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カテゴリ型レコードデータに対する属性間の相関性を用いた外れ値検出
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あらまし 巨大なデータから珍しいイベントや逸脱したオブジェクト，例外等を発見する技術である外れ値検出は，

幅広い応用範囲を持つことから，近年ますます注目されている．しかし，既存の外れ値検出手法は連続値を属性値と

して持つ数値型データを対象とするものが多い．我々はカテゴリ型の値を属性値として持つカテゴリ型レコードデー

タを対象とし，レコード内に存在する属性値の集合と，本来ならば共起するはずの属性値が，そのレコード内で数多

く観測されない場合に，そのようなレコードを外れ値と見なして検出する手法を提案する．まず本稿では，このよう

なレコードを外れ値として発見するための外れ値度の式を導入する．この外れ値度は，精度評価実験で十分な検出能

力があることが示されている．また，より高速に外れ値レコードを検出するためのアルゴリズムを提示する．実デー

タを用いた実験では，実際に提案手法によって検出された，興味深い外れ値レコードを紹介する．
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Abstract Outlier detection, a data mining technique to detect rare events, deviant objects, and exceptions from

data, has been drawing increasing attention in recent years. Most existing outlier detection algorithms focus on

numerical data sets. We target categorical record databases and detect records in which many attribute values are

not observed even though they should occur in association with other attribute values in the records. To detect

such records as outliers, we provide an outlier degree, which demonstrates sufficient detection performance in ac-

curacy-evaluation experiments compared with the probabilistic approach used in a related work. We also propose

an efficient algorithm for detecting such outlier records. Experiments using real data sets show that our method

detects interesting records as outliers.
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1. は じ め に

情報技術の発達に伴い，ディジタルデータは多様化，巨大化

の一途を辿っている．膨大な量のデータを人手で検証し，重要

な情報を特定することは不可能であることから，データから有

益な情報を体系的に抽出するデータマイニング技術は，必要不

可欠である．巨大なデータから珍しいイベントや逸脱したオブ

ジェクト，例外等を発見する技術である外れ値検出は，幅広い

応用範囲を持つことから，近年ますます注目されている．しか

し，既存の外れ値検出手法は連続値を属性値として持つ数値型



データを対象としたものが多い [1]～[10]．我々はカテゴリ型の

値を属性値として持つカテゴリ型レコードデータを対象とし，

レコード内に存在する属性値の集合と，本来ならば共起するは

ずの属性値が数多く観測されないようなレコードを，外れ値と

見なして検出する手法を提案する．本稿ではこのようなレコー

ドを外れ値として発見するために，属性間の相関性に基づく外

れ値度を導入する．属性間の相関性を表す情報として，入力レ

コードデータから生成される高い確信度を持つ相関ルールを利

用する．

また，我々の想定する外れ値レコードを検出するための，もっ

ともナイーブな検出手法であるブルートフォースアルゴリズム

は，処理にかなりの時間がかかることから，本稿ではより効率

的な検出アルゴリズムを提示する．提案アルゴリズムは，処理

高速化のための二つの工夫と，入力データ中に外れ値が存在し

ない場合に処理を途中で中止するファストパス (fast path) を

取り入れたものである．

さらに，実データを用いた実験で，次の三つの有効性を示す．

(i) 提案外れ値度は，関連研究で提案されている確率的な検出

手法 [14] と比較して，十分な検出精度を得る能力がある．(ii)

提案手法が実際に外れ値として説得力のあるレコードを検出し

うる．(iii) 提案アルゴリズムが，ブルートフォースアルゴリズ

ムと比べてはるかに高速である．

以下，本稿の構成は次のようである．2.で本研究に関連する

研究について言及する．特に精度評価実験で比較対象として用

いる手法 [14]については，より詳しく説明する．3.で本稿で用

いる記述や定義について述べる．4.では属性間の相関性に基づ

く外れ値度の式を導出する．5.では，検出処理を途中でやめる

ファストパスと二つの処理高速化の工夫を取り入れた提案アル

ゴリズムを提示する．6.で実データを用いた実験とその結果を

見せ，7.章でまとめる．

2. 関 連 研 究

これまで，数値を属性値として持つ数値型データを対象とし

た外れ値検出手法が数多く提案されてきた [1]～[10]．これらは

カテゴリ値を属性値として持つカテゴリ型レコードデータを対

象としている本研究とは，着目しているデータが異なっている．

一方で，カテゴリ型レコードデータに対して外れ値や例外と

なるレコードを検出する手法も，いくつか研究されている [11]～

[14]．ベイジアンネットワークに基づく手法では，確率モデル

を立ててレコードの尤度を推定し，尤度値が非常に小さいレ

コードを例外として検出する [11], [12]．Chanらは本研究と同

様，相関ルールを利用した検出手法を提案している [13]．しか

し，我々が提案する外れ値度が確率的な計算を必要としない

一方で，彼らは確率論的な考えに基づき外れ値度を導出して

いる [13]．Dasらもまた，確率的な計算に基づき例外となるレ

コードを検出する手法を提案している [14]．彼らの研究が，我々

の知る限り最も新しい関連研究である．Dasらは検出精度評価

実験で，Chanらの手法 [13]を比較対象に用い，検出能力にお

いて手法の優位性を示している．そこで本稿では Dasらの確率

的手法 [14]を，検出精度評価実験における比較対象として用い

ることとする．以下で Dasらの手法について概説する．

Dasらは，滅多にない属性値集合の組み合わせを持つレコー

ドが例外であるとして，このようなレコードの起こる確率を推

定することで，例外レコードを特定しようとしている．彼らは

まず，与えられた学習データの中から，あらゆる属性値の集合

の出現数，すなわちその属性値集合を含むようなレコードの数

を数え上げる．そして，テストレコード中のあらゆる属性値集

合 A，B のペアに対し，周辺確率の比 P (A,B)
P (A)P (B)

を計算し，最

も小さな値を示すペアの比を，そのレコードの正常度 (r-value)

として得る．もし計算された r-valueが，ユーザが与えるしき

い値 α以下ならば，そのレコードは例外と判断される．周辺確

率 P (A, B)，P (A)，P (B)は，属性値集合 A，B，A∪B をそ

れぞれ含むレコードの，学習データ上の数から推定される．し

かし一般に，データ中に存在する属性値集合は大量であるので，

可能な全ての属性値集合のペアに対して周辺確率の比 P (A,B)
P (A)P (B)

を計算していては，時間的コスト，空間的コストともに莫大と

なる．そこで，彼らはパラメタ k を与え，k を超える集合濃度

の属性値集合に対しては，比の計算を行わないこととしている．

3. 準 備

ここでは，本稿で用いる記述や定義について説明する．カテ

ゴリ型レコードデータ DB はレコードの集合である．|DB|は
DBの集合濃度を表し，全てのレコードの数である．nを，DB

に存在する全属性の数とする．レコード t ∈ DB はタプルであ

る．t[A]は，属性 Aの，レコード tにおける値である．

今，A を属性，a を A の属性値とする．ペア (A, a) を一

つのアイテムと見なすと，カテゴリ型レコードデータは，n

個のアイテムから成るアイテム集合の集合と見なすことがで

きる．Ai を DB 上の i 番目の属性 (1 <= i <= n) とすると，

レコード t からマッピングされるアイテム集合 map(t) は，

map(t) = {(Ai, t[Ai])|1 <= i <= n}で定義される．アイテム集合

Xのサポート sup(X)は
{t|t∈DB∧X⊂

=map(t)}
|DB| で得られる．最小

サポート msupに対して，sup(X) >= msupであるならば，X

を頻出アイテム集合であるとする．極大頻出アイテム集合とは，

全ての頻出アイテム集合の集合の中で，超集合を持たない頻出

アイテム集合のことである．アイテム集合 X，Y (X ∩ Y = ∅)
に対して，記述 X → Y は相関ルールである．左辺のアイテム

集合 X を前提部，右辺のアイテム集合 Y を結論部と呼ぶ．相

関ルールの確信度 conf(X → Y )は，sup(X∪Y )
sup(X)

で計算される．

最小確信度 mconf に対して，条件 conf(X → Y ) >= mconf

を満足する相関ルール X → Y を，本稿では高確信度ルールと

呼ぶ．

上記のように定義される相関ルールは，明らかに，レコード

データDB における属性間の相関性に対応してる．本稿ではこ

の相関ルールを外れ値度の計算のために用いる．

一般に，ある値 aばかりが極端に頻出し，他の値がほとんど

発生しないような非対称な属性 A が DB 上に存在するとき，

真に意味のある相関ルールが，頻出する aの存在に隠されて発

見できないことがある．本手法では，このような非対称性のあ



るデータからも有益な外れ値を検出できるように，レコードを

アイテム集合にマッピングする際に次のようなオプションを用

意する．

[マッピングオプション] Aを属性，a，bをそれぞれ Aの異な

る属性値とする．極端に頻出する a に関するアイテム (A, a)

を無視し，アイテム (A, b)のみを考慮してレコードをアイテム

集合にマッピングする．

4. 外 れ 値 度

我々が想定する外れ値レコードは，そのレコードに現われて

いる属性値の集合と，本来なら共起するはずの属性値が数多く

観測されないようなレコードである．このようなレコードを

発見するために，本稿では高い確信度を持つ相関ルールを利

用する．確信度 conf(X → Y )は X が起こったときに同時に

Y が起こる確率に等しいので，明らかに，確信度値が大きい

とき，属性値の集合 {a|(A, a) ∈ X} に対して，属性値の集合
{b|(B, b) ∈ Y }は共起する傾向にある．つまり，あるレコード
tで，全てのペア (A, a) ∈ X に対して t[A]が属性値 aである

ならば，同時に全ての (B, b) ∈ Y に対しても t[B] = bとなる

はずであり，tで観測されない bが存在することは稀であると

考えられる．このような属性間の相関性に反するような bが多

く存在するレコードが，外れ値であると考える．

［定義 1］ 非充足相関ルール

R を相関ルールの集合，Z をアイテム集合とする．ある相関

ルール X → Y ∈ R が，X⊂
=Z であり，Y * Z であるとき，

X → Y ∈ Rを Z の非充足相関ルールと呼ぶ．

今，レコード tに対応するアイテム集合 map(t)の非充足相

関ルールを完全に被覆する次のようなアイテム集合を考える．

［定義 2］ 相関性被覆

t をレコード，R を相関ルールの集合とする．Ct
0 = map(t)

としたとき，tの相関性被覆は次のような処理で得られるアイ

テム集合 Ct
+ である．

Ct
i+1 = Ct

i
∪(∪

X→Y ∈R,X⊂=Ct
i

Y

)
Ct

+ = Ct
∞

定義 2より，レコード tの相関性被覆は，非充足相関ルール

が数多く存在するほど大きくなり，tに対応するアイテム集合

map(t) とかけ離れていく．本稿では高い確信度値を持つ相関

ルールを想定しているので，相関性被覆が元と比べて大きくな

るような tほど，逸脱していると考える．

［定義 3］ 外れ値度

レコード tの外れ値度は od(t) = |Ct
+−map(t)|
|Ct

+| で定義される．

［定義 4］ 外れ値レコード

しきい値modに対して，od(t) >= modであるとき，レコード

tを外れ値と見なす．また，このようなmodを最小外れ値度と

呼ぶ．

表 1 ブルートフォースアルゴリズム

入力: DB, msup, mconf , mod

出力: a complete set of outliers O

1. 頻出アイテム集合の集合 F をマイニング;

2. F から高確信度ルールの集合 R を生成;

3. O = getOutliers(DB, R);

表 2 関数 getOutliers

Function getOutliers(レコード集合 DB, 相関ルール集合 R)

1. O = ∅;
2. foreach t ∈ DB

3. Ct
0 = map(t);

4. i = 0, R′ = R;

5. until Ct
i が成長をやめる

6. TMP = ∅;
7. foreach r = X → Y ∈ R′

8. if X⊂
=Ct

i then

9. Y を TMP に加え，r を R′ から削除;

10. Ct
i+1 = Ct

i ∪ TMP , i + +;

11. od(t) =
|Ct

i−map(t)|
|Ct

i|

12. if od(t) >= mod, then t を O に加える;

13. return O

5. 外れ値検出アルゴリズム

最初に，我々が想定する外れ値レコードを検出する手法とし

て，最もナイーブなアルゴリズムを表 1に示す．頻出アイテム

集合をマイニングし (1行目)，そこから高確信度ルールを生成

する (2行目)．得られたルールを引数として，関数 getOutliers

を呼び出してレコードの外れ値度を計算し，外れ値レコードを

出力する．関数 getOutliersのアルゴリズムは表 2に別途リス

トする．getOutliers は各レコード t ∈ DB に対して，定義 2

で定めた処理に基づき相関ルール集合 R 内の全ての相関ルー

ルをチェックしながら，相関性被覆を作成する．

提案手法では，頻出アイテム集合をマイニングするためのし

きい値最小サポート (msup)，高確信度ルールを生成するため

のしきい値最小確信度 (mconf)，そして外れ値を検出するた

めのしきい値最小外れ値度 (mod)の，3つのパラメタを必要と

する．予備実験から，提案外れ値度は msupや mconf の値に

依存してかなり変動することが分かっており，あるmsup値と

mconf 値に対して不適切なmod値を与えれば，外れ値レコー

ドが全く検出されない結果に終わることもありえる．時間とリ

ソースを無駄にしないためにも，そのようなケースをいち早く

発見し，処理を中止することは重要である．そこで本稿では，

DB 内に外れ値レコードが全く存在しない場合に，処理を途中

で終了するファストパスを提供する．

さらに，ブルートフォースアルゴリズムの計算オーダーはレ

コードの集合DBと相関ルールの集合Rに対してO(|DB|×|R|)
であり，一般に |DB|と |R|が巨大であることから，処理には
時間がかかると考えられる．そこで処理の高速化を目的として，

外れ値度の計算が真に必要とされるレコードの絞り込みと，計

算に必要でない冗長な相関ルールを削除する工夫を取り入れる．



以下では，まず最初にファストパスについて説明し，次に処

理を高速化するための二つの工夫について言及する．

5. 1 不適切なパラメタに対するファストパス

以下に示す外れ値度の性質により，我々は頻出アイテム集合

をマイニングした時点で，入力データ中に与えられたパラメタ

に対する外れ値が存在しないケースを検出することが可能で

ある．

［性質 1］ レコード tに対し，外れ値度 od(t)は |Ct
+|が大き

くなるにつれて単調に増加する．

［証明 1］ ある t に対して，od(t) = |Ct
+−map(t)|
|Ct

+| は，x を変

数，cを定数としたときの関数 x−c
x
に等しくなる．この関数は

単調増加関数であるため，定義 1は正しい．

ファストパスのアプローチはマッピングオプションを使わな

い場合と，使う場合とでいささか異なる．ここではまず，マッ

ピングオプションを使わないケースを考える．このとき，全て

のレコード tは |map(t)| = nであることを特記しておく．

［定義 5］ 最大増分

F を全ての頻出アイテム集合の集合とする．このとき，アイ

テム集合 I>=2 = {i|X∈F ∧ |X|>=2∧ i∈X}を最大増分と呼ぶ．

［性質 2］ あらゆるレコード tに対して，Ct
+−map(t)⊂=I>=2 が

必ず成り立つ．

［証明 2］ R0 を確信度値が 0%以上の全ての相関ルールの集合

であるとする．任意の Z0 → W0 ∈ R0 に対して，アイテム集

合 X = Z0 ∪ W0 は，必ず |X| >= 2 である．このとき，相関

ルールが F の要素アイテム集合から生成されることを考えれ

ば，{X}⊂=F は自明である．また，最小確信度 mconf >= 0%

で生成される高確信度ルールの集合 Rは，明らかに R⊂
=R0 で

あることから，任意の Z → W ∈ R に対するアイテム集合

Y = Z ∪W とX の間には，{Y }⊂={X}の関係が成り立つ．以
上のことから，レコード tに対して，仮に全ての Z → W ∈ R

が非充足相関ルールであった場合でも，Ct
+−map(t) は高々

Ct
+−map(t)⊂=I>=2 である．

［性質 3］ 頻出アイテム集合の集合 F に対して，|I>=2| <
mod

1−mod
n であるならば，あらゆるレコード t の外れ値度 od(t)

は常に od(t) < mod．

［証明 3］ 全てのレコード tの |map(t)|が nであること，性質

1，性質 5から，これは明らかである．

以上の性質から，頻出アイテム集合をマイニングする段階で，

同時に |I>=2|を得，もし |I>=2| < mod
1−mod

nであるならば，デー

タ中には外れ値レコードが存在しないものとして，処理を途中

で終了する．

マッピングオプションを用いる場合は，nの代わりに最大濃

度 nmin = mint∈DB |map(t)|を用いる．
5. 2 候補外れ値レコードの絞り込み

外れ値になる見込みのないレコードを外れ値度を計算する前

に刈り取ることで，処理速度の向上が期待できる．このような

候補外れ値レコードの絞り込みは，外れ値度の上限を求めるこ

とで可能となる．

［定義 6］ 極大相関性被覆

M を最小サポート値msupに対する全ての極大頻出アイテム

集合の集合，tをレコード，MCt
0 = map(t)とする．tに対し

て次の処理により得られるアイテム集合MCt
+ を，tの極大相

関性被覆と呼ぶ．

MCt
i+1 = MCt

i
∪(∪

X∈M,X∩MCt
i |=∅

X

)
MCt

+ = MCt
∞

［性質 4］ M を最小サポート値msupに対する全ての極大頻出

アイテム集合の集合，MCt
+ をM におけるレコード tの極大

相関性被覆とする．このとき，MCt
+ は最小サポートがmsup

で，mconf = 0のときの tの相関性被覆に等しい．

［証明 4］ あるレコード tとm ∈ M に対して，map(t)∩m |= ∅
であるとき，X を map(t) ∩ m，Y を m − X とすると，相関

ルール X → Y は mconf = 0%のときの高確信度ルールの集

合 R0 の中に，必ず含まれている．よって，上記性質は正しく

成り立つ．

性質 1と性質 4から，外れ値度の上限が次のように得られる．

［定義 7］ 外れ値度の上限

Rを高確信度ルールの集合，M を極大頻出アイテム集合の完

全集合であるとする．レコード t の外れ値度の上限 odmax(t)

は，odmax(t) = |MCt
+−map(t)|

|MCt
+| で得られる．

極大頻出アイテム集合の集合M は，頻出アイテム集合をマ

イニングする際に得ることができる．これを用いて，外れ値度

の計算を行う前に全てのレコードを一度チェックし，外れ値度

の上限 odmax(t)を計算し，odmax(t) < modであるレコード t

は，外れ値レコードに成り得ないために，事前に刈り取る．一

般に，|M |は |R|に比べて非常に小さいことから，M を用いた

レコードの絞り込みを行うことで処理速度の向上が期待できる．

ここで，例を用いて実際に外れ値度とその上限を計算する様

子を見せる．表 3 は，各レコードが一匹の動物の生態を表す

レコードデータである．このデータを構成する属性の情報が，

表 4に示されている．さらに表 5には，msup = 30%を与えた

ときに表 3 から得られる全ての極大頻出アイテム集合を示す．

マッピングオプションを用いて，全てのブール値属性の値 Fに

対するアイテムを無視した場合，レコード t3 に対応するアイ

テム集合はmap(t3) = {(# of Legs, 4), (Toothed, T), (Eggs,

表 3 動物の生態データ

ID タプル

t1 F 2 F T T F

t2 F 6 F T T F

t3 F 4 T T F T

t4 F 0 T T F F

t5 T 4 T F F T

t6 F 6 F T T F

t7 T 4 T F F F

t8 F 2 F T T F

t9 T 4 T F F F

t10 F 6 F T T F

表 4 属 性 情 報

ID 属性 属性値

A0 Milk ブール値

A1 # of Legs 非バイナリ値

A2 Toothed ブール値

A3 Eggs ブール値

A4 Airborne ブール値

A5 Aquatic ブール値



T), (Aquatic, T)}である．ここから，MC+
t3
と C+

t3
は次のよ

うになる．

MC+
t3

= {(# of Legs, 4), (Toothed, T), (Eggs, T), (Aquatic, T),

(Milk,T), (Airborne, T), (# of Legs, 6)}.

C+
t3

= {(# of Legs, 4), (Toothed, T), (Eggs, T), (Aquatic, T),

(Milk,T), (Airborne, T)}.

よって，odmax(t3) = 0.43であり，od(t3) = 0.33である．

5. 3 冗長ルールの除去

高確信度ルールの集合 Rの中には，相関性被覆の作成に冗長

なルールが存在している．このようなルールは，外れ値度の計

算には必要ないので，あらかじめ除去することとする．

再び表 3の例を用いて説明する．msup = 30%と mconf =

70%が与えられたとき，表 6に示されるような高確信度ルール

の集合が得られる．ただし，確信度が 100%である相関ルール

は，非充足相関ルールになりえず相関性被覆の成長に貢献する

見込みがないため，表 6には示さない．このとき，rule3 があ

るため，rule1 は相関性被覆の成長になんら貢献することがな

い冗長なルールである．同様に，rule2 も rule3 に対して冗長

である．

［定義 8］ 冗長ルール

R を相関ルールの集合とする．相関ルール X → Y ∈ R は，

次の二つの条件のうち少なくともいずれか一つを満たすような

他の異なる相関ルール V → W ∈ R が存在するとき，R にお

いて冗長ルールであると言える．

(i) V ⊂ X ∧ V ∪ W = X ∪ Y .

(ii) V = X ∧ W ⊃ Y .

高確信度ルールを生成する処理の中で，我々は定義 8で定義さ

れる冗長ルールを全て除去し，残りの高確信度ルールだけを相

関性被覆の作成に利用する．このような残りの高確信度ルー

ルの集合を，我々は最小ルール集合と呼ぶ．表 6の場合，最小

ルール集合は {rule0, rule3, rule4}である．
レコード t に対し，Ct

+ を相関ルールの集合 R によって

作成された相関性被覆，Ct,min
+ を R に対する最小ルール

集合 Rmin から作成された相関性被覆とする．このとき必ず

Ct,min
+ = Ct

+ である．

5. 4 外れ値レコード検出アルゴリズム

これまでで説明したファストパスと二つの処理速度向上のた

表 5 極大頻出アイテム集合

極大頻出アイテム集合

{(Milk,T), (# of Legs, 4), (Toothed, T)}

{(# of Legs, 6), (Eggs, T), (Airborne, T)}

表 6 生成されるルール

ID 高確信度ルール

rule0 {(Toothed,T)}→{(# of Legs,4)}
rule1 {(# of Legs,4)}→{(Milk,T)}
rule2 {(# of Legs,4),(Toothed,T)}→{(Milk,T)}
rule3 {(# of Legs,4)}→{(Milk,T),(Toothed,T)}
rule4 {(Eggs,T)}→{(Airborne,T)}

めの工夫を取り入れた提案アルゴリズムを，表 7に示す．

1行目で，提案アルゴリズムは頻出アイテム集合をマイニン

グすると共に，全ての極大頻出アイテム集合と最大増分の集合

濃度 |I>=2|を得る．頻出アイテム集合をマイニングしながら極
大頻出アイテム集合を得るために，我々は FP-growth アルゴ

リズム [15]を改良したものを実装した．これは，[17]で提案さ

れている MFI-tree と subset-checking メソッドを利用したも

のである．|I>=2| < mod
1−mod

nであるならば，与えられたパラメ

タに対する外れ値レコードは存在しないものとして処理を中止

する (3行目)．5-7行目で，外れ値の候補レコードの絞り込み

を行う．外れ値度の上限を計算する手順は，外れ値度を計算す

る手順と非常に良く似ているため，ここではスペースの関係上，

説明を省く．

10-15行目で，高確信度ルールを生成しながら最小ルール集

合を得るための処理が行われている．高確信度ルール生成のア

表 7 提案アルゴリズム

入力: DB, msup, mconf , mod and n (or nmin)

出力: 外れ値レコードの完全集合 O

1. 頻出アイテム集合の集合 F，極大頻出アイテム集合の集合M，

|I>=2| を得る;

2. /* DB に外れ値が存在しない場合のファストパス */

3. if |I>=2| < mod
1−mod

n then exit;

4. /* 外れ値の候補レコードの集合 C を得る */

5. foreach t ∈ DB

6. t の極大相関性被覆MCt
+ を作成;

7. if odmax(t) >= mod, t を C に加える;

8. if C = ∅ then exit;

9. /* 最小ルール集合 Rmin を得る */

10. foreach lk ∈ F (k >= 2)

11. H1 = {{h ∈ lk}|conf((lk − {h}) → {h}) >= mconf};
12. Rmin = genMinRule(lk, H1);

13. foreach マークのない r1 ∈ Rmin と，異なる r2 ∈ Rmin

14. if r2 が定義 8 の条件 (ii) を満たす，r1 にマークをつける;

15. マークのついているルールを Rmin から除去;

16. O = getOutliers(C, Rmin);

表 8 関数 genMinRule

Function genMinrule(頻出アイテム集合 lk,

集合濃度 m のアイテム集合の集合 Hm)

1. if k > m + 1

2. TMP1 = ∅;
3. Hm+1 = apriori-gen(Hm);

4. foreach hm+1 ∈ Hm+1

5. r = hm+1 → (lk − hm+1);

6. if conf(r) >= mconf then r を TMP1 に加える;

7. else Hm+1 = Hm − hm+1;

8. TMP2 = genMinRule(lk, Hm+1);

9. foreach r1 = X → Y ∈ TMP1

10. foreach r2 = V → W ∈ TMP2

6. if conf(r) >= mconf then appendr to TMP1;

11. if r2 が定義 8 の条件 (i) を満たす

12. r1 にマークをつける;

13. return TMP1 ∪ TMP2;
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図 1 外れ値度の分布

ルゴリズムは基本的に [16]の手法に準じている．関数 genMin-

Rule(表 8)を再帰的に呼び出しながら，まず定義 8の条件 (i)

に当てはまる高確信度ルールを冗長ルールであるとしてマーク

する．表 8の 3行目で呼び出される apriori-genは，Hm から

集合濃度が m + 1 の可能な全てのアイテム集合を生成する関

数であり，[16]で提案されているものである．表 7の 13行目以

降，再帰的処理を抜けると，今度は定義 8の条件 (ii)に当ては

まる高確信度ルールがないか調べ，もし存在していたら，それ

は冗長ルールであるとしてマークする．最後に，これまでの処

理でマークされたルールを，冗長ルールであるとして全て削除

し，残りの高確信度ルールの集合を最小ルール集合として得る．

最後の行で，提案アルゴリズムは関数 getOutliersを呼び，候

補として残ったレコードに対してのみ外れ値度をきちんと計算

し，外れ値レコードの集合を得る．

6. 実 験

始めに実験に使用した実データについて説明し，それから外

れ値レコードの検証，関連研究 [14]を比較対象とした検出精度

評価，ブルートフォースアルゴリズムを比較対象とした処理の

高速性の評価の順で，実験結果を示す．

6. 1 データセット

実験で使用したのは全て UCI Machine Learning Reposi-

tory [18] で配布されているデータで，ここではそれぞれ Zoo，

Mushroom，KDD Cup 99と呼ぶ．

Zooデータは動物の生態を表したデータベースであり，15個

のブール値属性と 2個の非バイナリ属性を持つ非対称性のある

データである．各レコードが一匹の動物に対応しており，哺乳

類，鳥類，爬虫類，両生類，魚類，昆虫，昆虫以外の節足動物

の 7 クラスのうちの 1 つに分類される．レコード数は全部で

101個である．この元データから，動物名属性とクラス属性を

削除した 16個の属性からなるデータを Zooと名づけ，利用し

た．さらに，処理速度の評価実験で処理時間を比較しやすくす

るため，Zoo のレコードを各 10,000 個ずつ持つデータセット

Zoo10000を用意した．ここで，Zoo10000における各アイテム

集合のサポート値は，Zooにおけるそれと等値である．

Mushroomはキノコの生態を表すレコードデータである．全

ての属性が非数値で，各レコードは無毒クラスか有毒クラスの

いずれかに分類されている．元データにおいては，無毒クラス

に属するレコードは 4208個，有毒クラスに属するレコードは

3916個存在し，二つのクラスの大きさはほとんど変わらない．

この元データを Original Mushroomと呼ぶ．精度評価実験で

は，有毒クラスに属するレコード数が全レコード数の約 1%と

なるよう有毒クラスのレコードを減らしたデータを用意し，有

毒クラスのレコードを正解外れ値と見なしている．この調整さ

れたデータをMushroomと呼ぶ．

KDD Cup 99 は，ネットワークへのアクセスログデータで

ある．元データにおいて，各レコードは正常クラスと，guess

passwordクラスや warezmasterクラスなどの不正侵入を表す

クラスのいずれか一つに属している．ほとんどの属性が連続値

であるため，それらの属性値は 5つのレベルに区分しカテゴリ

化した．不正侵入を表すクラスの一つである guess password

に属するレコードを正解外れ値とみなし，97%の正常クラスに

属するレコードと 3%の外れ値レコードから成るデータセット

を作成し，利用する．このデータを KDD Cup 99とする．同

様の手順で作られたデータが，精度比較の対象である Dasらの

手法 [14]でも用いられている．

6. 2 外れ値度の分布

まず，提案外れ値度がどのように分布するかを観察するた

め，各データセットの全てのレコードの外れ値度を計算した．

Zoo データに対しては msup を 10%に固定し，ブール値属性

の値 F に関するアイテムを無視するマッピングオプションを

用いた．またMushroomデータと KDD Cup 99データに対し

てはmsupを各々10%，95%と固定した．そして，いくつかの

mconf 値に対してレコードの外れ値度を計算した．図 1a-cの

横軸は外れ値度の大きい順に左からソートされたレコードに対

応している．縦軸が外れ値度を表している．これらの図から，

mconf 値が大きくなるほど，より少数のレコードが比較的大

きな外れ値度を持つようになっている様子が分かる．図 1bで

は，mconf = 0%に対する外れ値度，すなわち外れ値度の上限

が非常に高い値を示し，各レコード間でほとんど差がない．こ

の理由として，Mushroom では各レコードの極大相関性被覆

の濃度が，あらゆるアイテム (属性と属性値のペア) の数にほ

とんど等しくなっているためと考えられる．また，図 1cでは，

mconf = 95%に対する折れ線が，完全にmconf = 0%に対す

る折れ線と一致している．これは，KDD Cup 99 データにお

いて，生成される相関ルールの確信度がどれも非常に大きいこ

とを表している．

6. 3 外れ値レコードの検証

ここでは提案手法を Zooに適用し，外れ値として得られたレ

コードが真に外れ値として説得力のあるものであるかどうかを

検証する．

表 9は 6. 2節でも用いたマッピングオプションを利用し，Zoo

から (msup, mconf) = (20%, 90%)で外れ値検出を行ったと

きの，外れ値度の大きい上位 3件のレコードの内容を表してい



表 9 Zoo における上位 3 件の外れ値レコード

動物名 map(t) 典型的な非充足相関ルール

Crab {Eggs, Aquatic, Predator, (# of Legs, 4)} {(# of Legs, 4)}→{Toothed, Backbone, Breathes}
Housefly/Moth {Hair, Eggs, Airborne, Breathes, (# of Legs, 6)} {Hair}→{Milk, Backbone, Breathes}

る．一列目にはレコードが表している動物の名前が，二列目に

はそのレコードの対応するアイテム集合 map(t)が，三列目に

は map(t) の典型的な非充足相関ルールがリストされている．

ブール値属性の値 Fに関するアイテムはここでは無視されてい

るので，スペースの都合上，ブール値属性の値 Tに関するアイ

テムは，属性と属性値のペアという記述をせず，単に属性だけ

を記述する．カニ (Clab)は本来 8本足のはずだが，「4対の足」

という意味でアイテム (# of Legs, 4)が用いられていると考え

られる．しかしながら，(# of Legs, 4)は通常「4本足」を意

味するアイテムであり，「4対の足」を意味する使い方は明らか

に例外であると言える．イエバエ (Housefly)とガ (Moth)は，

それぞれの対応するアイテム集合が同一であるため，外れ値度

が等しくなった．元々，イエバエやガのように昆虫クラスに属

するレコードは，全体でも 8種類しか存在しない．その中でも，

アイテム Hairを持つ昆虫はイエバエとガ，そして 4番目に外

れ値度の大きいカリバチ (Wasp)のみである．Hairは，比較的

大きなクラスである哺乳類や鳥類に属するレコードで頻出する

アイテムである．哺乳類や鳥類の持つ「毛」と昆虫の持つ「毛」

は本来異なるものであるのに，Zooデータでは同じ Hairで表

されているため，少数派のクラスで Hairを持つレコードの逸

脱性が大きくなった．

提案手法で検出されたこれらの外れ値レコードは，例外的な

属性値の組み合わせを持つ珍しいレコードであり，外れ値とし

て説得力のあるものであると言える．

また，マッピングオプションを使わない場合は，最も高い

外れ値度を示すレコードとしてタコ (Octopus) が検出され

た．典型的な非充足相関ルールに，{(Feathers, F), (Fins, F),

(Catsize, T)} → {(Hair, T), (Eggs, F), (Milk, T), (Airborne,

F), (Toothed, T), (Backbone, T), (Breathes, T), (Venomous,

F)} が挙げられる．このルールの結論部は Zooデータの最大ク

ラスである哺乳類の特徴が典型的に現れているものの，前提部

は鳥類と魚類以外の 5つのクラスに属するレコードで観測され

る情報であり，この非充足相関ルールは高い確信度を持ってい

るものの規則性としてあまり価値があるとは言えない．そのた

め何故タコが最も大きな外れ値度を示したのかが不明確となっ

た．このことは，非対称性のあるデータの場合，マッピングオ

プションが外れ値の検出に有益に働いていることを示している．

さらに，提案手法を Original Mushroom データに (msup,

mconf) = (6%, 90%) で適用させた．外れ値度の大きい上位

112 件のレコード (全体の 1.4%) が，等値の外れ値度を示し

た．これらの外れ値のうち，93個は無毒クラスに属しており，

アイテム (Odor, none)を持たないレコードとなった．すなわ

ち，何らかの香り (odor) を発する無毒なキノコである．この

ような無毒キノコは，データ全体でわずか 10%しか存在しな

い少数派である．さらに，生成された高確信度ルールの約半数

は，アイテム (Odor, none)を前提部か結論部に持っている．実

際，検出された外れ値レコードの相関性被覆は，まず {(Class,

edible),...}→{(Odor, none),...} というような形をしている非
充足相関ルールによって成長し，次にアイテム (Odor, none)を

前提部に持つ非充足相関ルールが成長に使われ大きく成長して

いった．同列一位である残りの 19件の外れ値は，有毒クラスに

属するレコードである．これらは皆，全体の約半数の高確信度

ルールに含まれている (Stalk-shape, tapering)や (Stalk-root,

bulbous)といったアイテムを持たなかったために，相関性被覆

が大きくなっていった．全体として，より少数派の属性値の組

み合わせを持つレコードが外れ値として検出された．

6. 4 精 度 比 較

ここでは提案手法と関連手法 [14]の検出精度を調べ，比較す

る．[14] の精度評価実験で用いられていたのと同様に，Detec-

tion Rate と Detection Precision を精度の尺度として利用す

る．Detection Rateは正解外れ値の数に対する，実際に検出さ

れた正解外れ値の数の比であり，Detection Precisionは実際に

外れ値として検出されたレコードの数に対する，実際に検出さ

れた正解外れ値の数の比である．各手法のパラメタを固定し，

外れ値度の大きさの順にソートされたレコード上位 l件を外れ

値と見なしたときの精度を測った．

図 2aはMushroomデータに対するグラフである．提案手法

にはパラメタmsup = 20%，mconf = 95%，mod = 0.25を与

え，関連手法には k = 2と α = 0.003を与えた．どちらの手法

でも，非常に良い精度が得られている．最も良い精度は，提案

手法の場合は Detection Rateが 98%，Detection Precisionが

100%である．関連手法の場合は最高でどちらの精度も 100%を

示した．Mushroomでは提案手法と関連手法の間に検出精度の

差はほとんどないと言える．

図 2bはKDD Cup 99に対する実験結果である．提案手法に

はパラメタ msup = 95%，mconf = 95%，mod = 0.15を与

えた．また，関連手法には k = 2，α = 0.15を与えた．関連手

法の精度が途中まで右肩上がりになっているのは，最も小さい

r-valueを示したレコード (すなわち，もっとも起こり得ないと

判断されたレコード)が，実際には正解外れ値ではなかったた

めである．このデータにおいては，提案手法が関連研究をはる
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図 3 処理時間の比較

かに上回る検出能力を示した．

他にも，それぞれ異なるmsupやmconf を与えて精度を測っ

たが，どちらのデータにおいても，得られる精度にそれほど大

きな変化はなかった．これは，どちらのデータでも，属性間の

相関性が非常に強く，そのためパラメタを変えても，生成され

る相関ルールの集合にそれほど変化が生じなかったためである．

しかしながら，提案手法が一般にはパラメタセンシティビティ

を持っていることは明らかであり，最適なパラメタを発見する

問題は本研究において非常に重要である．この問題に取り組む

ことは今後の課題の一つと考えている．

6. 5 処理速度比較

ここでは，提案アルゴリズムにより処理速度が向上してい

る様子を確認する．以下の 4 つの手法で処理速度を比較する．

一つは，表 1 に示されているブルートフォースアルゴリズム

(BF)である．二つ目は，最小ルール集合を利用した冗長ルー

ルの除去工夫のみを取り入れたアルゴリズム (MinR)，三つ目

は，極大相関性被覆を利用した候補外れ値レコードの絞込み工

夫を取り入れた手法 (MaxC)，そして最後に，冗長ルールを除

去し，候補レコードを絞り込む二つの工夫を取り入れた手法

(MinR+MaxC) である．Zoo10000 データにおける検出では，

ブール値属性の値 Fに関するアイテムを無視するマッピングオ

プションを利用した．ここではスペースの関係上，Mushroom

データに対する実験結果は省略する．

図 3はパラメタmsupを変化させたときの処理時間の変動の

様子を，ログスケールで表したものである．Zoo10000に対し

ては，パラメタ (mconf , mod) = (90%, 0.6)を与えた (図 3a)．

KDD Cup 99に対しては，パラメタ (mconf , mod) = (95%,

0.15)を与えた (図 3b)．msup値が小さくなるにつれ，BFは

非常に処理に時間がかかるようになっていき，提案手法の有

効性が増していっている様子が分かる．Zoo10000データでは，

ある程度小さなmsup値に対してMinR+MaxCを用いること

で最大の高速性を得られた．全体的に，MinRはMaxCよりも

ずっと処理時間を削減できていることが分かった．

7. お わ り に

本稿では，カテゴリ型のレコードデータを対象とし，レコー

ド内に出現している属性値の集合と本来ならば共起するはずの

属性値が数多く観測できていないようなレコードを，外れ値と

見なして検出する手法を提案した．属性間の相関性に基づく外

れ値度を導出し，より高速な検出を実現するために，ブルート

フォースアルゴリズムより効率的な検出アルゴリズムを提示し

た．実験では，提案外れ値度が最新の関連研究と比較しても十

分な検出能力を有していること，提案手法が実際に外れ値とし

て説得力のあるレコードを検出しうること，提案アルゴリズム

がブルートフォースアルゴリズムに比べ，高速な検出処理を行

えていることを示した．今後は，最適なパラメタを発見する方

法について，検討していく予定である．
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