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カーネル法による現象データマイニングの試み
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あらまし 顧客の識別分析は，顧客に合ったプロモーションを行うことで収益の増加を目的としたものであるが，現

在はインターネットのビジネスが普及し，リアルタイムで顧客を識別し，また識別情報も更新する必要が出てきた．

従来，顧客を識別するためには，識別に重要な顧客の行動パターンを「ルール」として，顧客の行動パターンの変化

の度合いを「スコア値」として用いられてきた．しかし，どのような顧客の行動パターンが顧客の識別に重要である

かは，対象世界の背景知識に頼る部分が大きい．そのため，本論文では顧客の識別に重要な行動パターン (ルール)を，

カーネル法により識別されたクラス内から自動的に抽出し，その「ルール」と，振舞いデータから導出した「スコア

値」を組み合わせて識別を行うダイナミックなシステムを，現象データマイニングシステムとして提案する．
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Abstract Phenomenal data mining finds relations between the data and the phenomena that give rise to data

rather than just relations among the data. For example, suppose POS data does not know customer’s behavior.

Customer’s behaviors are characterized by money, goods, time, tastes, and so on. We define them as behavior data.

In this example, the POS data are the data, and the customer’s behaviors are phenomena not directly represented in

the data. We work mainly with the POS example, but the idea is general. In order to infer phenomena from data,

facts about their relations must be supplied. The result of phenomenal data mining might include an extended

database with additional fields on existing relations and new relations. Thus the relations describing POS data

might be extended with a customer’s behavior field, and new relations about important customer’s action pattern

extracted from each class classified by kernel method. .
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1. は じ め に

近年のデータ収集技術の大幅な進歩から，様々な分野で大量

のデータが収集・蓄積されるようになった．大量の情報から有

用な情報を抽出するデータマイニングは，大量のデータが存在

する全ての分野で明らかに有益である．特に，ビジネスの分野

では情報こそ競争優位の源泉といわれ，多くの企業はあらゆる

情報を蓄積し，これをいかに活用して経営効果・競争優位に結

びつけるかが課題となっており，特に，顧客の識別分析が重要

視されている．顧客の識別分析は，顧客に合ったプロモーショ

ンを行うことで収益の増加を目的としたものであるが，現在は

インターネットの普及により，顧客はWebを通して商品を購

入したりサービスを受けたりすることが出来る．このような状

況では，顧客がホームページに接続すると同時にその顧客を識

別し，それぞれの顧客に合った商品やサービスの提示を行うこ

とが必要である．つまり，リアルタイムで顧客を識別し，また

識別情報も更新する必要が出てきた．

ここで，識別に重要な情報はこれまでの顧客の行動パターン

と，その変化である．例えば，「先月，先々月共に 2～3万円購入

している」顧客と「先月，先々月共に 10万円以上購入してい

る」顧客に対して，同様の商品やサービスを提示するのではな

く，顧客に合った提示が望ましい．また，顧客の行動パターン

の変化は，顧客の購買意欲の増加・低下，異常行動，あるいは

興味関心分野の移行を示しており，これに対しても，これまで

と同様の商品やサービスを提示するのではなく，顧客に合った

提示が望ましい．従来，このような顧客の行動パターンは，顧



客を識別する「ルール」として，顧客の行動パターンの変化は，

その変化の度合いをスコアリングした「スコア値」として顧客

の識別に用いられてきた．しかし，どのような顧客の行動パ

ターン (ルール)が顧客の識別に重要であるかは，対象世界の背

景知識に頼る部分が大きい．そのため，本論文では顧客の識別

に重要な行動パターン (ルール)を自動的に抽出し，その「ルー

ル」と「スコア値」を組み合わせて識別を行うダイナミックな

システムを，現象データマイニングシステムとして提案する．

現象データマイニングとは，ストリームデータと現象との関

係を見つけるデータマイニングである．例えば，POS データ

はストリームデータ，顧客の振舞いは現象に相当し，現象デー

タマイニングを行うことで，顧客の振舞いが分かる．これを現

象データマイニングとしたのは，顧客の識別に重要な行動パ

ターンをルールとして蓄積し，これを強力にすることで，顧客

の振舞い (現象)を掴む事が出来るという考えのもとである．ま

た，本論文では POSデータの例を多く用いるが，提案する現

象データマイニングは一般的にストリームデータと現象との関

係を見つける手法として有効である．

2. 関 連 研 究

文献 [1]は，POSデータから，顧客の年齢，性別，趣向など，

顧客の特性を推測し，その特性をグルーピングすることで，顧

客を特定する研究を行った．

本研究は顧客の振舞いを推測するデータマイニングであり，

顧客を推測するものではない．さらに言えば，本研究では顧客

の情報はすでに明らかである条件下で行うデータマイニングで

ある．もし顧客が特定されていなければ，この文献の手法を用

いることで顧客を特定し，本研究の現象データマイニングで顧

客の振舞いを推測することが出来る．

また，文献 [2]は，相関ルールに繰り返し顧客購買率という

顧客の振舞いを記述した指標を導入することより，頻出度がそ

れほど高くなくても顧客に繰り返し購買される重要なルールを

発見する研究を行った．

本研究は，顧客の振舞いを正確に掴み，識別の精度を向上さ

せ，さらにその識別されたクラス内に頻出する行動パターンを

抽出する．頻出度がそれほど高くなくても，顧客に繰り返し現

れるルールを発見することは，本システムにおいても有意であ

ると考える．

3. 現象データマイニング

現象データマイニングは，蓄積されたストリームデータから

は直接に分からない，それらのデータをもたらす現象との関係

を見つけるデータマイニングである．

例えば，POSデータはストリームデータ，顧客の振舞いは現

象に相当し，現象データマイニングを行うことで顧客の振舞い

が分かる．

現象データマイニングの目標は，識別に重要な顧客の行動パ

ターンをルールとして自動的に抽出し，これをルールデータ

ベースに蓄積する．さらに顧客の行動パターンの変化の度合い

をスコア値としてルールのチェック項目に加え，ルールデータ

ベースを強力にすることで，顧客の振舞い (現象)を掴むことで

ある．その結果，ルールのみを用いた識別や，スコア値のみを

用いた識別，さらには単に並行して用いるよりも高い識別精度

を得ることができる．

3. 1 システム構成

図 1 に，本論文で提案する現象データマイニングシステム

を示す．現象データマイニングシステムは，過去のデータから

識別器を作成し，識別された各クラス内で頻出するパターンを

ルールとして抽出する「学習部」と，実際のリアルデータを識

別する「検証部」から成る．

学習部では，まず POSデータから，次節で定義する顧客の

振舞いデータを抽出する．振舞いデータは，顧客の行動パター

ンの変化を数値データで表現したものであり，次に，その顧客

の振舞いデータを，カーネル法による SVMやロジスティック

回帰を用いて識別し，顧客の行動パターンの変化の度合いを予

測する識別器を作成する．さらに，分類・識別した各クラスで

頻出する顧客の行動パターンをルールとして抽出し，ルール

データベースに蓄積する．

検証部では，まず学習部と同様に顧客の振舞いデータを抽出

し，学習部で作成した識別器を用いて識別を行う．同時に，識

別器により行動パターンの変化の度合いを出力し，データに

スコアリングを行う．このスコア値と，振舞いデータをルール

データベース内のルールと照合することで識別を行う．

本システムは，リアルデータの識別精度によってルールの有

効性を評価することができる．また，検証部においても，識別

されたデータを蓄積することで，クラス内に頻出する最新の顧

客の購買パターンをルールとして抽出し，ルールデータベース

に加えることが出来る．つまり，学習部あるいは検証部で新た

なルールが得られれば，それをリアルタイムで反映させること

ができるダイナミックなデータマイニングシステムである．さ

らに，このルールデータベースを強力にすることで，より顧客

の振舞い (現象)を掴むことが出来る．

図 1 現象データマイニングシステム

3. 2 振舞いデータ

本研究では，顧客の行動パターンの変化を数値データで表現

する，振舞いデータを定義する．

POSデータは，時間の経過と共に蓄積されるストリームデー

タである．このようなデータに対しマイニングを行うことで，



各顧客の行動パターン (購買パターン) が分かる．振舞いデー

タは，「顧客の行動が，過去のパターンと比較してどのような変

化があるか」を示すものである．次に，振舞いデータの例をい

くつか挙げる．

• 前回購入金額との差

• 前回購入金額との比率

• 前回購買日との間隔

• 前回購買商品との一致不一致

• 過去の平均の購買金額との差

• 過去の平均の購買金額との比率

• 過去の購入商品との一致不一致

• 過去の利用時間帯との一致不一致

図 2は，ストリームデータに対して振舞いデータを付与し，

これらを 1 つのリレーションとして用いることを示している．

また，振舞いデータは，金額の変化，時間帯の変化，商品の変

化など，あらゆる面から変化を監視することで，その結果，顧

客の行動パターンの変化を考えることが出来る．POS データ

にあらゆる面から監視した振舞いデータを付与することによっ

て，1つのレコードは顧客の過去の行動パターンとの変化を示

す．これを入力に用いることで，4.4節で述べるカーネル法に

よる分類・識別の精度を向上させ，顧客の行動パターンの変化

の度合いを予測することが出来る．

図 2 振舞いデータの付与

次に，振る舞いデータを定式化する考えとして、顧客分析の

一つである RFM 分析を拡張したものを考える。RFM 分析と

は、顧客について次の R、F、M、においてスコアリングする

ことで顧客のロイヤルティを推測する。

• R(recency： 最新購買日)

• F(frequency： 累計購買回数)

• M(monetary： 累計購買金額)

これらは、時間、頻度、金額という三つの属性を持ち、振舞

いデータについても同様のアプローチで定式化する。

振舞いデータは，顧客の行動が時間上でどのように変化し

ているかを示したものである．つまり，どの期間で，どの属性

が，どのように変化しているか，ということを考える必要があ

る．本論文ではこれらを時間軸，項目軸，比較演算軸として，

三次元のリレーションとして振舞いデータを定式化する．ま

ず，時間軸について考える．この時，どの期間の振舞いが識別

精度の向上に有効であるかを考える必要がある．そこでまず本

論文では，振舞いを考える期間として，特に L(last：前回)と

P(period：期間)の二つが現象の推測に重要な情報であること

に注目する．これらは，「前回の買い物と比較して，どのような

変化があったか」という情報と「これまでの買い物と比較して，

どのような変化があったか」という情報であり，RFM分析にお

ける R(recency)を拡張したものである．次に，項目軸につい

て考える．時間軸と同様，POSデータに含まれるどの項目の振

舞いが識別精度の向上に有効であるかを考える．この項目の選

択には現象の背景知識が必要であるため，I(item：項目)という

指標を用いる．この中には，RFM分析におけるM(monetary)

が含まれている．最後に，比較演算軸について考える．どのよ

うに振舞いを数値化すれば識別精度の向上に有効であるかを考

え，Si(similarity：類似度)と St(statistic：統計処理)という指

標を用いる．この Siは，一致不一致などを表現し，Stは，差，

比，頻度，傾向などを表現する指標である

• L(last：前回),P(period：期間)

• I(item：項目)

• Si(similarity：類似度),St(statistic：統計処理)

前述した振舞いデータの例は，これらの指標から導出したも

のである．

3. 3 ルールデータベース

ルールとは，識別に重要な顧客の行動パターンである．これ

は，カーネル法によって識別された各クラス内で頻出する顧客

の行動パターンを抽出することで得ることが出来る．例えば，

メンバー会員登録している顧客に対して，カタログを渡すこと

で「購入する」クラスと，「購入しない」クラスに識別したとす

る．ここでもし，「購買する」クラス内に識別された顧客に，「先

月，先々月も 3万円以上購入している」というパターンが頻出

していれば，これは「買う」か「買わないか」，つまりはカタ

ログを渡すべきかを判断する重要なルールである．

このようなルールを抽出し，蓄積したものを本論文ではルー

ルデータベースと定義する．ルールとして蓄積したルールデー

タベースは，いくつもの顧客の振舞い (現象)を記述したもので

あるといえる．つまり，これを強力にすることで，より正確に

顧客の振舞いを掴むことが現象データマイニングの目標である．

図 3は，リアルデータに対してルールを当てはめた例である．

ルールデータベース内に「スコアが 500以上，利用金額が 5万

円以上，前回との利用金額差が 10 万円以上ならばクラス A」

というルールがある．これに対し，識別対象のデータは「スコ

ア 500，利用金額 6万円，前回購入金額との差 12万円」であ

るため，スコア，利用金額，前回との利用金額差の全ての条件

を満たしている．よって，このレコードはクラス Aへ識別され

ることを示している．このように，ルールは以下の要素を条件

としてチェックする．

• 現在の利用のチェック

• 過去の利用のチェック

• スコア値のチェック

現在の利用のチェックとは，リアルタイムで流れてくる現在

の購買事実の項目に対するチェックである．例えば，「3万円以



上の購買」や「商品カテゴリ A」などのようなルールを登録し，

チェックする．

過去の利用チェックとは，その顧客の過去の購買事実に対す

るチェックである．例えば，「先月 3万円以上の購入」や「1週間

以内で 3回以上の来店」などのようなルールを登録し，チェッ

クする．

スコア値のチェックとは，次節で詳細を述べるが顧客の行動

パターンの変化をスコアリングし，そのスコア値に対するチェッ

クであり，このチェック項目は，ルールを強力にする．顧客の

行動パターンの変化が大きいということは，POS データの場

合，その顧客の購買意欲が増加，あるいは減少していることに

繋がり，何らかのプロモーションを行う必要があると分かる．

またクレジットカードデータの場合，不正利用取引であること

に繋がり，取引の中止を要求することが出来る．

図 3 ルール当てはめ

3. 4 スコアリング

顧客の行動パターンの変化は，顧客の購買意欲の増加・低下，

異常行動，あるいは興味関心分野の移行を示している．前節で

述べたように，この顧客の行動パターンの変化をスコアリング

し，そのスコア値のみを用いて顧客を識別するのではなく，こ

れをルール内のチェック項目に加え，ルールとスコア値を組み

合わせて用いる．これにより，ルールのみを用いた識別や，ス

コア値のみを用いた識別，さらにはただ 2つを並行して用いる

よりも，高い識別精度を得ることができ，強力なルールを形成

することが出来る．

正確なスコア値を予測するためには，精度の高い識別器を用

いることが必要である．また，識別の精度が高ければ，識別さ

れたクラス内で頻出するルールの信頼性もあるといえる．本研

究ではカーネル法の理論を用いたロジスティック回帰や SVM

を用いて識別器を作成する．振舞いデータを入力とすれば，こ

れら 2つのアルゴリズムは，顧客の行動パターンの変化の度合

を連続量で予測する．この出力をスコア値として，ルールチェッ

クの項目に導入する．

図 4は，行動パターンの変化が少ない➁に対し，➀の方が高

いスコア値を出力することを示している．この例は金額の変化

の大きさを示したものであるが，実際には購入商品カテゴリの

変化や，購入時間帯の変化など，あらゆる面の変化を監視し，

振舞いデータを用いて顧客の行動パターンの変化を表現する．

本節で取り上げたロジスティック回帰や SVMは識別性能に

優れたアルゴリズムであり，どちらが優れているとは一概に

判断出来ない [11][12]．そこで，本実験ではクレジットカード

のデータを対象に，ロジスティック回帰と SVMの性能を比較

する．

図 4 行動パターンの変化のスコアリング

3. 5 カーネル法

POS データと振舞いデータを合わせたレコード一つ一つを

ベクトルとして表現することで，そのベクトルがどのクラスに

属するかを考える．POS データは非線形構造のデータである

ため，線形の識別・分類アルゴリズムを用いても，正確な結果

を得ることは困難である．カーネル法を用いることで，この問

題を解決することが出来る．

カーネル法は機械学習の一連の手法であり，本章ではカーネ

ル法の概要と，数学的視点からとらえたカーネル法の性質で

あるカーネルトリックについて述べる．また，本実験で用いる

カーネル法を用いた識別を行うアルゴリズムである SVM と，

ロジスティック回帰についての簡単な説明を行う．

3. 5. 1 カーネル法の概要

高い識別性能を得るためには，対象の事前知識をうまく利用

することが重要であり，カーネル法の特徴はこの事前知識を次

のようなカーネル関数

k(xi, xj) (1)

の形で表現することである．また，カーネル関数は二つの対

象 (xi, xj)の類似度 Rを定義したものであり，類似度という形

で事前知識を表現し，学習に組み込むことが出来る．その関係

式を式 2に示す．

k(xi, xj) → R　　 (2)

この類似度を定める数学的背景には，非線形構造データに対

して高次元への写像を行い，線形識別を可能とするという理論

がある．

通常，もとのデータ空間のデータ構造が線形関係であった場

合，オブジェクト間の類似度は単に内積を考えることによって

定まる．データ構造が非線形であった場合，図 5 で示すよう

に高次元空間へ写像し，その写像関数の内積を考えることで類

似度を定めることが出来る．つまり，この高次元空間で線形解

析を用いることはもとの空間で非線形解析を行うことと等価と

なる．図 5は (x1, x2)の空間を (z1, z2, z3) = (x2
1, x

2
2,
√

2x1x2)

の空間に写像した図である．

カーネル法を用いることにより，ストリームデータが非線形

なデータ構造であっても，線形解析手法を用いて分析を行うこ

とが出来る．



図 5 高次元写像の例

3. 5. 2 カーネルトリック

一般的に，分析対象となるサンプルの数が大きくなるほど，

線形分離を行うことは難しくなる．また，高次元へ写像するこ

とでこの問題を解決しようとしても，サンプルの数と同程度の

次元へ写像しなければならないため，サンプルの数が膨大であ

ればその計算量も膨大なものになってしまう．カーネルトリッ

クとは，この問題を解決する巧妙な仕掛けである．ある対象ベ

クトル xを，非線形の写像 Φ(x)によって元の空間 Ωから高次

元空間 H へ変換し，その空間で線形識別を行うとする．ここ

で，もし高次元空間における二つの対象の内積が，式 3のよう

にカーネル関数の形で計算できるなら，対象を高次元空間へ写

像して内積をとるという計算を避けることが出来る．

〈Φ(xi), Φ(xj)〉H = k(xi, xj) (3)

　　

式 3のように表せるカーネル関数を，正定値カーネルという．

k(xi, xj) が Ω 上の正定値カーネルであるとは，次の条件を満

たすことである．

• 対称性

k(xi, xj) = k(xj , xi) (4)

• 正定値性

任意の実数 c1, ..., cn に対し，

n∑
i,j=1

cicjk(xi, xj) (5)

また，上記の条件を満たす正定値カーネルには次のようなも

のが知られている．

• 多項式カーネル

k(xi, xj) = (xT
i xj + c)d (6)

• ガウスカーネル

k(xi, xj) = exp
(
− 1

σ2
‖xi − xj‖2

)
(7)

• シグモイドカーネル

k(xi, xj) = tanh(axT
i xj − b) (8)

3. 6 サポートベクターマシン (SVM)

SVMは，対象から抽出した特徴量を 1つのベクトルとして

考え，そのベクトル空間内でクラスを分類する超平面を引くこ

とで，どちらに分類されるかを判断する．

パラメータの学習は，超平面と特徴ベクトルとの距離 (マー

ジン)を最大にする「マージン最大化」という基準で行い，入

力特徴ベクトル xに対して二値の出力値を計算する識別関数を

作成する．

y = sign(wTx` h) (9)

識別関数を導出する詳細な説明は避け，SVMの識別関数を

以下に示す．

y = sign(w˜Tx` h˜)
= sign(

∑
i2S

¸˜i titjx
T
i x` h˜) (10)

また，非線形分離を可能にするカーネル学習を用いた SVM

の識別関数を以下に示す．

y = sign(
∑
i2S

¸˜i titjx
T
i x` h˜)

() y = sign(
∑
i2S

¸˜i titjΦ(xi)
TΦ(x)` h˜)) (11)

= sign(
∑
i2S

¸˜i titjK(xi; x)` h˜)) (12)

3. 6. 1 ロジスティック回帰分析

ロジスティック回帰は，ある事象が発生する確率を予測する

統計分析手法である．ある現象が発生する確率 p を，その現

象の生起を説明するために抽出したM 個の特徴量からなる特

徴ベクトル xT = (x1; :::; xM) で説明しようと考える場合，

xT = (x1; :::; xM) という状態のもとで現象が発生するとい

う条件付確率を p(x) で表す．ここで，M 個の特徴量の影響

を，線形な合成関数

Z = ˛0 + ˛1x1 + ´ ´ ´+ ˛MxM (13)

で表現し，この合成関数 Z にロジスティック関数

p(x) =
exp(z)

1 + exp(Z)
=

1

1 + exp(`Z)
(14)

を用いたものが，ロジスティク回帰モデルである．

p(x) =
exp(˛0 + ˛1x1 + ´ ´ ´+ ˛MxM)

1 + exp(˛0 + ˛1x1 + ´ ´ ´+ ˛MxM)
　 (15)

ロジスティック回帰の学習法は最尤法であり，各パラメータ

の微分値を用いて，少しずつパラメータを更新していく．そこ

で，この更新の度に加えられる各パラメータの微分値を

Φ(x(j)) =

N∑
i=1

(ui ` yi)xij (16)

とすると，パラメータベクトル ˛は，更新のたびにΦ(x(j))

が加えられているか引かれているかのどちらかである．そこで，



線形和によってパラメータベクトルは

˛ =

N∑
j=1

¸Φ(x(j)) (17)

と表現できる．これをロジスティック回帰モデルに代入す

ると，

log

[
p(x)

1` p(x)

]
= h˛;Φ(x)i

=

N∑
j=1

¸hΦ(x(j));Φ(x)i (18)

というカーネル関数を用いた回帰式が得られる．

4. 実験と評価

4. 1 目 的

これまでに述べた現象データマイニングは，POS データと

顧客の振舞いの例を多く出した．POSデータと同様にストリー

ムデータであるクレジットカードの取引データに対しても，現

象データマイニングは有効である．この場合，クレジットカー

ドの取引データはストリームデータ，カードを利用する顧客の

振舞いは現象に相当する．

最終的な目標は，クレジットカードの取引データを不正利用

クラスと正常利用クラスとに識別し，不正利用クラス内で頻出

する顧客の行動パターンをルールとして蓄積し，これを強力に

することであるが，本実験ではそこまでに至らず，不正利用と

正常利用に識別するまでの実験を行う．

識別アルゴリズムは，SVMとロジスティック回帰を用いた．

これら 2つは識別性能に優れたアルゴリズムであり，どちらが

優れているとは一概に判断出来ない．そのため，本実験でその

精度を比較・考察する．

4. 2 実験の方法

以下に，使用した実験データの内容を示す．

• データの属性数

– 取引データの 16属性と振舞いデータの 39属性の計 55

属性

• サンプリング件数

– モデルの作成用：30万件　 (内不正利用件数 300件)

– 検証用：20万件　 (内不正利用件数 1000件)

通常，実際のクレジットカードの取引データの属性数は 100

近く存在する．しかし，不正利用に結びつかないような情報

(顧客 IDや生年月日など)は分析対象にせず，16属性を選択し

た．これにさらに振舞いデータの 39属性を加え，計 55属性の

データ項目を用いる．以下に，その 39属性の振舞いデータの

内，例として 3属性を挙げる．

• 前回利用金額との差

• 前回加盟店コードとの一致不一致

• 過去 6 ヶ月の曜日ごとの利用回数との比較

よって，一件の取引データに対して 55属性のデータ項目が存在

することとなる．前述した SVMとロジスティック回帰は，こ

れら 55属性のデータ項目から成る取引データを一つのベクト

図 6 CAP 図の評価

ルとして捉え，その取引データが正常利用か，不正利用かを識

別する．

識別精度が高ければ，識別されたクラス内で頻出するルール

の信頼性は高いといえる．また，スコアリング精度が良ければ，

ルールと照合した時に適正なクラスへ識別することが出来る．

スコアリングの評価には CAP図，識別精度の評価には検知率・

誤認率を用いる．図 7は，CAP図，検知率，誤認率を求める

ために必要なデータと導出方法を，図で表したものである．

CAP図とは，モデルの識別性能を表す図である．取引デー

タの総件数をN として，そのうち実際に不正利用であった件

数をD とする．各取引データで，SVMまたはロジスティック

回帰によって予測したスコア値を高いほうから順に並べ，スコ

ア値が高いほうからNx とってきた場合に，その中に含まれる

実際の不正利用の件数をDxとすると，x = Nx
N
; y = Dx

D
と

して描いたグラフが CAP図である (図 6)．

モデルに全く説明力がない場合，予測した確率に関係なく

ランダムに不正利用のデータが含まれているため，どこをとっ

ても不正利用のデータが含まれる確率は同じとなり，グラフは

図 6の C の線 x = y(45度線)となる．

また，理想的なモデルであれば，実際に不正利用であった

データは高い確率で予測できるため，グラフは図 6の Aの線

となる．

実際には両者の中間をとる B のような曲線となり，この曲

線が Aに近いほど判別能力の高いモデルであり，C に近づけ

ば判別能力のないモデルであるといえる．よって，この曲線が

Aに近いほど，実際の不正に対して現象データマイニング

検知率とは，取引データに存在する全ての不正利用の取引の

件数 S の内，不正利用であると判別できた件数 Sx の割合であ

り，Sx
S
で示す．

誤認率とは，不正利用であると判別された取引の件数 T の

内，実際には不正利用ではなかった件数 Tx の割合であり，Tx
T

で示す．

4. 3 結 果

4. 3. 1 SVMモデル

前節の図 6と図 7で CAP図評価方法，および検出率・誤認

率の導出方法を述べたが，図 8は SVMによるスコアリングを

行い，そのスコア値を高い方から順に並べたものが横軸であり，



図 7 評価算出の方法

図 8 SVM による CAP 図 1

図 9 SVM による識別性能

その中で実際に不正であった顧客の人数を縦軸で表している．

よって，図 6の Aに近い方が，高いスコアで多くの不正を検

知出来ており，スコアリング精度の高いモデルであるといえる

また，図 9は取引データ (オーソリ)基準の識別率・誤認率

と，顧客基準の識別率・誤認率を示している．

4. 3. 2 ロジスティック回帰モデル

前節の SVMの時と同様，図 10はロジスティック回帰による

スコアリングを行い，そのスコア値を高い方から順に並べたも

のが横軸であり，その中で実際に不正であった顧客の人数を縦

軸で表している．図 6の Aに近い方が，高いスコアで多くの

不正を検知出来ており，スコアリング精度の高いモデルである

といえる．SVMと比べて，ロジスティック回帰の方が図 6の

Aに近い曲線を描いており，ロジスティック回帰の方がスコア

図 10 ロジスティック回帰による CAP 図

図 11 ロジスティック回帰による識別性能

リング精度の高いモデルであるといえる．

また，前節と同様に図 11は取引データ (オーソリ)基準の識

別率・誤認率と，顧客基準の識別率・誤認率を示している．

5. 考 察

CAP 図はスコアリングの精度を示し，検知率・誤認率は識

別の精度を示す．結果として，ロジスティック回帰は不正利用

の取引データを高いスコア値で検知することには長けており，

学習・当てはめの処理でも高速に処理することが出来た．しか

し，不正利用取引の検知率・誤認率を比較すると，SVMと性能

はほぼ変わらないという出力結果を得た．SVMは最適なパラ

メータを発見するために実験を試行錯誤で行わなければならず，

今後調整していくことで判別の精度が向上することが出来ると

考える，しかし一方で，学習・当てはめに時間がかかり，また，

パラメータの少しの変化でモデルの精度が大きく変化してしま

うなどの問題もあり，今回の実験のように大規模なデータが対

象であった場合，処理効率・スコアリング精度の面ではロジス

ティックが優り，識別精度の面では僅かに SVMが優るという

結論を得た．結論として，現象データマイニングのスコアリン

グにはロジスティック回帰を用いた方が良いと判断できる．

5. 1 ロジスティック回帰での検知

CAP図から考察できることは，ロジスティック回帰は不正利

用の取引データを高いスコア値で検知することが出来たという

点である．さらに，ロジスティック回帰は，実行処理が短時間

ですむ．これは，実際にビジネスに活用する場合に非常に重要

な点である．本研究の実験では一番バランスの良いモデルであ

るといえる．

5. 2 SVMでの検知

実験はシグモイドカーネルとガウスカーネルを用いた SVM

で行った．SVMの場合，予測するスコア値はマージンそのも

のである．そのため，CAP図を見て分かるように，不正に対し



て高いスコアを出力できていなく，予測スコア値が低くなって

も検知の精度を保っている．これは，明らかな不正利用であっ

たとしても，SVMは予測スコア値を高スコアで出力すること

が出来ないことを示している．SVMは異なるクラス間のマー

ジンを最大にするよう分離超平面を引くため，学習用データ内

に不正利用のサンプルが少ない場合，不正利用のサンプルのほ

とんどがサポートベクターとなってしまう．これが，SVMが

高いスコアを出力できない理由である．

また，SVMはカーネル関数のパラメータを少し変更するだ

けで，モデルの特徴は大きく変わってしまう．さらに学習・あ

てはめサンプルの量が非常に多い場合，その処理に多くの時間

がかかってしまう．また，SVMにおいて最適なパラメータは

試行錯誤で求めていくしかないため，大規模なデータが対象に

識別能力の高いモデルを作成しようとすればさらに大量の時間

ががかると予想する．

6. お わ り に

本論文では，顧客の振舞いが分かる現象データマイニングを

提案した．そのシステムは，POSから振舞いデータを作成し，

カーネル法によって顧客の振舞いの変化を識別・スコアリング

する．その識別された各クラス内で頻出する顧客の行動パター

ンを，ルールとして自動的に抽出し，ルールデータベースに

蓄積する．さらに，リアルタイムで新たなルールの導入，ルー

ルの有効性の評価，顧客の購買行動の変化をスコアリングし

てルールのチェック項目に導入することで，そのルールデータ

ベースを強力なものにし，顧客の振舞いを掴む．

本実験ではカーネル法によって顧客の振舞いの変化を識別・

スコアリングを行った．これは識別されたクラスから抽出する

ルール信頼性，さらにはルールデータベースそのものの信頼性

に繋がる．また，振舞いデータを 36項目用いたが，顧客の行

動パターンの変化をより良く説明する振舞いデータの抽出は，

識別・スコアリング精度の向上，さらにはルールデータベース

の強化に繋がる本システムの重要な部分である．識別アルゴリ

ズムにはロジスティック回帰と SVMを用いて，CAP図，検出

率，誤認率，処理時間に対して比較を行った．その結果，スコ

アリング精度，処理時間の面でロジスティック回帰が大きく上

回り，本システムにおいてはロジスティック回帰の方が優位で

あると判断した．

今後の課題としては，自動的に抽出したルールをルールデー

タベース内に蓄積し，リアルタイムで新たなルールの導入，ルー

ルの有効性の評価を行い，そのルールデータベースを強力なも

のにするダイナミックなシステムの構築が挙げられる．
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