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Blue Prism Decision
Blue Prism Decisionを使用すると、Digital Workforce内でインテリジェントな機械学習の意思決定モデルをト
レーニングおよびデプロイできます。データサイエンスの専門知識は不要です。Blue Prism Decisionのシンプルで
直感的なユーザーインターフェイスを使用すると、以下ができるようになります。

 • モデルの定義  – タイトル、説明、判断タイプ、判断変数を追加します。

 • モデルのトレーニング – モデルサービスが指定した定義済みの入力変数に基づいたアクティブラーニングを
使用します。統計的に精度が高い機械学習モデルを作成するためにデータサイエンスの知識が必要とさ
れることはありません。

 • モデルの調整  – モデルの入力と結果の予測をレビューし、必要に応じてモデルの判断を上書きします。

このガイドでは、Blue Prism® Hubで使用できるDecisionプラグインの機能と使用法について説明します。

対象者
このガイドは、自動化に使用できるモデルを作成するためにDecisionを使用するすべての人、およびこのモデル
を使用するBlue Prismのプロセスを作成するすべてのユーザーが使用することを目的としています。

依存関係
Decisionプラグインには、Blue Prism Decisionコンテナへのアクセスが必要です。DecisionプラグインのMachine 
Learning APIは、Blue Prism Decisionコンテナにパッケージ化されています。コンテナのインストールについては、
の「Blue Prism Decisionをインストールする」を参照してください。

互換性
Blue Prism Decisionは、Blue Prism 6.4以降と互換性があります。

注意
Decisionは、所属組織に適用される法律に従い、組織の責任の下実装してください。例：

 1. 組織が、自動化された意思決定のみを行うことを禁止または制限し、個人に法的またはそれに準ずる
重大な影響を及ぼす可能性のある法律の対象である場合があります( 例：信用情報へのアクセスまた
は採用の最終選考に関する決定 ) 。意思決定の後、ヒューマンインザループを追加して人間とのやり取
りを伴うプロセスを構築することによって、判断のレビューに人間が関与できるようになります。これは、
Blue Prism® Interactなどのツールを使用するプロセスにおいて、必要に応じて行われる現在の判断のレ
ビューとまったく同じようにレビューされます。

 2. 一部のデータプライバシー法では、統計モデルを使用して、個人に関する決定 /予測を行う組織が、その
モデルが十分に統計的な精度を有していることを確認し、個人情報を公正に処理するために差別を避
けることを義務付けています。ユーザーがモデルをトレーニングし続けるとモデルの精度は継続的に更新さ
れます。本番プロセスで判断機能を利用する前に、十分なサンプルを提供して必要な精度までトレーニ
ングし続けるのは、あくまでユーザーの裁量に委ねられます。

 3. 透明性の原則を順守するため、特定のデータプライバシー法では、組織が機械学習システムにおける個
人データの処理方法について人々に通知することを求めています。これには、意思決定の根拠を説明で
きることも含まれます。Decisionは、シンプルさと監査適合性の原則に基づいて設計されています。プロセ
スでモデルを利用すると、すべての入力、出力、信頼度スコア、および出力判断を記録する監査ログを
表示できます。この情報は予測リストにあります。
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Decisionプラグインのスタートガイド
システム管理者が、Blue Prism® Hubへのアクセスに使用するアカウントを作成し、Blue Prism Decisionプラグ
インを使用する許可を付与します。アカウントを作成すると、アカウントの詳細とアクセス情報が記載されたメー
ルが送信されます。初めてログインする場合は、メールに記載されている指示に従ってください。

Hubにログインする

 1. ブラウザーを起動し、Authentication ServerのWebサイトに移動します。ウェブサイトのアドレスはシステ
ム管理者から提供されます。この例では、https://authentication.localになっています。

 2. 認証情報を使用してログインします。

アプリケーション選択画面が表示されます。Hubへのアクセス権のみを持っている場合、Hubのタイルのみ
が表示されます。また、InteractのWebベースのアプリケーションにもアクセスできる場合は、次に示すよう
に、Hub用のタイルとInteract用のタイルが表示されます。

 3. ［Hub］をクリックして、HubのWebサイトを起動します。

Hubダッシュボードが表示されます。
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Decisionプラグインを開く

 1. サイドバーメニューの［Decision］をクリックして、Decisionプラグインを開きます。

 2. ［Blue Prism Decision］をクリックします。

Decisionプラグインに［ライブラリ］ページが表示されます。

上の例は、作成中の1つのモデルを示しています。このモデルはこのガイド「」全体で例として使用されま
す。
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ライブラリの概要
［ライブラリ］ページには、自分とシステム内の他のDecisionユーザーがDecisionで作成したすべてのモデルが表
示されます。ここから、新しいモデルを作成し、既存のモデルを保守できます。

［ライブラリ］ページには、次の情報と機能が表示されます。

 A. サイドメニュー – 表示されているDecisionプラグインのページを示します。この例は、ライブラリが選択され
ていることを示しています。その他のメニューオプションは、モデルを作成または編集しているときにのみ使
用できます。

 B. 新しいモデルを作成  – 新しいモデルを追加します。

 C. ページごとの行数  – 数字を入力するか、上下矢印を使用してページに表示される行数を変更します。

 D. 前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、フォームのページを移動できます。

 E. 列見出し – 列見出しをクリックすると、ソート順を変更できます。たとえば、［#］をクリックしてモデル識別
子を昇順に並べ替え、もう一度［#］をクリックして降順に並べ替えます。

 F. モデル識別子  – ［#］列には、モデル識別子が表示されます。この一意の番号はBlue Prismの自動化か
らモデルを呼び出すときに使用されます。

 G. 編集  – クリックすると、関連付けられたモデルを編集できます。

 H. 予測リスト  – クリックすると、自動化によるモデルの使用状況のサマリーが表示されます。

 I. 削除  – クリックすると、関連付けられたモデルを削除できます。
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新しいモデルを作成する
Blue Prism® Decisionは、機械学習モデルベースのトレーニングを活用して、意思決定を自動化できるように
設計されています。Decisionは非常に柔軟なため、組織の要件を満たすシナリオを作成できます。

判断モデルを作成する際は、以下を行う必要があります。

 1. モデルの定義  – タイトル、説明、判断タイプ、判断変数を追加します。

 2. モデルのトレーニング – 意思決定に使用されるルールとサンプルを追加します。

 3. モデルの調整  – モデルの判断の結果をレビューし、修正を行います。

以下の情報は、「払い戻し」という名前のシンプルな判断モデルの例です。このモデルは、入力された基準に基
づいて払い戻しを行うかどうかを決定します。

モデルを定義する

 1. Blue Prism Decisionの［ライブラリ］ページで、［新しいモデルを作成］をクリックします。

［名前］アイコンがアクティブになった状態で［定義］ページが表示されます。

 2. ［名前］タブで次を実行します。

 a. モデルの名前と説明を入力します。

名前を入力すると入力した内容が反映され、アイコンの上にあるモデル名が変わります。

 b. ［次へ］をクリックします。

［結果］タブが表示されます。

 3. ［結果］タブで次を実行します。

 a. ［質問］に、この判断モデルが回答しようとしている主な質問を入力します。例：返金は行うべきで
すか？

 b. 回答を数値にするかカテゴリーにするかを選択します。詳細については、「数値とカテゴリーの回答
とは何ですか？  ページ10」を参照してください。
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 c. 選択したデータ型に基づいて、必要な値を入力します。例：

 d. ［次へ］をクリックします。

［変数］タブが表示されます。

 4. ［変数］タブで次を実行します。

 a. ［追加］をクリックして、モデルに新しい変数を追加します。

 b. ［変数名］に作成するモデルに関連する情報を入力します。これを質問として構成すると役に立つ
かもしれません。例：「このアイテムの金額は？」または「商品は返品されましたか？」

 c. 変数が数値変数であるかカテゴリー変数であるかを選択します。詳細については、「数値とカテゴ
リーの回答とは何ですか？  次のページ」を参照してください。
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 d. 選択したデータ型に基づいて、必要な値を入力します。例：

 e. ［保存］をクリックします。

 f. 判断を行うために検討する必要があるすべての変数の定義が終わるまで、このプロセスを繰り返し
ます。

 g. ［次へ］をクリックします。

［確認］タブが表示され、入力したすべての情報の概要が表示されます。

 5. ［確認］タブで、［次へ］をクリックしてモデルを保存します。

［トレーニング］ページの［ルール］タブが表示されます。これで、モデルのトレーニングの準備が整いました。

数値とカテゴリーの回答とは何ですか？
モデルを定義する際、モデルの質問に対する回答と個々の変数は以下から選べます。

 • ［数値］ – 回答が数値であると定義します。範囲と増分の単位を入力する必要があります。［数値］を
選択した場合に表示されるフィールドの例を以下に示します。

次のフィールドで回答を定義します。

 • ［低値］ – 許容する最小値を入力します。

 • ［高値］ – 許容する最大値を入力します。

 • ［増分値］ – 予想される増分を入力します。
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 • ［カテゴリー］ – 回答がテキストベースのカテゴリーであると定義します。質問または変数に対する、有効な
回答の選択肢を入力する必要があります。Decisionには、多数の定義済みオプションが用意されてお
り、そこから選択できます。独自の回答も定義できます。［カテゴリー］を選択した場合に表示されるフィー
ルドとオプションの例を以下に示します。

回答の定義の際は、

 a. 次のいずれかを行います。

 • ［値］フィールドの下にある定義済みオプションから1つ選択します。

 • ［値］に独自のエントリを入力し、［新規追加］をクリックします。

 • これらの方法を組み合わせる – 事前定義されたオプションを選択し、値をいくつか追加しま
す。

 b. 必要であれば、［序数である］を選択します。回答値の優先順位は入力順に基づいて決まりま
す。

値を追加すると、フィールドの下のサマリーに表示されます。以下はその例です。

これらの値は編集または削除できます。
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モデルをトレーニングする
モデルが定義できたら、モデルのトレーニングの準備が整います。［トレーニング］ページを初めて開くと、［ルール］
タブにモデル名とルールの質問が表示されます。

 1. ［トレーニング］ページの［ルール］タブで、ハードコードされたルールを定義できます。ルールは入力変数の
条件として定義され、他のすべての結果を上書きします。複数のルールを作成でき、作成順にルールが
適用されます( 最も古いものから) 。

ほとんどのモデルにはルールは必要ありません。モデルをトレーニングし、サンプルを作成することで、
望ましい結果が得られます。特定の条件で常に真である絶対的な結果がある場合にのみ、ルー
ルを追加します。

ルールが必要な場合は、以下の手順に従います。必要ない場合は［次へ］をクリックし、ステップ2の［初
期化］タブに移動します。

 a. ［変数］で、定義する回答の変数を選択します。

 b. 適切な検証条件を選択します。値がカテゴリーまたは数値のどちらであるかによって、使用可能な
オプションは異なります。次の値と比較して：

= 等しい

!= 等しくない

< 未満

<= 以下

> を超える

>= 以上

 c. ［値］で、変数と検証条件に基づいて適切な値を選択します。
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 d. ［回答］で、定義した変数基準に基づいて、モデルの質問に対する適切な回答を選択します。以
下はその例です。

 e. ［ルールを作成］をクリックします。

［ルール］タブの下部にあるサマリーにルールが表示されます。

ルールは最も新しいルールが一番上に表示され、最も古いものから適用されます。

 f. 他にもルールの構築が必要な場合は、このプロセスを繰り返します。

 g. ［次へ］をクリックします。

［初期化］タブが表示されます。

 2. ［初期化］タブで、モデルの結果に応じて以下を実行します。

 • カテゴリー変数の結果  – 各結果のサンプルの作成が求められます。これは、返される値をモデルが
認識するために必要です。返される可能性のある結果値に対するサンプルが1つもない場合、モ
デルはこの値を予測できません。

 • 数値変数の結果  – モデルの初期化は必要ありません。［次へ］をクリックし、ステップ3の［教育］タ
ブに移動します。

初期化ステップは、各結果につき1回しか実行できません。［サンプルを作成］をクリックすると情報
がコミットされ、選択した結果を編集できなくなります。値が正しく設定されていることを確認してくだ
さい。

カテゴリーモデルの場合：

 a. 表示された結果に対して適正になるよう、変数の値を調整します。例：

 b. ［サンプルを作成］をクリックします。

値が保存され、新しいサンプル結果が表示されます。
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 c. 新しいサンプル結果が表示されなくなるまで、このプロセスを繰り返します。

 d. ［次へ］をクリックします。

［教育］タブが表示されます。

 3. ［教育］タブに生成されたシナリオが表示されます。このシナリオには、次のように応答を指定する必要が
あります。

 a. 適切な回答をクリックします。

 b. ［サンプルを作成］をクリックします。

値が保存され、新しいサンプルが表示されます。

 c. 異なるシナリオをカバーするのに十分なサンプルを作成できるまで、このプロセスを繰り返します。作
成するサンプルが多いほど、モデルの精度が高くなります。

モデルのトレーニングに使用するサンプル数を決定する際には、モデルに含まれる変数のデー
タ型を考慮します。変数を持つモデルの場合：

 • 複数値の場合、最少のサンプル数は15個前後です。

 • はい/いいえまたは真 /偽などの2つの選択肢を持つ値 ( バイナリ値 ) の場合は、値の組
み合わせの数が少なくなるため、必要なサンプル数が少なくなります。たとえば、3つの
変数がすべてバイナリ値である場合は、可能な組み合わせは8つのみです。

必要に応じて、後でサンプルを追加作成できます。

また、必要に応じて、生成されたシナリオを回答する前に変更できます。これには、以下の操作を
行います。

 • カテゴリー変数の場合は、適切な値をクリックします。

 • 数値変数の場合は、ドロップダウンリストまたはスライダーを使用して、表示される数値を変
更します。

数値変数フィールドに数値を直接入力しないでください。入力した場合、この数値は
認識されず、前の値が適用されます。

 d. ［次へ］をクリックします。

［調整］ページの［尋ねる］タブが表示されます。これで、モデルの調整の準備が整いました。
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モデルを調整する
モデルがトレーニングできたら、モデルの調整の準備が整います。選択した入力に対するモデルの予測結果をレ
ビューし、必要に応じて修正します。［調整］ページを初めて開くと、［尋ねる］タブにモデル名、モデル変数、モデ
ル予測、および予測の根拠となる基本情報 ( ルール、一致するサンプル、または類似サンプルの選択肢のうち
最も近いサンプルとの一致に基づく判断 ) が表示されます。例：

［尋ねる］タブのフォーマットは、［教育］タブと似ています。［教育］タブでは、Decisionは自身が提供した変
数値に基づいて結果を求めました。［尋ねる］タブでは、Decisionは設定された変数値に基づいて結果を
提供します。

 1. ［調整］ページの［尋ねる］タブで、モデルが予測した結果をレビューして修正する必要があります。

 a. ［予測］で表示される変数値に基づいて、結果をレビューします。

また、モデルの信頼度も表示されます。割合が高いほど、期待する回答をモデルが提供す
る可能性が高くなります。
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 b. ［予測］が類似サンプル( ［使用した近傍 /ポイント］の下に表示 ) との一致に基づいており、その結
果に同意しない場合は、［修正内容］に求める値を入力し、［修正を保存］をクリックします。

一致するサンプルまたはルールに基づく予測は修正できません。［使用した近傍 /ポイント］セ
クションは、一致するサンプルが見つかった場合は［使用したサンプル］に、ルールが適用され
る場合は［使用したルール］に置き換わります。

ルールまたは一致するサンプルに基づく予測結果に同意できない場合は、モデルを再トレー
ニングする必要があります。以下を訂正する必要があります。

 • 特定のルール。

 • ルールの順序。最も古いものから順に適用されます。

 • サンプル。この場合、［教育］タブで正しくないサンプルを削除し、新しいサンプルを作
成する必要があります。

 c. 変数の値を変更し、上の手順を繰り返します。これには、以下の操作を行います。

 • カテゴリー変数の場合は、適切な値をクリックします。

 • 数値変数の場合は、ドロップダウンリストまたはスライダーを使用して、表示される数値を変
更します。

数値変数フィールドに数値を直接入力しないでください。入力した場合、この数値は
認識されず、前の値が適用されます。

 d. 十分な組み合わせをレビューしたと思ったら、［次へ］をクリックします。

［サンプル］タブが表示されます。

 2. ［サンプル］タブでは、モデルのトレーニング時に作成されたサンプルのサマリーを確認できます。以下はその
例です。

 a. サンプルをレビューします。

［ページごとの行数］の値を大きくすると、1ページに表示されるサンプル数を増やせます。

 b. 必要に応じて［アクション］列の関連する削除アイコンをクリックして、古いサンプルや正しくないサン
プルを削除します。

 c. ［次へ］をクリックします。
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［重み付け］タブが表示されます。

 3. ［重み付け］タブには、サンプルを使用したトレーニング時にユーザーが提供した回答に基づいてモデルが
評価した変数の重要性が表示されます。以下はその例です。

デフォルト値の使用が推奨されます。ただし、必要に応じて以下を調整できます。

 a. 必要に応じて、［類似性による近隣の加重］を選択解除する。これは、デフォルトでは選択されて
います。

近傍は、変数に対して入力された値と類似していると考えられるサンプルのサブセットです。このオ
プションが次の場合：

 • 選択済み – 提供された値に最も類似した近傍点は、他の近傍点よりも結果に大きな影
響を及ぼします。

 • 非選択  – すべての近傍サンプルが結果に同程度の影響を与えます。

 b. 必要に応じて、［変数を均等に扱う］を選択します。これは、デフォルトでは選択されていません。こ
のオプションが次の場合：

 • 選択済み – 各変数が結果に同程度の影響を与えます。

 • 非選択  – モデルは結果に対する各変数の影響を動的に決定します。これは、表示される
サマリーの重要性バーで示されます。

 c. ［終了］をクリックします。

これで、モデルを使用する準備ができました。

必要に応じて、いつでもモデルを再トレーニングおよび再調整できます。モデルのトレーニング回数が多くな
るほど、モデルの精度と信頼性が高まります。

ただし、［トレーニング］ページの［教育］タブにある変数のすべての可能な組み合わせに対してサンプルを
作成した場合、モデルの調整用のサンプルが作成できなくなります。
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自動化でのモデルの使用
Blue Prismで、トレーニングされ、調整されたDecisionモデルを使用すると、意思決定プロセスを自動化できま
す。

自動化する意思決定プロセスのタイプに応じて、人間のレビュー担当者の要件をプロセスに組み込むこと
を検討する必要があります。

Decisionのインストールプロセスの一環として、Decision Web APIサービスの詳細を設定し、Decisionモデルを
使用するアクションを提供するDecision API VBOがBlue Prismインタラクティブクライアントにインポートされま
す。これは、DecisionでBlue Prismを使用するのに必要です。詳細については、「Decisionインストールガイド」
を参照してください。

プロセスでDecisionモデルを使用するには：

 1. Blue Prismインタラクティブクライアントで、Process Studioに必要なプロセスを開きます。

 2. アクションステージを追加し、そのアクションをダブルクリックして［アクションのプロパティ］ウィンドウを開きま
す。

 3. ［アクションのプロパティ］で次の手順を実行します。

 a. アクションの名前とオプションの説明を入力します。

 b. ［ビジネスオブジェクト］ドロップダウンリストから［ユーティリティ - Decision］を選択します。

アクションの名前を入力していない場合、名前は「Utility – Decision::Get Prediction」とデ
フォルト設定されます。

 c. ［入力］タブで、モデルIDの［値］列にモデルの識別番号を入力します。モデル識別番号は
Decisionの［ライブラリ］ページで確認できます。

 d. ［出力］タブで、各出力の［保管先］列にある［作成］アイコンをクリックします。

次の例のように、各セルにはデータが入力されます。
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 e. ［OK］をクリックします。

更新されたアクションは、出力に対して作成されたコレクションとデータアイテムとともに表示されます。

 4. 新しいコレクションをプロセスに追加し( これは入力に使用されます) 、そのコレクションをダブルクリックして
［コレクションプロパティ］ウィンドウを開きます。

 5. ［コレクションプロパティ］で次の手順を実行します。
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 a. コレクションの名前とオプションの説明を入力します。

 b. ［フィールド］タブで、モデルにある変数の数に合わせてコレクションにフィールドを追加します。各変
数の名前を各フィールドにコピーし、各フィールドの［タイプ］を［テキスト］に設定します。名前は同
一である必要があります。

Decisionの［調整］ページの［重み付け］タブにすべての変数が一覧表示されています。

例：

 c. 必要に応じて、［初期値］タブに1行を追加し、初期値を入力します。

 d. ［OK］をクリックします。

 6. アクションステージをダブルクリックして［アクションのプロパティ］ウィンドウを開きます。
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 7. ［アクションのプロパティ］の［入力］タブで、ナビゲーションツリーにあるステップ5で作成したコレクションを、
［入力］の［値］にドラッグアンドドロップします。

次の例のように、コレクションの名前は角括弧で囲まれて表示されます。

 8. ［OK］をクリックします。

これで、判断モデルを使用する残りのプロセスを構築できます。
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接続をテストし、入力の提供と結果の出力ができることを確認する場合は、開始ステージと停止ステージ
のみで構成された新しいプロセスを作成します。上の説明に従って［アクション］ステージを追加し、ステップ
5の［初期値］を使用して、一連の入力を提供します。上のステップを完了すると、プロセスは次のようにな
ります。

すべてが正しく設定されていれば、このプロセスを実行すると、出力コレクションとデータアイテムが作成され
ます。

エラーが発生した場合は、モデルの情報が正しいこと、接続の詳細と認証情報が正しく構成されているこ
とを確認します。
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モデルを管理する

モデルの使用状況を表示する
モデルが自動プロセスによって使用された回数、モデルが受け取った入力、および自動化に返された判断を表
示できます。自動化で使用されるモデルは、［ライブラリ］ページの［カウントを使用］列で示されます。この列に
は、モデルが使用された回数が表示されます。

使用履歴は以下の手順で表示できます。

 1. Blue Prism Decisionの［ライブラリ］ページで、必要なモデルを探します。

次の例では、モデルは4回使用されています。

 2. ［予測リスト］アイコンをクリックします。

予測リストには、入力、結果の出力、出力の信頼性レベルと生成された日時が表示されます。相関 ID
は、モデルを使用した自動化の要求から見つけられます。

横スクロールバーを使用して、［タイムスタンプ］列を表示します。

モデルの判断は、［ユーザーの意思決定］列に表示されます。
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モデルを編集する
［ライブラリ］ページに表示されるモデルは、すべて編集できます。モデルの編集できる範囲は、モデルが定義、ト
レーニング、および調整のどのプロセスにあるかによって異なります。モデルの状態：

 • 定義済みだが、トレーニングまたは調整は未済  – モデル内の任意のフィールドを変更できます。

 • 定義およびトレーニング済みだが、調整は未済  – ルールを編集してサンプルを作成することで、モデルを
再トレーニングできます。結果またはモデル定義の変数の編集はできません。［トレーニング］ページの［初
期化］タブの編集もできません。

 • 定義、トレーニング、調整済み – ルールを編集してサンプルを作成し、モデルを再調整することで、モデル
を再トレーニングできます。結果またはモデル定義の変数の編集はできません。［トレーニング］ページの
［初期化］タブの編集もできません。

モデルの編集方法：

 1. Blue Prism Decisionの［ライブラリ］ページで、編集が必要なモデルを探します。

 2. 関連する［編集］アイコンをクリックします。

選択したモデルの［定義］ページが表示されます。

 3. 変更するフィールドを含むタブが表示されるまで［次へ］をクリックし、必要に応じてモデルを編集します。
詳細については、「新しいモデルを作成する ページ8」を参照してください。

 4. 変更が完了したら、［次へ］をクリックして残りのプロセスを進め、更新したモデルを作成します。詳細につ
いては、「新しいモデルを作成する ページ8」を参照してください。

モデルを削除する
Blue Prism Decisionの［ライブラリ］ページに表示されるモデルは、すべて削除できます。

モデルが自動化で使用されている場合、その自動化は壊れます。削除する前に、モデルが使用されてい
ないことを確認してください。

モデルの削除方法：

 1. Blue Prism Decisionの［ライブラリ］ページで、削除するモデルを探します。

 2. 関連する［削除］アイコンをクリックします。

そのモデルを削除することを確認するメッセージが表示されます。

 3. ［はい］をクリックして、モデルを完全に削除します。
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用語集

用語はアルファベット順に並んでいます。

用語 説明

精度 分類の決定でモデルが正しく予測した割合。これは、数値の決定ではより複雑になり
ます。

アクティブラーニン
グ

ヒューマンインザループに特定の入力に対する出力の提供を要求する機械学習
( ML) 手法です。マシンはこの入力を使用して学習速度を最適化し、ヒューマンイン
ザループとのやり取りの回数を最小化します。「ガイド付き学習」も参照してください。

AutoML( 自動機
械学習)

データの学習、変数間の関係分析、新しいデータの予測のためのユーザー入力を必
要としない機械学習システム。典型的な例は、Automatic Statisticianです。

二値変数 2つの値 ( 通常はtrueまたはfalse) のいずれかを取得するカテゴリー変数。

調整 モデルの入力と結果の予測をレビューし、必要に応じてモデルの決定を上書きするプ
ロセス。

カテゴリー変数 固定された値のセットから1つ値を取得する変数。値が順序付けられていない場合は
「名義」カテゴリー変数、値が順序付けられている場合は「順序」カテゴリー変数で
す。

確実性 「信頼度」を参照してください。

条件 ルールの一部。ルールを適用するには、すべてのルールの条件が満たされている必要
があります。( 例：stock room = full) 。「制約」とも呼ばれます。

信頼度 モデルの予測がどの程度確実であるかを定義します( 100回のうち、正しく予測できる
回数など) 。「確実性」とも呼ばれます。

データ型 問題内の変数のデータ型。( カテゴリー変数または数値変数 ) 。

判断 「出力変数」を参照してください。

例外 「ルール」を参照してください。

ガイド付き学習 ヒューマンインザループに特定の出力に対する入力の提供を要求する機械学習
( ML) 手法です。マシンはこの出力を使用して学習速度を最適化し、ヒューマンイン
ザループとのやり取りの回数を最小化します。「アクティブラーニング」も参照してくださ
い。

ヒューマンインザ
ループ

機械学習のメソッドまたは自動化にガイダンスを提供する人間。

入力変数 意思決定プロセスへの入力。

入力の重要度 モデルが入力の重要度を決定するために入力変数に与える、他の入力変数との相
対値。値が大きいほど、その変数がより重要であることを示します。一部のモデルで
は、ユーザーがこれらの重量を変更できます。特徴量の重要度または重みとも呼ばれ
ます。

kNNモデル 機械学習モデルまたはノンパラメトリック統計モデル。k近傍法 ( kNN) に基づいて、ト
レーニングデータの入力に対する入力の予測 ( カテゴリーまたは数値 ) を作成します。
最近傍は等しく考慮 ( 重みなしkNNモデル) 、または距離の逆数または類似性によっ
て重み付け( 重み付きkNNモデル) できます。

機械学習 機械が自ら学習するシステム。
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用語 説明

モデル 与えられた一連の機能に基づいて結果 ( 判断 ) を予測する機械学習システム。

近傍 変数に対して入力された値と類似していると考えられるサンプルのサブセット。「kNNモ
デル」を参照してください。

ノーコード プログラミングせずに構成できるシステム。通常、エンジニアではなくビジネスユーザー
向けに設計されています。

名義変数 順序付けされていないカテゴリー変数。( 「猫」、「馬」、「犬」など) 。

ノンパラメトリックモ
デル

問題の構造についての仮説をあまり立てずにデータを学習する機械学習モデル。通
常、標準的なパラメトリック統計モデルよりも柔軟です。

数値変数 範囲内の任意の値を取得する変数。( 1、1.2、100、-3など) 。

順序変数 順序付けされているカテゴリー変数。( 「小」、「中」、「大」など) 。

出力変数 意思決定プロセスの結果。「判断」とも呼ばれます。

ルール Decisionモデルに対するユーザー定義の例外。条件または制約のリストであり、満た
された場合は結果が特定の値になるよう強制します。「例外」とも呼ばれます。

サンプル 出力変数値に関連する可能性のある、入力変数値の1つの完全なセットであるデー
タポイント。

重みなし 「kNNモデル」を参照してください。

変数 入力変数または出力 ( 判断 ) 変数の総称。

重み付き 「kNNモデル」を参照してください。
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