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時系列データに対する効果的な外れ値検出手法
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あらまし 近年のデータの爆発的な増加に伴い，大量のデータから特徴や知識を発見するデータマイニングの技術は

益々重要視されてきている．中でも，データ集合の中から他とは大きく異なる特徴や値を持つ異常値や例外を検出する

外れ値検出の技術は，ネットワークアクセスログやビジネスデータからの不正行為の検出，医療分野での異常値の検出

など様々な分野にに応用され，注目を集めている．一方，センサ等のデバイスの普及やネットワーク技術の進歩によ

り，時々刻々と変化する大量の時系列データを取得することが可能になった．このような時系列データに対する外れ

値検出では，異常の検出などのリアルタイム性を求められることが多く，処理の高速化は大変重要である．そこで本

研究では時系列データの特徴を利用した効果的な外れ値検出の手法を提案し，実験によりその妥当性を明らかにする．
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Abstract Nowadays, we are facing with explosive increase of data, and data mining has become more and more

important. Outlier detection is one of data mining issues and discovers outliers which have features different greatly

from other objects or values. It is applied for fraud detection from network access and business data, abnormality

detection from medical data and so on. With the recent diffusion of sensor devices and developments of network

technology, we can continuously get a large volume of time series data from the real world. For outlier detection over

time-series data streams, real-time response is very important. Therefore, we need efficient data processing. This

paper proposes a continuous outlier detection method over time-series data streams, and shows its effectiveness.
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1. は じ め に

データの爆発的な増加や多様化に伴い，データから有用な情

報や知識の取得を行うデータマイニングの技術がますます重要

視されている. その中でも，他のデータから大きく異なる特徴

や値を持つデータを検出する外れ値検出の技術は様々な分野で

応用され，これまでにも，統計に基づく外れ値検出 [1], [2]，距

離に基づく外れ値検出 [3]等，様々な手法が静的なデータ集合

に対する外れ値検出手法として，提案されている．

一方で，近年のセンサーデバイスやユビキタスコンピュー

ティングの進展により，ストリーム形式のデータが増加してい

る．そのため，大量のストリームデータに対するデータマイ

ニングは重要な研究テーマであり，外れ値検出も同様に重要と

なっている．

例えば，各社の株価変化を表すストリームを監視して他社と

非常に異なる変化を示している会社を検出，同じ地域に置かれ
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たセンサー群の観測値をモニターして他のセンサーとは異なっ

た値を示すセンサーを検出，移動するオブジェクト群の位置を

監視して他のオブジェクトとはかけ離れた位置にあるオブジェ

クトを検出，等が考えられる．

一般に（内部状態，センサー測定値，位置等の）状態が時間

的に変化する N 個のオブジェクトがあった時，ある時刻にお

いて，もしオブジェクト Oi の状態が他のオブジェクトの状態

と大きく異なる場合には，Oi はその時点において外れ値であ

るとみなすことができる．時間的に変化するオブジェクト群の

連続的モニタリングにおいては，このような外れ値オブジェク

トを連続的に検出するための技術が求められる．

より形式的に示すと次の通りになる．表 1に示すように，一

般に状態が時間的に変化するN 個のオブジェクトがあり，時刻

tj における各オブジェクトの状態が集合 Sj = {sj
1, ..., s

j
N} で

表されるものとする．ただし，各状態タプル sj
i = (aj

i1, ..., a
j
ik)

は時刻 tj におけるオブジェクト Oi の状態を表すとする．その

時，オブジェクト Oi の状態が他のオブジェクトと大きく異な

る場合に，Oi は外れ値であるとみなすことができる．

本稿では，Sj がデータストリーム (S1, ..., SM )（ただし，現

在時刻を tM とする）として連続的に与えられる際に，現在時

刻 tM における外れ値オブジェクトを連続的に検出するための

手法について考える．

これを行うための最も単純な方法は，新しい状態集合 SM が

到着する度に，SM 中の上記に述べたような静的なデータ集合

に対する手法を適用して外れ値オブジェクトを検出することで

ある．しかし，これらの手法は計算コストが大きいため，毎時

間単位ごとに繰り返すのは効率が良くない．

一般に，状態集合 SM は直前の状態 SM−1 が変化したもの

であり，その変化があまり大きくないことも多い．このような

場合，直前の状態 SM−1 における外れ値検出結果を利用して，

差分計算に基づき効率的に状態集合 SM における外れ値検出す

ることが可能である．

そこで本稿では，最も基本的な外れ値検出手法である距離に

基づく外れ値検出手法 (Distance-Based Outlier)を基に，上記

のような差分計算による連続的な外れ値検出を効率的に行う手

法を提案する．また，いくつかの評価実験により提案手法の有

効性を示す．

本稿の構成は次の通りである．２.で関連研究として既存の

外れ値検出手法や時系列データの外れ値検出に関する研究につ

いて述べる．３.では DB外れ値 (Distance-Based Outlier)の

定義を示した後，我々が対象とする CDB 外れ値を定義する．

４.では提案手法の準備として DB外れ値検出手法について述

べ，５.で我々が提案する連続的な CDB外れ値検出手法を説明

する．６.では評価実験の内容とその結果について説明し，最

後に７.でまとめと今後の研究課題を述べる．

2. 関 連 研 究

本章ではこれまでに研究された外れ値検出の手法や，時系列

のデータに対する外れ値検出の研究について述べる．

2. 1 外れ値検出

外れ値検出に対して様々な手法が提案されている．本研究で

用いる距離に基づく外れ値検出手法以外の代表的な手法として

は，統計による手法，クラスタリングによる手法，密度を基に

した手法がある．

統計に基づく手法 (Distribution-Based approach) [1], [2] で

は，対象データは確率分布モデルに従うことと仮定し，設定さ

れた確率分布モデルから逸脱したオブジェクトを外れ値として

検出する．この手法では，分布モデルを含む多くの仮定を必要

とすることや高次元へ対応することが困難であることが欠点で

ある．

クラスタリングによる手法 (Clustering apploach) (例：

CLARANS [4], DBSCAN [5], BIRCH [6], WaveCluster [7],

CLIQUE [8]) では，多くの場合最適なクラスタを特定する

際の二次的な副産物として外れ値は検出される．従って，外れ

値検出として特化していない．

密度に基づく手法 (Density-Based approach) [9]では，外れ

値度を示す局所外れ値因子 (LOF )を各オブジェクトに導入し，

外れ値を検出する．LOF は各オブジェクトの近接オブジェク

トの局所的密度によって定められ，LOF が高い値を示すオブ

ジェクトを外れ値とする．

これらに代表される外れ値検出手法と比べて，距離に基づく

外れ値検出は，最もシンプルで一般的な手法である．その理由

として，距離に基づく外れ値検出では２点間の距離のみを使用

すること，距離という概念は様々な分野で使用される一般的な

概念であることなどが挙げられる．

2. 2 時系列データに対する外れ値検出

近年では時系列データに対する関心の高まりから，様々な研

究がなされいる．外れ値検出も例外ではない．

Liang Suらは分散ストリームデータに対する外れ値検出 [10]

を提案している．この研究では分散環境に設置されたセンサか

らのストリームデータに対して，親センサが複数の子センサを

監視し，子センサからの直近の n単位時間のデータを集約して

外れ値を検出する．

時系列のデータに対する外れ値検出を行っている点では本研

究と共通ではあるが，対象となるデータの時間幅や分散スト

リームなどの想定が本研究とは異なる．

3. CDB外れ値

本稿では，時系列データの中で現在 (Current) の DB 外れ

値 (Distance-Based Outlier) を CDB 外れ値 (Current-DB 外

れ値)と呼ぶ．本章ではまず，DB外れ値の定義について述べ，



図 1 DB 外れ値の例: p = 0.9, N = 40

次に CDB外れ値について説明する．

3. 1 DB外れ値

DB外れ値は，Edwin M.Knorrらにより定義されている [3]．

[定 義 １]

データ集合 S 中のオブジェクト O が DB(p, D)外れ値であ

るとは，O からの距離が D より大きい範囲に S のうち p以上

の割合のオブジェクトが存在するということである．

オブジェクト O から距離が D 以下の範囲を D 近傍と呼ぶ．

簡単化のために，新しいパラメタM(M = N(1 − p), N : S 中

のオブジェクト数)を導入する．ここでのM の意味は，「もし

オブジェクト O の D 近傍にあるオブジェクト数 (自身を除く)

がM 未満ならば O は DB(p, D)外れ値である」ということで

ある．また，k は S の次元数とする．

DB外れ値の簡単な例を図 1に示す．図 1での円は中心にある

オブジェクトのD近傍を表す．p = 0.9，N = 40とする．従っ

てもし D近傍のオブジェクト数がM = 4[M = 40 ∗ (1 − 0.9)]

未満であれば，オブジェクトは DB外れ値である．いま，左上

のオブジェクトの D近傍のオブジェクト数は１ (< M)である

ので，このオブジェクトは DB外れ値である．一方，右のオブ

ジェクトの D 近傍のオブジェクト数は 16(>= M) であるので

DB外れ値ではない．

3. 2 CDB外れ値

時刻 tj におけるデータ集合 Sj において，時刻が t1 から tM

まで変化する際のデータ集合 Sj(1 <= j <= M)は表 1のように

示される．ここで CDB外れ値を定義する．

[定 義 ２]

オブジェクト Oi が時刻 tj における DB外れ値であるとは，

Oi のタプル sj
i がデータ集合 Sj に対して DB外れ値であると

いうことである．現在時刻 tM における DB外れ値を CDB外

れ値と呼ぶ．

4. DB外れ値の検出アルゴリズム

本章では CDB 外れ値を効率的に検出する手法の準備とし

て，DB外れ値の検出アルゴリズムを示す．まず DB外れ値の

定義にそのまま従った最も単純な Simpleアルゴリズムを説明

し，次に，Knorr らが提案した DB 外れ値検出を高速化する

Cell-Basedアルゴリズム [3]を説明する．

4. 1 Simple アルゴリズム

DB-outlier の定義にそのまま従い，データ集合 S 中の全オ

ブジェクトに対して以下の処理を行う．

各対象オブジェクト Oi と残りのオブジェクトとの距離をそ

れぞれ計算する．D 近傍内にM 個以上のオブジェクトが見つ

かれば，その時点で Oi は DB外れ値ではないと判断して棄却

し，次のオブジェクトへの処理を開始する．もし S 中のすべて

のオブジェクトを走査してもD近傍のオブジェクト数がM 以

下であれば，オブジェクト Oi は外れ値であると判定する．

Simpleアルゴリズムの最大の欠点は計算時間であり，一般に

O(kN2)である．これは外れ値の判定の際に２点間の距離計算

を毎回行うためである．そこで距離計算の回数を減らすための

アルゴリズムとして Cell-Basedアルゴリズムが提案された．

4. 2 Cell-based アルゴリズム

Cell-Basedアルゴリズムでは，オブジェクト間の距離計算の

回数を減らすために，データ集合にセル構造を取り入れる．

4. 2. 1 セ ル 構 造

タプル sj
i = (aj

i1, ..., a
j
ik)は，X1, ...,Xk 軸からなる k次元空

間中の点として表現できる．この k次元空間中を一辺の長さが

l = D

2
√

k
のセルに分割する．X1 軸について x1 番目，...，Xk

軸について xk 番目のセルを Cx1,...,xk と表す．

[性 質 １]

同一セル中のすべての２オブジェクト間の距離は D
2
以下で

ある．

２次元の状態を図 2に示す．対象を中央のセルとし，同一セ

ル内で距離が最大になるのはオブジェクトが O と P にあると

きであり，これはセルの対角線の長さと等しい．従って一般に

セルの対角線が
√

kl =
√

k D

2
√

k
= D

2
であることから性質１は

明らかである．

次に Cx1,...,xk について L1 近傍，L2 近傍を導入する．

[定 義 ３]

Cx1,...,xk に隣接したセルを Cx1,...,xk の L1 近傍とする．

L1(Cx1,..,xk ) =

{Cu1,...,uk | ui = xi ± 1∀1 <= i <= k, Cu1, ..., uk |= Cx1,...,xk}

[性 質 ２]

Cu1,...,uk は Cx1,...,xk の L1 近傍であり，オブジェクト Q ∈
Cu1,...,uk，オブジェクト O ∈ Cx1,...,xk とする．このときすべ

ての OQ間の距離は D 以下である．

２次元の状態を図 3に示す．対象を中央のセルとし，L1 近傍

で距離が最大になるのはオブジェクトが O と Qにあるときで

あり，これはセルの対角線の２倍と等しい．従って一般に OQ

間の距離はセルの対角線 D
2
の２倍の D を超えることはないこ

とから性質２は明らかである．

[定 義 ４]

次に示す式を満たす式を Cx1,...,xk の L2 近傍とする．

L2(Cx1,...,xk ) = {Cu1,...,uk | ui = xi ± ⌈2
√

k⌉∀1 <= i <= k,

Cu1,...,uk ̸∈ L1(Cx1,...,xk), Cu1,...,uk |= Cx1,...,xk}

[性 質 ３]

Cu1,...,uk が Cx1,...,xk の L1 もしくは L2 近傍でなく，



Cu1,...,uk |= Cx1,...,xk であり，オブジェクト R ∈ Cu1,...,uk，

オブジェクト O ∈ Cx1,...,xk とする．このときすべての OR間

の距離は D より大きい．

２次元の状態を図 4 に示す．対象を中央のセルとし，L1 近

傍で距離が最小になるのはオブジェクトが O と Rにあるとき

であり，L1, L2 近傍の厚さと等しい．一般に L1, L2 層の厚さ

をW とすると，W >= 2
√

kl = 2
√

k D

2
√

k
= D であることから

性質３は言える．

図 2 性 質 １ 図 3 性 質 ２ 図 4 性 質 ３

性質１～３から次の性質４を導く．

[性 質 ４]

（ 1） Cx1,...,xk に存在するオブジェクト数がM より多けば，

すべての Cx1,...,xk 内のオブジェクトは DB外れ値ではない．

（ 2） Cx1,...,xk ∪ L1 (Cx1,...,xk)に存在するオブジェクト数

が M より多ければ，すべての Cx1,...,xk 内のオブジェクトは

DB外れ値ではない．

（ 3） Cx1,...,xk ∪L1 (Cx1,...,xk )∪L2 (Cx1,...,xk)にに存在す

るオブジェクト数がM 以下であれば，すべての Cx1,...,xk 内の

オブジェクトは DB外れ値である．

ここで (1) のセルを red，(２) のセルを pink，(３) のセル

を yellow，(１)～（３）以外でセル内にオブジェクトが存在す

るセルを whiteとする．本稿ではこのセルの色を決定する判定

を”セル外れ値判定”と呼ぶ．この判定を用いて，次節に示す

アルゴリズムで外れ値を検出する．

4. 2. 2 アルゴリズム

表 2は Cell-Basedアルゴリズムである．2.でオブジェクト

を該当するセルに量子化する．3.ではオブジェクト数がM を

超えるセルを redとする (性質４ (1))．4.では L1 近傍に red

セルがあるものを pinkとする (性質４ (1))．それ以外の性質４

(２)を満たすセルは 5bで pink とする．5c2で性質４ (３)を

満たすセルを yellow とし，セル内のすべてのオブジェクトを

外れ値とする．

最後に 5c3で，性質４の (１)～(３)のすべてを満たさなかっ

た whiteセル (Cω)に対してのみオブジェクト毎の外れ値判定

を行う．本稿でこの外れ値の判定を”オブジェクト外れ値判定”

と呼ぶ．すべてのオブジェクト P ∈ Cω に対して，L2 近傍に

存在するセルのオブジェクト Qとの距離を計算し，D 近傍に

存在するオブジェクトの数を数える．ただし，自身のセルと L1

近傍内は必ず D 近傍であるため，あらかじめ 5c3iでカウント

しておく．D 近傍に存在するオブジェクトの数がM を超えた

時点で P は外れ値ではないと判定する．L2 近傍の全オブジェ

クトを走査しても，D 近傍にオブジェクトがM 個以下であれ

ば，P は外れ値であると判断する．

表 2 Cell-Based アルゴリズム

1. For q ← 1, 2, .., m, Countq ← 0

2. For each オブジェクト P , do:

対応するセル Cq を特定し，P を Cq に保存する．Countq

を１増やす

3. For q ← 1, 2, ..., m, if Countq > M , Cq を red とする．

4. For each red セル Cr, do:

Cr の L1 近傍で，red でないセルを pink とする．

5. For each 空でなく，色がついていない セル Cw, do:

a. Countω2 ← Countω + Σi∈L1(Cω)Counti

b. If Countω2 > M，Cω を pink にする．

c. Else

1. Countω3 ← Countω2 + Σi∈L2(Cω)Counti

2. If Countω3 <= M , Cω を yellow とし，Cω 内の全ての

　 オブジェクトを外れ値とする．

3. Else for each オブジェクト P ∈ Cω , do:

i. CountP ← Countω2

ii. For each オブジェクト Q ∈ L2(Cω), if(dist(P, Q) <=

D):

CountP を 1 増やす．CountP > M になったら P は

外れ値ではないと判断し，次のオブジェクトへの処理

(5c3) を開始する．

iii. P を外れ値とする．

このアルゴリズムでは，4.2.1 のセルの性質を用いてセル毎

に外れ値か否かの判断をする．これによりオブジェクト毎に距

離を計算して判定する回数を減らすことができ，全体の計算量

の削減を可能にする．

5. 提 案 手 法

本章では，我々が提案する連続的 CDB外れ値検出のアルゴ

リズムを示す．

CDB外れ値を検出する最も単純な手法は，前章の DB外れ

値検出アルゴリズムを単位時間毎に実行して CDB外れ値を検

出することである．つまり，現在時刻 tM の外れ値を検出する

際はデータ集合 SM の全オブジェクトに対して DB外れ値の検

出手法を適用する．しかし，実際には SM と SM−1 における

データ分布には類似した部分も多く，全オブジェクトを対象に

一からすべての外れ値検出処理を行うのは無駄なことも多い．

そこで我々が提案するアルゴリズムでは，tM−1 での CDB 外

れ値と tM−1 から時刻 tM 間に移動したオブジェクトとその周

辺オブジェクトのみに対する最小限の処理から tM での CDB

外れ値を検出することを可能にする．

この手法を実現するにあたり，4.2の Cell-Based アルゴリズ

ムを使用する．

5. 1 準 備

提案手法では，時系列データの初回データ (S1) をのぞく２回

目以降のデータ集合を対象とする．ただし，S1 に対する外れ値

検出は Cell-based アルゴリズムを使用し，各セルは L1 近傍の

オブジェクト数CountL1，L2近傍のオブジェクト数CountL2，

4.2.1で示したセルの色の情報を持つこととする．

tM におけるデータ集合SM は，SM−1と，tM−1から tM の間



図 5 ケース [1a] 図 6 ケース [1b]

図 7 ケース [2a] 図 8 ケース [2b]

に状態が変化がしたオブジェクト (移動オブジェクト)とその最

新の状態の集合 ∆M = {(Oi, s
M
i ) | 1 <= i <= N ∧ sM−1

i |= sM
i }

から作成する．

5. 2 外れ値検出対象セル

提案手法では Cell-Based アルゴリズムを用いたセル毎の外

れ値判定を行う．従って，全オブジェクトは移動の有無にかか

わらず，必ず SM でのセルの外れ値判定に従うため，SM での

セル構造を更新する必要がある．ただしこのとき，tM−1 での

CDB外れ値と ∆M を用いることとする．そして，セル構造の

更新により，tM−1 と tMで 外れ値の判定が変わる可能性のあ

るセルを特定する．

Cell-Based アルゴリズムで外れ値として検出するのは，

yellowセル内の全オブジェクトまたは，whiteセル内の外れ値

オブジェクトである．つまり我々が検出すべきものは yellowセ

ルの集合と whiteセルの外れ値オブジェクトの集合である．そ

れぞれを本稿では OutlierCells，OutlierObjectsと呼ぶ．

従って，もし tM−1 と外れ値判定が変わるものがあるのなら

ば，(１)セルの色が変化したセル，もしくは，(２)whiteセル

内のオブジェクトで，自身または L2 近傍のオブジェクトが変

化したオブジェクトである (表 2.5c3より)．

そこで外れ値の再判定が必要とされるセルは以下の (１)(２)

による．

(１)セルの色が変化したセル

[ 1a ] : セルを移動したオブジェクトが存在するセル

[ 1b ] : L1 近傍または L2 近傍にセルを移動したオ

ブジェクトが存在するセル

図 5，6で示す２次元の例を用いて説明する．ただし三角形

のオブジェクトが移動オブジェクトとする．

図 5 は [1a] の例である．セルを移動したオブジェクトが存

在すれば，セル内のオブジェクト数が変わり，セル外れ値判

定 (4.2) が変わる可能性がある. 図 6 は [1b] の例である．L1

近傍または L2 近傍にセルを移動したオブジェクトが存在すれ

ば，CountL1 または CountL2 が変更され，セル外れ値判定が

変わる可能性がある．これらのセル外れ値判定の変化に伴い

外れ値判定が変更する可能性がある．ここで色の変化に伴う

OutlierCells(oc)，OutlierObjects(oo)の更新を表 3に示す．

表 3 外れ値の更新

HHHHHHtm−1

tM
red pink yellow 　 white

red 　 × × oc へ追加 white 処理

pink 　 × × oc へ追加 white 処理

yellow oc から削除 oc から削除 ×　 oc から削除

white 処理

white oo から削除 oo から削除 oc へ追加 white 処理

oo から削除

yellow から非 yellow に変化したセルは OutlierCells から

削除し，非 yellowから yellowに変化したセルはOutlierCells

に追加する．tM で非 whiteセルに属する全てのオブジェクト

は OutlierObjectsに存在してはならないので，非 whiteセル

内のすべてのオブジェクト (セルを移動したオブジェクトも含

む)を OutlierObjectsから削除する．また，ここで言う white

処理とは 4.2で示した whiteセルに対するオブジェクトごとの

外れ値判定である．whiteセルに関しては，元の Cell-Basedア

ルゴリズム同様に white 処理を行い，OutlierObjects の更新

を行う必要がある．

(2)自身または L2近傍に移動オブジェクトが存在するwhite

セル

[2a] : セル内に状態変化オブジェクトが存在し，L2近

傍に whiteセルが存在するセル

[2b] : セル内に状態変化オブジェクトが存在するwhite

セル

図 7 は [2a] の例である．セル内に移動オブジェクトが存在

し，L2 近傍に white セル (Cw) が存在するセルは，移動オブ

ジェクトにより，Cw のオブジェクトの D近傍内のオブジェク

ト数が変わり，オブジェクト外れ値判定の変更の可能性がある．

図 8は [2b]の例である．セル内に移動オブジェクトが存在す

る whiteセルは，移動オブジェクトの D 近傍の範囲が変わる

ため，オブジェクト外れ値判定が変更される可能性がある．

[1a][1b][2a][2b] で示したセル中のオブジェクトを再判定処

理の対象とする．再判定処理内容は上記の [1a][1b][2a][2b] で

異なることと，それぞれにセルの重複があることを考慮して，

[1a][1b][2a][2b]のセルを次のように分類する．

タイプ A: [1a]のセル

タイプ B: [1b]のセルでタイプ Aでないもの

タイプ C: [2a]のセルでタイプ Aでないもの

タイプ D: [2b]のセルでタイプ A，Bでないもの



以上のセルのみを CDB外れ値検出の対象セルとし，次節に

示すアルゴリズムで処理を行う．

5. 3 アルゴリズム

アルゴリズムを表 4に示す．入力は∆M，出力はOutlierCells

と Outlierobjectsである．

1.では移動オブジェクトのセルを更新する．次に 2.で，外れ

値の再判定を行うべきセルを特定する．3.ではオブジェクト数

が変更されたセルの L1，L2 近傍のセルの CountL1, CountL2

をそれぞれ変更する．4.では 5.2の [1a], [1b]に基づき，セル外

れ値判定を行いセルの色を更新する．次に更新されたセルの色

を基に，表 3で示した外れ値の更新を行う．5.では 5.2の [2a]

に基づき，L2 近傍の whiteセルのオブジェクト外れ値判定を

行う．ただし，4. ですでに外れ値の更新を行ったセルは除く．

whiteセルのオブジェクト外れ値判定を行い，OutlierObjects

の更新を行う．また，ここでオブジェクト外れ値判定を行った

whiteセルは以後外れ値判定を行う必要がないので，Dのラベ

ルが付いていたらはずす．6. では 5.2 の [2b] に基づき，オブ

ジェクト外れ値判定と OutlierObjects の更新を行う．最終的

な OutlierCells内のオブジェクトと OutlierObjectsを CDB

外れ値とする．

6. 実 験

本実験では提案手法による処理速度の向上を検証する．

実験に使用したのは，AMD Athlon(tm) 64× 2 Dual Coure

Processor 3800+ 2GHzの CPUと 1982MBのメインメモリを

持つ Microsoft Windows Vistaマシンで，Java 1.6.0 02で実

装した．

本章ではまず比較手法を説明し，次に実験に使用したデータ

の概要を説明した後，処理時間比較の実験と考察を行う．

6. 1 比 較 手 法

本実験では次の二つの DB 外れ値の手法を提案手法と比較

した．

（ 1） 単位時間毎に Cell-Based アルゴリズムを行う手法

(CellBased Method，CMと略記)

（ 2） 移動オブジェクトとその最新の状態の集合∆M を用い

て最小限の Simpleアルゴリズムを行う手法 (Simple Method，

SMと略記)

(１)は 4.2で述べた通りである．(２)は移動オブジェクトとそ

の最新の状態の集合と，各移動オブジェクトが外れ値の判定に

関わるオブジェクトのみに Simpleアルゴリズムを行う手法で

ある．なお，元々の Simpleアルゴリズムを毎回繰り返す手法

では明らかに計算量が膨大になってしまい，比較にならないた

め比較対象とはしなかった．

6. 2 データの概要

本実験では移動オブジェクトの動きをシミュレートするシミュ

レータ MobiREAL（注1）から生成した２種類のデータを使用し

た．処理時間や振舞いの特徴を定量的に測るための基本データ

（注1）：http://www.mobireal.net/index.html

表 4 提案アルゴリズム (tM−1 → tM )

入力: ∆M

出力: CDB 外れ値（OutlierCells, OutlirObjects）

1. For each 移動オブジェクト P ((P, sM
p ) ∈ ∆M ), do:

a. tM のセル CM を特定する. if(CM |= CM−1):

1. CM に P を保存する．

2. CM−1 から P を削除する．

2. For each セル C, do:

a. 5.2 を基にタイプ A, B, C, D のラベルを付ける．

3. For each タイプ A セル CA, if(オブジェクト数に変更がある):

a. CountChange(CA) = Count(CA)M − Count(CA)M−1

b. For each セル CL1 ∈ L1(CA), do:

CountL1(CL1 ) = CountL1(CL1 ) + CountChange(CA)

c. For each セル CL2 ∈ L2(CA), do:

CountL2(CL2 ) = CountL2(CL2 ) + CountChange(CA)

4. For each タイプ A または B のセル CAB , do:

a. セル外れ値判定

b. 外れ値の更新

5. For each タイプ C セル CC , do:

a. For each white セル Cw ∈ L2(CC), if(タイプ A または

B でない):

1. For each オブジェクト P ∈ Cw, do:オブジェクト外れ値判

定

i. If((P が外れ値) かつ (P ̸∈ OutlierObjects)):

P を OutlierObjects に追加する．

ii. Else if((P が外れ値でない)かつ (P ∈ OutlierObjects)):

P を OutlierObjects から削除する．

2. タイプ D のラベルがあれば削除する．

6. For each タイプ D セル CD, do:

a. For each 状態変化オブジェクト P ∈ CD, do:オブジェクト

外れ値判定

1. If((P が外れ値) かつ (P ̸∈ OutlierObjects)):

P を OutlierObjects に追加する．

2. Else if ((P が外れ値でない)かつ (P ∈ OutlierObjects)):

P を OutlierObjects から削除する．

表 5 関数 セル外れ値判定

1. if(セルのオブジェクト数 Countω > M), red とする．

2. else if(CountL1 + Countω > M), pink とする．

3. else if(CountL2 + CountL1 + Countω <= M), yellow とす

る．

4. else white とする．

と，より現実的なシチュエーションを想定したアミューズメン

トパークでの人の行動のシミュレーションデータ (APデータ)

の両者を用いて実験を行った．

6. 2. 1 基本データ

図 9は，基本データのシミュレーションの様子である．各点

は各オブジェクトを表している．範囲は 700[m] × 700[m] で

ある．

基本的には全オブジェクト数を 10000，単位時間 (1秒間)あ

たりに移動する移動オブジェクトの割合を 50[%]，移動オブジェ

クトの平均速度を 1.5[m/s]，D = 15[m]，p = 0.9995とした．



表 6 関数 オブジェクト外れ値判定

1. Countω ← セルのオブジェクト数

2. Countω ← CountωL2 + CountωL1 + Countω

3. For each object P ∈ Cω , do:

a. CountP ← Countω

b. For each object Q ∈ L2(Cω), if(dist(P, Q) <= D):

CountP を 1 増やし，CountP > M になったら P は

外れ値ではないと判断し，次のオブジェクトへの処理を

開始する．

c. P を外れ値とする．
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図 9 基本データ

6. 2. 2 APデータ

実際のアミューズメントパークの地図を基にして作成した

シミュレーションから生成されたデータを使用した．範囲は

800[m]× 600[m]である．

より現実に即した場面を想定したため，基本的な値は，全オ

ブジェクト数を 30000，単位時間 (1秒間)あたりに移動する移

動体の割合を 50%, 移動オブジェクトの平均速度を 1.5[m/s]，

D = 5[m]，p = 0.99992とした．

6. 3 実験結果と考察

２種類のデータに対して，移動オブジェクトの割合，全オブ

ジェクト数，移動オブジェクトの平均移動距離，p，D の値を

変化させて，提案手法 (PMと略記)と比較手法の処理時間を計

測した．

図 10～図 16は基本データでの実験結果である．図 10は単

位時間あたりに移動する移動オブジェクトの割合と処理時間の

関係を示している．SMは圧倒的に処理時間かかり，単位時間

(１秒間)ごとの処理に３０秒以上かかっているため，明らかに

連続的に処理を続けるには不適切である．従って以後の比較で

は CMと PMのみを扱う．

図 11は図 10の CMと PMのみの結果である．移動オブジェ

クトの割合が 100% に達しても PMは CMの 66% 程度の処理

時間に抑えられることがわかる．

図 12 では全オブジェクト数と処理時間の関係を評価した．

CMでは全オブジェクト数が増えるにあたり，処理時間が増え

る．一方 PM では，全オブジェクト数が増えることで移動オ

ブジェクトの値が増加するため，処理時間が増えていると推測

できる．互いに計算時間は増えたため順位の変動は起こらな

かった．

図 13では移動オブジェクトの平均移動距離を変えて実験を
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図 10 基本データ: 全オブジェクト数に対する移動オブジェクト割合

の変化による評価
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図 11 基本データ: 全オブジェクト数に対する移動オブジェクト割合

の変化による評価
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図 12 基本データ: 全オブジェクト数の変化による評価
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図 13 基本データ: 移動オブジェクトの平均移動距離の変化による

評価

行ったが，CM，PM共に処理時間に変化はなく，PMは CM

の 70% 程度であった．

図 14は，pの値のと処理時間の関係を表している．pの値が

大きくなるとM が小さくなり，CM，PM共に処理時間は減る

が，特に影響を受けるのが PMであることがわかる．
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図 14 基本データ: p の変化による評価
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図 15 基本データ: D の変化による評価
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図 16 基本データ: D の変化による提案手法での処理セルの変化

図 15で Dの値を変化させたところ，注目すべき結果が得ら

れた．D = 30を超えたあたりで CMの処理時間が PMの処理

時間を下回った．これは図 16から見てとれるように，D = 30

を超える辺りからすべてのセルの数と PMで処理を行ったセル

の数がほぼ等しくなるからである．つまり PMでは処理を行う

セルの数がすべてのセルの数とほぼ等しくなると，CMよりも

処理時間がかかってしまうことがわかった．

次に APデータでの結果を図 17，図 18に示す．オブジェク

ト数や各パラメタをより現実的なシチュエーションに想定した

結果では，基本データの結果よりも２つの手法による処理時

間に差が開いた．PMは現実的な想定でも有効であることがわ

かった．

7. お わ り に

本稿では時系列データに対する連続的な外れ値検出手法を提

案した．数ある外れ値検出の手法の中で最も簡潔で一般的な手

法である DB外れ値検出手法を用いた．DB外れ値の最大の欠

点である計算量を減らすためのアルゴリズムである Cell-Based
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図 17 AP データ: 全オブジェクト数に対する移動オブジェクト割合

の変化による評価
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図 18 APデータ: 移動オブジェクトの平均移動距離の変化による評価

アルゴリズムを基に，時系列のデータに対して，差分処理を行

うアルゴリズムを提案した．また，２種類の人工データを用い

た実験を行い，提案手法の妥当性を評価した．

今後の課題として，高次元データへの対応や処理セルが増加

した際のハイブリッド対応が挙げられる．
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