化性能がない、と称されます。

汎化性能を上げるには「十分な数の訓練データを準備する」「典型的なデータを網羅的に準

備する」「利用するモデルを変更する」「モデルのハイパーパラメータを調整する」などの

対策が考えられます。

過学習は例えるならば「驚異的にパターンを覚えられるものの、応用が全く効かない人」です。少し

想像しにくいかもしれませんが、この人（Aさん）がカレーのレシピを学ぶ場合を考えます。
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Aさんは「玉ねぎがLサイズのレシピ」と「玉ねぎがSサイズのレシピ」を正確に記憶しました。とこ

ろが、実際にカレーを作ろうとしたところ、Mサイズの玉ねぎしかありませんでした。

理想的には「MサイズはLサイズとSサイズの中間」と考えて、臨機応変に調整するでしょう。しか

し、Aさんは「Mサイズの玉ねぎ？知らない！」となり、突然塩を10倍入れ始めたり、皮をむかずに

玉ねぎを投入しました。そして、カレーは残念な仕上がりとなってしまいました。

本来は「玉ねぎ」としてレシピを考えれば、多少サイズが違っても美味しいカレーができます。しか

し、Lサイズ用、Sサイズ用と必要以上に分類したレシピを過剰に学習したことで、融通の効かない

状態になってしまいました。

（4） AIモデルは何を見て予測したのか

今回、学習に利用したモデルのランダムフォレストは、予測性能が高いだけではなく、どの

項目（「変数」といいます）を重要視して予測されたか？を算出できる、という特徴があり

ます。
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CatDataは、予測に利用した特徴が精度に及ぼした結果を「変数の重要度」にまとめて示し

ています。この数値が大きいほど、予測に際して重要な特徴となります。今回の例では「く

ちばしの長さ」「水かきの長さ」が非常に重要であることが確認できます。

実際、可視化編①で確認したとおり、くちばしの長さと水かきの長さで可視化をすると、き

れいにペンギンの種名ごとに分かれます。

しかし、このグラフをよく見ると、一部の個体はこの2つの値だけでは分類が難しそうで

す。ランダムフォレストは、くちばしの長さと水かきの長さに加えて、くちばしの高さや体

重なども補完的に利用することで、より正確な分類を行っていることがわかります。

この一連の流れがAI構築の基本となります。

ぜひ、お手持ちのデータで、AI判定の可能性と弱点を体感してみてください。そして「AIを

使ってできる新しいこと」を想像してください。手元でAIを作ることで、本編でいくつか登

場した新しい用語も自然に理解できると思います。
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ワクワクから始めるAI・データ解析

（⑦ AI予測編）
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導入・目標設定編でも触れた通り、AI構築のゴールは、未知のデータを構築したAIに適用

し、予測された結果を次の行動につなげることです。最終回となる今回はこの「予測する」

行程となります。

スポーツクラブの会員退会予測AIの作成例に当てはめると、以下のように置き換えることが

できます。

● 前回まで：過去の会員データからAIモデルを作成した

● 今回：現会員から退会の可能性がある会員を予測する

● 目標：予測した会員に声掛けし、継続率の向上を図る

（1） 今回のお題

今回も引き続き「ペンギンの種名をくちばしの大きさなどから予測するAI」構築の流れに

沿って説明します。前提は以下のとおりです。
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■ お題と資料

あなたは、目の前にいる2009年生まれのペンギン達の種名調査を依頼されました。参考資

料として2007・2008年のペンギンデータを受け取りました。

■ 解決方法を検討します

2009年生まれのペンギンの各パーツや体重を計測して、2007・2008年のデータと照合し

て種名を予測しようと考えました。が、残念ながら2009年の個体データと、2007〜2008

年の個体データが完全一致する可能性はかなり低そうです。

■ お題の解決方法

2007〜2008年のペンギンデータで、種名を予測するAIモデルを作ることにしました。

2009年のペンギンを順番に計測し、その結果をAIモデルに入力することで、種名を自動で

決めていきます。
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（2） 予測に入る前の準備

本編に入る前に、以下の前処理済みデータをダウンロードしてください。これらを利用して

説明を進めます。この記事からのスタートも可能です。

● 2007〜2008年のペンギンデータ（penguins-2007-2008.xlsx）

● 2009年のペンギンデータ（penguins-2009.xlsx）

■ 無料プランの場合

本編に入る前に、現在のテーブルを全て削除してください。テーブルの削除方法は「⑤ AI

モデル構築編」をご覧ください。

■ Proプランの場合

今までに作成したテーブルを残したままで先に進めます。無料プランと同じ作業を実施して

ください。

（3） ペンギンの種名を予測するAIモデルの作成

それでは本編に入ります。前回までの流れを復習しながら進めます。

まず、先程ダウンロードした"penguins-2007-2008.xlsx"を利用し、各パーツの長さなどか

ら種目を予想するAIモデルを作成します。前処理済みのデータなので、欠損値のチェックは

不要です。詳細な手順や操作の意味などについては「⑤ AIモデル構築編」をご覧くださ

い。
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///　AIモデル作成の簡易的な手順

■ アップロード〜テーブルの利用目的の選択

①「テーブル一覧」でテーブルを新規作成

② ポップアップ画面から penguins-2007-2008.xlsx をアップロード

③ アップロードしたファイル内容を念の為確認

④ テーブル用途を決めるポップアップで「学習」を選択

⑤ 保存
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■ データの学習

①「テーブル一覧」で「penguins-2007-2008」を選択

② 「アクションセットの編集」を選択し、編集画面へ移動

③ 前処理済みなので、何もせず「確認」を選択

④ 念の為データを確認して「学習」を選択

⑤ アラートがでるので「はい」を選択
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■ モデルの構築

①「モデルの新規作成」をクリック

② 予想対象の列を「種名」に変更

③ 「予想対象の列以外、全てを学習に使用」をオフ

④ 説明変数として「くちばしの長さ」「くちばしの高さ」「水かきの長さ」「体重」の

4つを選択

⑤ モデルやパラメータは変更せずそのまま

⑥ 学習開始

⑦ 画面左上「CatData」のロゴをクリック→テーブル一覧に戻る

（4） ペンギンの種名を予測する

ペンギンの種名を予測するモデルができました。このモデルを2009年のペンギンデータに

適用し、種名を予測していきます。先ほどダウンロードした、2009年生まれのペンギンの

みを取り出したデータ penguins-2009.xlsx を使います。

80



テーブルの利用目的を選ぶまでの行程は、前項「アップロード〜テーブルの利用目的の選

択」と同様です。「テーブルの利用目的の選択画面」で「予測」を選択ししてください。

では、予測を開始します。テーブル一覧から、先程アップロードしたテーブル「

penguins-2009」を選択します。いつもどおり、ファイル内容を確かめるステップとなり

ますので、問題なければ「予測」に進みます。
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予測の画面は大きく2つに分かれます。上半分が予測に利用するモデルを選ぶ画面14、下半

分が予測結果を示す画面です。

では、2009年データに（3）の過程で作成したAIモデルを適用し、予測してみましょう。

予測画面の中ほどに、作成済みのAIモデルが表示されています。「penguins-2007-2008

」を選ぶと、作成日時やテストデータのスコア（精度）など、モデルの詳細情報が表示され

ます。右側に「予測の開始」ボタンがありますので選択し、予測をはじめます。

予測を開始すると、画面の下の方に予測結果を示すエリアが現れます。予測が終あるると

「状態」欄が「終了」と表示されます。「予測結果」ボタンが動くようになっているので、

早速押してみましょう。

14 ほとんどの場合は予測を開始する時点で、適用する学習済みモデルは決まっています。しかし、各モデルの
特性を比較検討する場合などは、1つのテーブルに複数のAIモデルを適用することもあります。CatDataはどち
らの利用方法にも対応しています。
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（5） 予測結果を確認する

「予測結果」ボタンを押すと、今回の予測結果の詳細について確認することができます15。

予測結果は一番左側、緑背景の「Prediction」列に表示されます。CatDataは、予測結果を

元のテーブルに加える形で表示されます。どのサンプルが何と予測されたのかがひと目で確

認可能です。

「Prediction」列と「種名」列を比較すると、AIの予測が必ずしも完璧ではない事がわかり

ます。今回の例では、ジェンツーペンギンをヒゲペンギンと間違えてしまっています。

15 本来は「種名」を予測するデータに「種名」データが存在するわけがないのですが、今回は予測結果画面で
「予測された種名」と「本当の種名」を一度に比較できるように、種名情報を残したデータを使って予測しました。
なお、今回使ったAIモデルは、「各パーツの長さ」と「体重」を利用して予測するため、2009年データに含まれる
「種名」情報は予測精度に一切関連しません。
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最後に、実際の種名と予測された種名の回答内容を混同行列で比較し、どれくらいの予測精

度となっていたのか確認してみましょう。「混同行列」による評価方法については「⑥ AI

モデル評価編」で詳しくご説明しています。

予測結果のテーブルの「可視化」を押すと、精度確認用の混同行列が表示されます。

「Prediction」と「種名」を選択すると、正解の種名に対し、AIがどのように回答したかの

結果がひとめでわかります。この例では、AIが間違った予測は合計3件で、大部分の予測は

正解だったようです。2009年のデータに対しても予測精度が高いことが分かります。

（6） 可視化と予測結果

可視化編・その2で既に触れていますが、 2007〜2008年のペンギンのサイズと種名の分布

は、2009年の分布とほぼ一致しています。
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今回、2007〜2008年のペンギンで作成したAIモデルを、2009年のデータに当てはめて

も、それなりに高精度になるだろうということは、この可視化の時点で推定していました。

今回の予測は、この推測を確認する形となっています。

言い換えると、2009年のペンギンのサイズが、2007〜2008年とは大きく異なる場合、

2007〜2008年のデータで作成したモデルを適用しても、予測精度は正直期待できません。

ペンギンの種名の予測には、大きさのデータを使ったAI予測ではなく、別の手段を考える必

要がありました。

ノーコードツールの出現により、AIモデルそのものや、AIモデルの構築・評価プロセスその

ものは、計算機にある程度お任せできるようになりました。

しかし、データ解析を進める上では、データ解析者であるみなさんが、手元のデータはどの

ような特徴を持っていて、どの様な予測であれば利用できそうなのかイメージすることが、

とても大切なプロセスの一つなのです。

（7） あとがき

ここまで、全7回にわたって、ペンギンデータを使ったAI解析の代表的な流れについてご説

明しました。CatDataを使うことで、プログラミングをせずとも、AI活用までできることを

確認いただけたかと思います。
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一方で、この連載では解析の流れにフォーカスしたため、細かい手法に関しての説明は省い

ています。機械学習独特の単語や、他のデータを使った使用事例など、近いうちにご紹介で

きたらと思います。

ここまでお読み頂き、ありがとうございました！

AI・DX・データサイエンスについてのご質問・共同研究等については、以下の問い合わせ

フォームよりお気軽にお問い合わせ下さい！

● 株式会社ヒューマノーム研究所・お問合せフォーム

また、「ワクワクからはじめるAI・データ解析」シリーズは、note経由で全てお読みいた

だけます。

● ワクワクから始めるAI・データ解析教室｜株式会社ヒューマノーム研究所【AI部】

｜note
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