
DEWS2008 D4-3

高次元空間におけるk+ Skyline探索
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あらまし 膨大なデータにおける情報探索の手法として Skylineという手法が存在する。この情報探索クエリは膨大

なデータから『優秀』なデータ抽出を目的としているが、出力されるデータ数の調節はできない。このため、デー

タが増加する程出力数が増加してしまい、現実への広い応用は難しかった。この問題を解決するため、k-Dominant

Skyline[1]が Chee-Yong Chanらによって提案された。k-Dominant Skylineでは報告される Skyline数の調節が可能

になったが、ここで『優秀』の定義を広義化したため、最終的に選出されるデータの『優秀性』が著しく相異するこ

ととなった。そこで、『優秀』の定義をより明確にした情報探索クエリである k+ Skylineをここに提案する。この手

法では Skylineクエリで問題であった出力数の調節を行えると同時に、選出される出力データの『優秀』である条件

をより狭義にすることでデータの『優秀性』が統一化される。
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Abstract There exists Skyline query to process a massive dataset to extract meaningful information. This technic

possess a feature that the number of data-extraction could not be altered. Because of this feature, Skyline query

was not suitable to all applications. To Solve this problem, Chen-Yong Chan et al.[1] produced new technic, which

is called k-Dominant Skyline, which extract information with widened diffinition of ’Dominant’. However, this solu-

tion has a severe problem such as distributed features that data possess that are sellected by the query. This paper

introduce a new idea of Skyline, which solves the problem, at the same time that the query remains the feature of

output-control.
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1. は じ め に

多大な情報量をもつデータセットについて、『優秀』なデー

タのみを引き出す手段として Skyline クエリが研究されてい

る。Skylineはデータセットについて一意的に定まるという性

質をもつ。この性質により、これまで『優秀』なデータ抽出

の際出力数を調節することができなかった。このため、Sky-

line の広い実用化は難しかった。この問題を解決するために

k-Dominant Skyline[1]が Chee-Yong Chanらによって提案さ

れた。k-Dominant Skyline では報告される Skyline 数の調節

が可能になったが、ここで『優秀』の定義を広義化したため、

最終的に選出されるデータの『優秀性』が著しく相異すること

となった。そこで、Skyline を選出する際に『優秀』である特

長を統一化することを目的として k+ Skylineをここに提案す

る。k-Dominant Skyline[1]では k 次元について優勢であるポ

イントの集合を選出し、報告していた。これに対し k+ Skyline

では指定された特長について優勢であることを『優秀』であ

る条件とした。この『優秀』である条件を全ての特長とすると

Skyline が報告され、この条件を設定しなければ k-Dominant

Skylineが選出されることになる。本論文では、k+ Skylineと

いう新しい情報探索クエリの提案を行う。

本稿の構成は以下の通りである。

まず、2.章で研究概要について述べ、関連研究について 3.章

で紹介を行う。4.章で Skyline定義と解析を行い、5.章におい
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て Skylineアルゴリズムについて紹介する。さらに、本論文で

提案する k+ Skylineのアルゴリズムを 6.章にて説明する。ア

ルゴリズムの性能実験を 7. 章で行った上で、9. 章でまとめを

述べる。

2. 研 究 概 要

2. 1 従来からの Skyline手法

d次元データセットが与えられたとき、ポイント pが全ての

次元においてポイント q( |=p) より優勢化しているとする。こ

のときポイント q を除外したポイントの集合が Skylineポイン

トとして報告される。つまり、全ての次元において優勢化され

るポイントの集合が ∅ であるポイントが Skyline として出力

されることになる。この Skylineポイントはデータセットが与

えられると一意的に定まり、報告するポイントの数は調節がで

きない。そこで、Skyline のよりよい実用性を達成するため、

k-Dominant Skyline [1]が Chee-Yong Chanらによって提案さ

れた。この新しいクエリでは全ての次元ではなく、k次元空間に

おける Skylineポイントを求めることによって出力数の調節を

可能にしている。しかしながらこの方法では、最終的に報告さ

れるポイントの『優秀性』について制約を緩和したため、これ

らのポイントがもつ『優秀』な特長が著しく相異することにな

る。この問題を解決するため、Chanら [1]は重み付けを提案し

ているが、報告されるポイントについて優秀性についてフィー

ドバックを通じながら重みを判断し付加していかなければなら

ない点が問題であった。そこで、優秀である必要がある次元空

間で優勢化されていないポイントのみを報告する k+ Skyline

をここに提案する。

2. 2 提案手法の概要

k+ Skyline では最終的に選出される Skyline ポイントにつ

いて『優秀』である条件を確保する。これは、これまで k 次元

空間で優勢化されていないポイントを k-Dominant Skyline ポ

イントとして報告していた手法に対し、指定された条件につい

て優秀な Skylineポイントを探索することによる。k+ Skyline

クエリは優秀である必要がある次元 (以下 Bound属性と呼ぶ)

を含む k次元について優勢化されていないポイントを報告する

という方法をとる。全ての次元空間について同等の価値をおく

場合、この Bound属性を設定しなければ k-Dominant Skyline

ポイントを報告する。また、このBound属性を全ての属性と指

定することで、従来の Skylineポイントを報告することになる。

図 1 ホテルに関する情報のデータセット

3. 関 連 研 究

3. 1 関連研究の概要

Skylineクエリの基本的な考え方は 1974年から研究されてい

る Counter problem に基づいている。その後 2001年に始めて

この問題の解決手法がデータベースにおける情報探索に提案さ

れた。

Chomicki et al [5]が Sort Filter Skyline(SFS)を BNLの最

適化を図るアルゴリズムとして提案した。SFSはデータがあら

かじめ設定した関数に基づいて順序づけされていることを前堤

にする処理を行うアルゴリズムである。データを順序化するこ

とによって優勢化されるポイントの判定が容易になるため、タ

プル間の優勢化の比較にかかる計算コストが削減される。

[8]は Bitmapと Indexという 2つのアルゴリズムを開発し

た。Bitmap では、それぞれのポイントの次元ごとの値は bit

によってベクトル化される。Indexでは与えられたデータセッ

トをいくつかのリストに順序付けを行い分配する。このリスト

を Indexの値に基づいて、Batchという単位に分配し Skyline

の計算を行う。

Kossmann et al. [6] は Skyline を求める新しい手法として

Nearest Neighbor(NN)を提案した。この手法では、データセッ

トを R*-treeによって Index化し、Skylineポイントを帰納的

に利用することで再帰的に全空間の Skylineを求める。

Papadias et al. [2] は Branch and Bound Skyline(BBS) と

いう先進的なアルゴリズムを提案した。このアルゴリズム

では、Kossmann et al. [6] の NN アルゴリズムを基礎とする

best − first − nearest − neighbor に基づいている。Nearest

neighborを繰り返し探索する動作をなくし、Nearest Neighbor

に基づいて直接的に R*-treeのプルーニングを行うことで探索

の効率化を図った。

Yuan et al. [7]は全ての次元における Skylineを求める Sky-

Cube を提案した。さらに、Subspace(全空間の部分集合) に

おいて bottom-up と top-down 的に Skyline を探索するアル

ゴリズムを提案した。このアルゴリズムは、ユーザが指定し

た Subspaceにおける Skylineを探索することを目的とする手

法をとる。これに対して Chan ら [1] が提案した k-Dominant

Skylineは全空間からユーザの意向に沿うデータ数を出力する

アルゴリズムを提案している。このアルゴリズムは、Skyline

を求める k空間の kを変化させていき、要求された出力数に一

番近い数の Skylineが存在する次元空間で終了する。

Xia et al. [3]はアップデートが頻繁に行われるデータについ

て SkyCubeを維持する方法を提案した。

3. 2 Skylineの応用例

ビーチからの距離 (x軸)と、宿泊費 (y軸)の情報が格納され

ているホテルのデータセットが存在したとする (fig.1)。このと

き、ホテルのビーチからの距離が近ければ近いほど良い (優れ

ている)とし、宿泊費が安ければ安いほど良い (優れている)と

したとする。このように『優れている』という値が一方向的に

定まる場合、優れた情報探索クエリとして Skylineクエリが利

用される。xと y 軸で構成される次元空間で、このような『優
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表 1 データセット D

s1 s2 s3 s4 s5 s6

p1 4 4 4 3 3 2

p2 1 1 2 5 4 4

p3 4 5 3 1 3 2

p4 5 3 4 3 3 2

p5 4 4 1 3 3 2

勢』の定義に基づいてより優れているポイント (他のホテル)

が存在するホテルは報告される集合から除去 ( プルーニング)

されていく。最終的にプル－ニングされずに残ったポイントが

Skylineポイントとして報告される。Fig.1の場合、このような

手順でプル－ニングをした場合残るポイントが p1,p4,p5 である

ため、これらが最終的な Skylineとして報告されることになる。

4. Skylineの定義と解析

4. 1 命題の定義

d次元空間 S = s1, s2, ..., sd が与えられたとき、ポイントの

セット D = p1, p2, ..., pn について全てのポイント pi∈D とし、

pi が S の d次元空間データポイントであれば、D は S のデー

タセットと呼ぶことができる。以下 pi.sj を pi の j 次元におけ

る値を表記するために用いる。

定義 3.1 優勢化 (dominate)

∀sk∈S, pi.skºpj .sk ∧ ∃st∈S, pi.stÂpj .stであれば、ポイン

ト pi は pj( |=pi)を優勢化しているとする。

定義 3.2 Skyline

Sに含まれるポイント piは piを優勢化するポイント pj( |=pi)

の和集合 L=∅であるとき Skylineであるとする。

定義 3.3 Bound属性

Bound属性B⊂=Sであり,pi∈S,piが pj( |=pi)を優勢化してい

るとする。このとき ∀sb∈B, pi.sbºpj .sb∧ ∃sl∈B,pi.slÂpj .sl

が成立する。B=S のとき Skyline が選出され、B=∅ のとき
k-Dominant Skylineが選出される。

定義 3.4 k+ 優勢化 (k + Dominate)

∃S′⊂=S, |S′|=k, ∀sr∈S′, pi.srºpj .sr ∧ ∃st∈S′, pi.stÂpj .st

∧ Bound 属性 B⊂=S であり,∀sb∈B, pi.sbºpj .sb ∧ ∃sl∈B,

pi.slÂpj .sl であるときポイント pi は pj( |=pi) を k+ 優勢化

しているとする。

定義 3.5 k + Skyline

S に含まれるポイント pi は pi を k+ 優勢化するポイント

pj( |=pi)の和集合L+=∅であるとき k+Skylineであるとする。

以下これを k + SP と表記する。

命題 3.6

要求される最終出力データ数 n, Bound 属性 B について

k + SP を求める。

4. 2 k+ SKyline

この章では、他のポイントを優勢化するポイントの性質につ

いて説明する。まず k を縮小することで、Skylineの出力数を

減少させることができることを示す。

表 2 Cyclic−Dominance−Relationship

s1 s2 s3 s4

p1 3 3 3 3

p2 6 2 2 2

p3 5 6 1 1

p4 4 5 6 1

定理 3.7

もし pi が pj を k + 1 優勢化する場合、pi は pj を k+ 優勢

化する。

定理 3.8

k+ Skylineを k + SP とし、入力変数を k,要求された出力

数を nとする。

このとき、ポイント pi⊂=k+SP (k, n)の場合、pi⊂=k+SP (k+

1, n)である。

定理 3.9

|k + SP (k, n)| ¹ |k + SP (k + 1, n)|
証明 3.10

k +SP (k, n)が k +SP (k +1, n)の集合に含まれないと仮定

する。Fig.1に示すデータセットにおいて、k + 1 Skylineクエ

リを投げた場合、まず Skylineは p1, p2, p3, p4 と定まる。次に

p1は p4に 4+ 優勢化されているため、4+ Skylineは p2, p3, p4

と定まる。定義 3.3により、Skylineは k+6 Skyline であると

いえるので、仮定に反する。背理法によって、k + SP (k, n)は

k + SP (k + 1, n) の集合に必ず含まれることがわかるので、

|k + SP (k, n)|¹|k + SP (k + 1, n)|が示された。
例 3.11

Fig.1 に示すように、6 次元空間のデータセット D =

p1, p2, ..., p5 が与えられたとする。ここに Skyline は D :

p1, p2, p3, p4 と定まる。さらに、p1 は p4 に 4+ 優勢化され

ているため、4+ Skylineは p2, p3, p4 となる。さらに、p2 は p3

と p4 に 3+ 優勢化されているため、p3 と p4 が 3+ Skylineと

して報告される。

定理 3.12

k-Dominant Skylineを DSP , k 次元空間, データセット D,

要求出力数 nとしたとき、k≺d(>=2)を満たす d次元空間では、

|D|<=dであるデータセットDについて、DSP (k, D, S) = ∅の
場合が存在する。

例 3.13 Fig.2 は循環優勢関係 (Cyclic − Dominance −
Relationship)をもつ d=3次元のデータセットを示す。∀i[1, 3]

とする pi が pj を 3-優勢化し、p4 が p1 を 3-優勢化する関係を

もつ。

4. 3 k-Dominant Skyline

k-Dominant Skylineは優勢化 (dominant)の定義を広義化し

たため、循環優勢関係の問題が生じた。このため、従来からの研

究されている Skylineクエリのアルゴリズムでは k-Dominant

Skylineを求めることはできない。本研究で提案するアルゴリ

ズムにおいて、k-Dominant Skyline を求める動作をアルゴリ

ズムに組み込むため、k-Dominant Skyline と同様、新しいア

ルゴリズムを考案することが必要になった。そこで、本論文
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では 6.章において k+ Skylineを求めるアルゴリズムとして、

Cubic アルゴリズムと Fetch − and − Loose アルゴリズムを

提案する。

5. Skylineアルゴリズム

5. 1 Branch-and-Bound アルゴリズム

計算コストの効率化を実現したアルゴリズムである Branch-

and-Bound Skyline (BBS) の動作を説明する。NN [6] が帰納

的にいくつものクエリを投げる手法をとるのに対し、BBSは作

成された R*-treeに対して 1回しかクエリを生成しない。BBS

はMBRsとう探索窓 (window)を用いて解析を行う。Fig.2は

Fig.1 のデータセットが BBS の探索窓 (MBRs) に分配されて

いる状態を示す。Ni(1<=i<=d) はそれぞれの探索窓を示してい

る。BBS は原点に向かって最少距離 (mindist) である点から

処理を行う。初期化の段階で、最少ヒープH(=N5,N6)が積ま

れる。まずH のN5 を取り除き、この探索窓に含まれるポイン

トへアクセスを行う。そして、これらのポイントをさらにヒー

プに積む。こうして H は N1,N2,N6 となる。次に N1 の処理

が行われ、データポイントがヒープに積まれることでヒープは

H=p1,p2,N2,N6 となる。p1 がヒープの一番上の位置に積まれ

ていることから、この後行われる処理においてプルーニングを

行う Skyline ポイントとなる。p2 が次に処理されるポイントと

してアクセスされるが、p1 がこれを優勢化しているためデヒー

プされる。BBS はその後 N2 にアクセスし、p4 をヒープに積

むため、H=N6,p4 となる。このとき、p3 は p1 に優勢化され

ているため、ヒープに積まれない。同様に N6 にアクセスした

後は、N4 は p1 に優勢化されるため、H に N3 のみが積まれ

る。この時点でヒープ H=N3,p4 となる。このように動作を続

けていくことで、最終的に残ったエントリはN3(p5 をヒープに

積む),p4 であり、アルゴリズムが p5 にアクセスした瞬間ヒー

プ H が空になり、BBS が終結する。NN は帰納的に Nearest

Neighbor を探索していくことで、メモリ占有率が増加し続け

る点に対し、BBSは R*-treeに以上のようにアクセスしていく

ことでデヒープを繰り返す。このように、BBSはアルゴリズム

の実行中メモリの占有率を減少し続けることで、NNより優れ

た I/O適正化を実現した [2]。

図 2 BBS のMBRs

表 3 ソートリスト

List1(x) p5 : 1 p6 : 3 p2 : 4 p7 : 6

List2(y) p4 : 1 p1 : 2 p4 : 3 p8 : 5

5. 2 SUB-SKY アルゴリズム

先に説明した Subspaceにおいて、ソートリストに基づくア

ルゴリズムである SUB-SKYアルゴリズム [4]が Yufei Tao et

al.によって提案された。このアルゴリズムは Subspaceにおい

て I/O 最適化が実現されている。このアルゴリズムは本論文

でのアルゴリズムの概念を理解するために必要な知識であるの

で、以下このアルゴリズムの動作を紹介していく。

K.-L. Tan et al. [8]に提案された Indexアルゴリズムは、与

えられたデータセットを dリストに整理する。i番目 (1<=i<=d)

のリストは、p[i]が pの i番目の座標であることを全邸として、

p[i] = p[j]を含む。Fig.3は Fig.1における d=2次元のデータ

セットのリストを表わしている。p5 は x座標 (1)が y 座標 (9)

よりも小さい値であるため、リスト 1に含まれる。もしポイン

トが座標について等しい値を持つ場合、ポイントは専断的にリ

ストに割り振られる (p2 と p1 はリスト 1 とリスト 2にランダ

ムに割り振られる)。リストのエントリは座標について昇順に

並べられる。

Skylineポイントを求めるため、Indexアルゴリズムは 2つ

のリストを並行的に読み込み処理を行う。まず、2つのポイン

タ ptr1,ptr2 が最初のポイント p5,p4 をそれぞれ指すよう設定

する。処理はより小さい値を持つポイントのあるリストから

行われる。はじめポインタが指す値が等しいため、専断的に

処理を行うポイントが選ばれる。ここに p5 が選択されたとす

る。Skyline判定が行われ、Skylineの集合 S に p5 が挿入され

る。ptr1 は次のポイントである p6 を指す。次に、p4 が p6 よ

り小さい値をとるため、ptr2 ポインタの p4 が実行される。p4

は Skylineポイントの集合に含まれるポイントに優勢化されて

いないため、S に挿入される。そして、ptr2 が次のポイントで

ある p1 を指す。同様にして、p1 は次にプロセスされ、Skyline

ポイントとして S に挿入される。こうして ptr2 は p3 に移動

する。この時点で Skylineポイントの集合 S = p1, p4, p5 とな

る。p1 の x, y座標はどちらも p6(3)よりも小さいため、リスト

1の残りのポイントは全てプルーニングされることになる。同

様に、リスト 2に含まれる残りのポイントも除かれる。こうし

て、アルゴリズムは最終的に Skylineポイントとして p1, p4, p5

を報告する。

5. 3 The SkyCube

本論文で提案する Cubicアルゴリズムでは、計算コストを削

減するため SkyCubeの性質をアルゴリズムに利用している。

Y. Yuan et al. [7] が提案した SkyCube は、全ての Sub-

space(全空間の部分集合)における Skylineを求めるという手法

である。ここにABCDの d=4 次元のデータセットが存在する

とする。Fig.3が 15の Subspaces を表わしている。Subspace

に含まれる全ての Skylineポイントはこの Subspaceに次元が

付加された次元空間の Skyline ポイントに含まれる。つまり、

SubspaceABC の Skylineポイントは ABCDと ABC を角に
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もつ次元空間の Skylineポイントの部分集合であるとすること

ができる。もし Subspaceがひとつの次元であれば、この軸に

関する最小値で Skylineポイントが構成されることになる。

SkyCube がこのような性質を保持するため、全次元空間か

ら Skylineポイントを抽出し、この Skylineポイントに従来か

らの Skyline探索アルゴリズムを応用することで、その次元空

間の部分集合の Skylineポイントを求めることができる。この

ような top-down的な解析を行うことにより、Subspaceにおけ

る Skylineポイント探索について、全てのデータセットについ

て Skyline探索アルゴリズムを応用する必要がないため、計算

コストの削減が実現された。

図 3 d=4 の SkyCube の格子構造

6. k+ Skylineアルゴリズム

6. 1 CubicAlgorithm

このアルゴリズムは、5. 3 章で紹介した SkyCube を有効に

利用することで k+ Skylineを報告する手法である。以下にア

ルゴリズムの動作を説明していく。

まず subuniverse に全元空間数 (=universe) を読み込む。

factorialは初期段階では unvierseの次元空間として設定して

おく。

whileループではこの次元空間に基づいて計算を行っていく。

U には Skylineクエリを実行する次元空間を格納する。この次

元空間に Bの集合が含まれることに留意されたい。ループが実

行されることで、計算の対象となる次元空間が縮小されていく。

p∈D に isk + Skyline フラグを立てる。このフラグがループ

を抜けるかの判断基準として利用される。factでは Factorial

関数により factorial が計算され、これによってループを回る

回数が決定される。isk + Skylineフラグが下ろされると、k+

Skylineであるか判定を行う対象の集合 T から除かれ、次のポ

イントの処理に移る。

SkyCube の概念を利用して、全次元空間の部分集合につい

てそれぞれの Skyline を求めていき、factorial によってルー

プを制御するため、Cubicアルゴリズムとした。

6. 2 Fetch` and` LooseAlgorithm
k+ Skylineを求める第２のアルゴリズムは、kを縮小しなが

ら、Bound属性に合うタプルを引き出すという方法をとる。そ

れぞれのポイントについて、k-Dominant Skyline であった場

合、その k 次元空間が Bound属性から作られる次元を含むか

否かによって k+ Skyline であるか判定する。

k-Dominant Skylineであるか判定してから k+ Skylineであ

るポイントのみが報告されるという動作を特長とする。

以下にアルゴリズムの動作を説明する。まず、d次元空間の

データセットDに含まれるポイント pが存在するとする。この

とき、このポイントは他の全てのポイントと比較される。もし、

p′∈T によって優勢化されていた場合、ポイント pの isSkyline

フラグが下ろされる。そして、このポイントが優勢化されてい

るポイントである p′ が B⊂=S においてポイント pを優勢化し

ていた場合、ポイント pの isk + Skylineフラグを下ろす。次

のループが回る際このフラグ判定が行われ、次のポイントに処

理が移る。

先に説明した Cyclic−Dominance− Relationshipに陥る

ことを防ぐため、D に含まれる全てのポイント p と比較が行

われる。D に含まれるポイント p を直接的にプル－ニングに

用いることで重複した優勢関係を排除する。具体的には、k+

Skylineが計算される際にもRと T と異なり、データセットD

はロードされた状態のまま保持するという手法をとる。つまり、

5. 3章の SkyCubeの特性により、ある次元空間 xに存在す

る Skylineはその次元空間を含む次元空間 (つまり、xy, xz な

ど)に含まれるため、プルーニングを行う次元空間が縮小され

ることで報告されるポイント数は減少する。このため、T を

k+ Skyline集合、Rをこの前の k+ Skylineとすることで、要

求される出力数に対応することが可能になる。つまり、T と R

には常に T<=Rの関係が成立し、出力数が要求数を下回る場合、

Rを報告することで、要求数を越える最少出力数を報告するこ

とができる。

7. 実験と評価

7. 1 実 験

7. 1. 1 実 験 環 境

CPU: Intel Pentium M, 1.20GHz, Memory:256MB の環境

下で実験を行った。データには、1) 独立的な分散をもつデー

タ、2) 負の相関性の分散をもつデータ (以下負の相関デー

タ)、3) 正の相関性の分散をもつデータ (以下正の相関デー

タ)、4)NBA選手のデータを用いた。(1),(2),(3)のデフォルト
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値は d = 10, cardinality = 10000 とした。NBA データは

d = 16, cardinality = 19112である。それぞれのポイントには

選手のパフォーマンススコアの属性が格納されている。記録さ

れているパフォーマンスには 3ポイントシュートゴール数、リ

バウンド取得率、ボールを敵チームから奪った回数、アシスト

数、ゴールブロック数、フリースローゴール数、トータルゴー

ル数、ターンオーバー数、ファウル数などが含まれる。このう

ちターンオーバー数とファウル数は多いほどネガティブな評価

を受けるとする。このため、全ての属性について Skylineを探

索する条件を満たすよう、この 2つの属性については、値を反

転させてアルゴリズムを応用させた。また、この操作によって

データの一般性は失われていない。

8. 実験結果・考察

8. 1 次元数とアルゴリズムの計算コストの関係

図 4 独立データの次元数と計算コストの関係

x

Fig.4,Fig5,Fig6 に示すように、入力データ数が増加するにつ

れて FLアルゴリズムのパフォーマンスが Cubicアルゴリズム

を上回ることがわかる。これには、FLアルゴリズムが Bound

属性を求めるために factorialを計算していることにより、FL

よりも計算コストが多くかかっていることが理由であると考え

られる。Cardinality が 20000まで増加すると、FLは Cubic

の約 0.5 倍の計算コストで k+ Skyline を出力することがわ

かる。

図 5 正の相関データの次元数と計算コストの関係

図 6 負の相関データの次元数と計算コストの関係

図 7 独立データのデータ数と計算コストの関係

図 8 正の相関データのデータ数と計算コストの関係

8. 2 データ数とアルゴリズムの計算コストの関係

Fig.7,Fig8,Fig9 では入力するデータの属性数が増加した場

合のアルゴリズムの k+ Skyline計算時間である。Cubicアル

ゴリズムは d=10のとき FLと比較して Fig.7では 23倍、Fig9

では 18倍の計算時間がかかるとわかる。属性数が増加するにつ

れて、Bound属性を計算する時間が増加するためだといえる。

Fig8は正の相関データであるため、求められる Skylineが他
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図 9 負の相関データのデータ数と計算コストの関係

の場合と比較して著しく少なく、どちらのアルゴリズムでも計

算コストが小さかった。

8. 3 NBAデータセットへの応用

実在する NBAデータの属性数の推移におけるアルゴリズム

のパフォーマンスを Fig.10に示す。NBAデータの属性数が少

ない場合 Cubic アルゴリズムは FLよりも優れた計算コストを

発揮するが、属性数が 12まで増加すると計算量が著しく増加

し、計算時間が測定不可能となった。これは、Cubicアルゴリ

ズムの計算時間が FL と比較して安定していないことを示す。

FLアルゴリズムは属性数の推移においてほぼ一貫した変化率

を示した。

図 10 NBA データセットの次元数と計算コストの関係

9. ま と め

全ての属性を等価であるとし、最終的に Skylineが選出され

るまでそれらのタプルがどの属性について優秀なのか明確で

ない k-Dominant Skyline の問題点から、『優勢』の定義を指

定する属性を必ず含むと再定義した k+ Skylineの提案を行っ

た。この k+ Skyline は k-Dominant Skyline の定義を狭義に

することで、『優秀』である属性を明確にし、かつ同時に従来

の Skylineと k-Dominant Skylineを求めることを実現してい

る。さらに本論文ではこの k+ Skylineのアルゴリズムである

Cubic アルゴリズムと Fetch-and-Bound アルゴリズムの提案

を行った。さらに 7.章の実験では、Cubicアルゴリズムと比較

して FLアルゴリズムが与えられたデータセットに対して安定

した計算コストで計算を行うということが示された。
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