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多次元データに対する比率規則抽出
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あらまし 比率規則は数値データ中の線形関係を表す規則であり，予測や外れ値検出などの応用が可能である．これ

までわれわれは２次元データを対象とした比率規則を，線分とその周辺領域により表し，各比率規則の定量的な特徴

をサポートと確信度で与えてきた．これによりユーザが求める特徴を持つ，２属性間の線形関係を捉えることが可能

となった．しかし３次元以上のデータを扱うためには，多次元に対応した比率規則の表現や，その抽出手法を検討す

る必要がある．本論文ではこれまでの２次元データに対する比率規則を拡張し，３次元以上の数値データに対する比

率規則の表現とその抽出手法を提案する．
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Abstract Ratio Rules represent linear relationships included in numerical data, and they support value forecast,

outlier detection, and so on. We have formulated Ratio Rules as line segments and their neighborhoods for two

dimensional data. To show quantitative characteristics, each Ratio Rule has two factors: support and confidence.

These factors enable users to capture linear relationships between two numeric attributes satisfying users’ intention.

To deal with three or more dimensional data, however, we need to modify formulation of Ratio Rules for multi

dimension. And we need to consider mining method for them. This paper proposes multi dimensional Ratio Rules

and a mining method by extending two dimensional Ratio Rules.
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1. は じ め に

近年情報技術の発展により，計算機で扱うデータの量が爆発

的に増大している．そのためユーザが求める情報をデータ中よ

り発見することは困難になっている．そこで膨大なデータより

必要な情報を発見するデータマイニングは，重要な技術課題と

なっている．データマイニングには様々な研究課題が存在する

が，本研究では特に数値データに含まれる比率規則 [1]を抽出

する問題を考える．比率規則とは「ある人より身長が 10cm高

い人は，体重が約 9kg重い（これを “身長”:“体重”=10:9 と表

す）」といったような，数値属性間における増分の比率を表した

規則である．しかし本質的には，データ中の線形関係を抽出す

ることが比率規則の抽出となるため，本研究ではデータ中の線

形関係を捉えることを目標とする．この比率規則は論文 [1]で

示されているように，単にデータを理解する補助になるだけで

なく，予測や外れ値検出などの応用が可能である．予測におい

ては，未知であったり不正な値を既知の正確な数値属性より推

定する．外れ値検出は得られた規則から大きく離れているデー

タを発見することで行う．

既存の比率規則抽出手法として主なものは，主成分分析

(PCA)を用いた比率規則抽出手法 [1]である．他の比率規則抽

出手法 [2], [3]も，基本的にはこの手法をベースとしている．し

かしこれは全体を近似する直線を抽出することが目的であるた

め，複数の線形関係が混在していたり，部分的に現れる線形関



図 1 2次元データに対する比率規則の例．線分とその周辺の灰色部分

が比率規則を表し，矩形は各比率規則が性質を表す領域を示し

ている．

係の抽出が難しい．また属性値と線形関係がどのように対応し

ているかが直接的に得られない．

これに対しわれわれは，部分的に成り立つ線形関係も比率規

則であると一般化し，主に 2種類の数値属性間において比率規

則を線分を用いて表現した (図 1) [4], [5]．また各比率規則の特

徴を表すため，数値属性に対する相関ルールマイニング [6]に

おける，サポートと確信度の概念を導入した．サポートは全タ

プルに対する割合であり，確信度はある部分領域において比率

規則に従うタプルの割合である．サポートと確信度を用いると，

ユーザは相関ルールマイニングと同様，最小サポートと最小確

信度を適当に与えることで，それぞれの意図を反映した結果を

得ることが出来る．

しかし現実には 3 種類以上の数値属性から成り立つ比率規

則も存在する．図 2は UCI Machine Learning Repository [7]

より得られたアワビデータにおける，貝全体の重さ (Whole

Weight)・身の重さ (Shucked Weight)・内蔵の重さ (Viscera

Weight)を表したものである．図からわかるようにこのデータ

は各２属性間だけでなく，３属性全体でも線形関係が存在する．

このような線形関係を捉えるためには，3次元以上に対応した

比率規則の定式化およびその抽出手法が必要である．本論文で

はこれまでの 2次元データに対する比率規則を拡張し，3次元

以上のデータに対応した比率規則について検討する．

本論文は以下のように構成される．2章では関連研究として

他の比率規則抽出手法に対して，先行研究の 2次元比率規則の

特徴を示す．3章では多次元に対応した多次元比率規則の定式

化を行う．4章では多次元比率規則の抽出手法とその計算量に

ついて述べる．最後にまとめと今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

Kornらは線形回帰分析 [8]とは異なり，目的変数や説明変数

の区別なく，各属性間の増分の比率を捉えるために比率規則を

提案した [1]．そのための具体的な手法として主成分分析を用
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図 2 3 属性間で線形関係が成り立つ例．

い，全体の分布を最大にする軸である主成分を比率規則として

表している．得られた比率規則は各属性の平均値を表す点を通

る直線として表すことができる．この手法は主成分分析を用い

て，(タプル) × (属性)で表される行列を (タプル) × (比率規則

)と (比率規則) × (属性)の２つの行列で近似する手法として

考えられる．この行列分解に基づいた他の手法として，正の相

関を持つ場合に限った場合を想定した非負行列分解を用いた手

法 [2]や，データが複数の情報源に分散されている場合を想定

した手法 [3]が提案されている．

これらの行列分解に基づいた手法は，いずれも与えられた

データを直線で近似することが目標となる．そのため，部分的

に現れる線形関係や複数の線形関係が混在している場合を想定

していない．そこでわれわれは比率規則を，線分とその周辺領

域で表されるように定式化し，与えられたデータよりユーザの

興味を満たす規則をもれなく抽出する手法を提案した [4], [5]．

ここでいうユーザの興味とは各比率規則に与えられる定量的な

特徴であり，われわれは相関ルールマイニング [6], [9]と対応さ

せたサポートと確信度を定義した．この結果，少数のタプルで

あるが確実に成り立つ線形関係や，全体的に成り立つ線形関係

など，異なる性質を持つ線形関係をパラメータ設定によって取

り出すことが可能となった．

これまでの研究において，２属性間における比率規則につい

ての定義を与え，そのマイニング手法を検討してきた．しかし

この定義では３属性以上を想定していない．本研究では２属性

以上の任意の次元数に対応した比率規則の定義を与え，そのマ

イニング手法を検討する．

3. 比 率 規 則

本章ではまずこれまでの２次元データに対する比率規則の定義

について述べ，続いてそれを多次元に拡張した定義を述べる．以

下，与えられるデータはm(>= 2)個の数値属性X1, · · · , Xm(た

だし 2属性の場合は X, Y )を持ち，全部で N 個のタプルから

なるものとする．また各属性は区間 [−0.5, 0.5]となるよう正規

化され，欠損値は存在しないとする．

3. 1 ２次元比率規則

比率規則ははじめに述べたように，数値属性間の線形関係を



表したものである．そのため比率規則の単純な定義として，あ

るタプル tが直線 Y = aX + bに従うならば，tはパラメータ

a, bの比率規則に従う，ということが考えられる．しかしこの

定義では，1) 部分的に現れる比率規則が表現できない，2) 比

率規則に従うタプルの判定が明確でない，3)Y 軸に平行な比率

規則ではパラメータ a, bの絶対値が無限大に発散する，という

問題が生じる．

そこで 1)については比率規則が現れる領域Rを与え，2)に

ついては直線からの距離が許容幅 ε以内ならば比率規則に従う

とし，3)についてはハフ変換 [10]を用いて有限区間のパラメー

タ ρ, θで表す．これを定式化したものが図 3である．この比率

規則は 2次元空間中の線分とその周辺領域によって表される．

タプル t(x, y) (t ∈ R)が以下の式を満たす値 εt を持つ

とき，tは比率規則 RRR(ρ, θ)に従う．

ρ + εt = x cos θ + y sin θ ただし |εt| <= ε

図 3 2 次元比率規則の定義

ここで領域 Rの取り方により，比率規則が表す線形関係の性

質が変わる．Rを１属性 X の区間 I のみで表す場合，与えら

れた２属性は非対称に扱われるが，一方でその属性 X と線形

関係の結びつきが分かる．このような比率規則を非対称比率規

則と呼ぶ [4]．また Rを２属性 X, Y の領域 < I, J >で表した

場合，属性は対称に扱われ，得られる規則は属性の役割によら

ない線形関係を表す．このような比率規則を対称比率規則と呼

ぶ [5]．

この定義によって各タプルは，比率規則に従うか，あるいは

領域 Rに含まれるかどうかが厳密に判別される．すなわち各比

率規則はそのタプルの数によって定量的な特徴が与えられる．

この特徴量として，サポートと確信度を次のように定義する．

• サポートは，与えられた全タプルに対する割合を示し，

support(·)で表される．例として比率規則 RRR(ρ, θ)のサポー

ト support(RRR(ρ, θ))は，比率規則に従うタプルの全タプル

に対する割合である．同様に領域Rのサポート support(R)は，

Rに含まれるタプルの全タプルに対する割合である．

• 比率規則 RRR(ρ, θ) の確信度は，RRR(ρ, θ) に従

うタプ ルの領域 R に 含まれ るタプ ルに 対する割合

とし conf(RRR(ρ, θ)) と表す．サポートを用いて表すと

support(RRR(ρ, θ))/support(R)となる．

与えられたデータには様々な比率規則が含まれるが，特に興

味深い規則，すなわち抽出目標として，最適サポート比率規則

と最適確信度比率規則を考える．この二つは各パラメータ組

(ρ, θ)について，ユーザが与えるサポートと確信度の最小値 (そ

れぞれ最小サポート minsupと最小確信度 minconf と呼ぶ)

を満たした上で，サポートおよび確信度が最大となる比率規則

である．サポートは比率規則に関わるタプル数を表し，確信度

はその規則の確からしさを表すため，最適サポート比率規則は

最も全体的に成り立つ規則を表し，最適確信度比率規則は成り

立つ可能性が最も高い規則を表す．このそれぞれの規則を与え
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図 4 3 次元上における直線表現．

る領域 Rを最適領域と呼ぶ．

3. 2 多次元比率規則

前節で述べた 2次元データに対する比率規則の定義を見たと

き，最も次元数に依存している部分は比率規則を表す直線の表

現である．そこで m次元空間における直線の表現を考えると

き，以下のような２手法が単純な手法として考えられる．ここ

で直線上の点を t(x1, · · · , xm)とする．

• 傾き ai(i = 1, · · · , m)と切片 bi およびパラメータ λに

より，xi = aiλ + bi と表す． m = 2のとき a1 = 1, b1 = 0と

おくと，2次元の直線の式 y = ax + bと一致する．

• ある 2 点 P (p1, · · · , pm), Q(q1, · · · , qm)を通るような直

線として，パラメータ λを用いて xi = (λ− 1)pi + λqiと表す．

λが 0 <= λ <= 1を満たす場合，PQを端点とする線分になる．

前者の定義の場合，2次元の比率規則を定式化する際に述べ

たように，各軸に平行な直線を表すときパラメータ a, bが発散

する問題がある．後者の場合は次元数によらず，タプル数が少

ない場合には考え得る直線数は少ないが，タプル数が増加する

とその２乗のオーダーで直線の候補数が増加する．またいずれ

の定義にしても，2次元の比率規則との整合性は取れていない．

この問題を解決するため，2次元の比率規則で行ったように，

ハフ変換を参考に多次元での表現手法を考える．まず直線から

原点に下ろした垂線について，その垂線の長さ ρと，垂線の単

位方向ベクトル a(a1, · · · , am)を与える．２次元では垂線を与

えると一意に直線が定まったが，３次元以上では直線を含む超

平面のみ定まる．そのため，超平面上での直線の方向を表す単

位方向ベクトル bも与える．このとき垂線の足 H と点 tの距

離が，tと bの内積 t · bで表される．
以上より，m次元における直線を t = ρa + (t ·b)bというよ

うに表す．例として，３次元上における表現を図 4に示す．こ

の図において，点線で表される２つのベクトル ρaと (t · b)b

の和によって，直線上の点 tが表される．

この直線に対し 2次元の比率規則と同様，タプル tと直線と

の距離が許容幅 ε内である場合，tは多次元比率規則に従うと

する．これを定式化したものが図 5である．m次元の比率規則

と分かるときは簡潔に RRR(ρ,a,b)と書く．

ここで m次元空間 R =< R1, · · · , Rm >の表現はいずれの

属性も対称に扱われるため，２次元における対称比率規則の拡

張といえる．この空間を２次元における非対称比率規則と同様



m 個の数値属性を持つタプル t = (x1, x2, · · · , xm) (xti ∈
Ri, Ri⊂=R) と直線 X = ρa+(X ·b)b の距離が ε以下のとき,

tはm 次元比率規則 RR<R1,···,Rm>(ρ, a,b)に従うと呼ぶ．こ

こで a = (a1, · · · , am)，b = (b1, · · · , bm)，Σia2
i = Σib2i = 1，

a · b = 0．

図 5 多次元比率規則の定義．

１属性で表すことも考えられるが，非対称比率規則は対称比率

規則の特殊な場合と考えられるので，本論文では m次元空間

Rを考える．

個々の多次元比率規則について 2次元の場合と同様，定量的

な特徴を表すためサポートと確信度を定義する．多次元比率規

則のサポートは，ユーザより与えられた全タプルに対して多次

元比率規則に従うタプルの割合である．確信度は m次元空間

< R1, · · · , Rm >内のタプル中，比率規則に従うタプルの割合

である．また最適サポート比率規則と最適確信度比率規則も，

このサポートと確信度を用いて定義される．この最適比率規則

を与える空間を最適空間と呼ぶ．

4. 提 案 手 法

本章では前章で述べた最適サポート比率規則あるいは

最適確信度比率規則を，全パラメータ ρ,a,b および空間

R =< R1, · · · , Rm > から発見し抽出する手法を検討する．

ただし ρ,a,bは予めユーザもしくはシステムが与える間隔で離

散化されているものとし，空間Rの各次元の区間Riは与えら

れたタプルを端点とする．

多次元比率規則は前章で述べたように，2次元における対称

比率規則 [5]の拡張と言える．そのため対称比率規則の抽出手

法を拡張することで，多次元比率規則の抽出を行うことができ

る．そこで本章ではまず対称比率規則の抽出手法を説明し，そ

れを参考として多次元比率規則の抽出手法を提案する．

4. 1 対称比率規則の抽出手法

論文 [5]で述べた対称比率規則 RR<I,J>(ρ, θ)の抽出手法を

見直すと，パラメータ候補の枝刈りを行う枝刈りフェーズ，サ

ポートあるいは確信度を最大とする領域 (最適領域)を探索す

る比率規則生成フェーズ，類似した比率規則を統合する比率規

則統合フェーズの３フェーズから構成されている．それぞれの

フェーズについて簡単に説明する．

• 枝刈りフェーズ: パラメータ (ρ, θ) の全候補に対して

最適領域を探索するのは効率が悪い．このフェーズではど

のような領域を取っても，ユーザが与えた最小サポートと最

小確信度を同時に満たさないパラメータを枝刈りする．も

し比率規則 RRR(ρ, θ) が最小サポート minsup と最小確信

度 minconf を満たす場合，その比率規則に従うタプル数は

サポートと確信度の定義より，N × support(RRR(ρ, θ)) =

N×support(I)×conf(RRR(ρ, θ)) >= N×minsup×minconf

を満たす．すなわち最小サポートと最小確信度を満たす比率規

則は少なくとも，最小サポートと最小確信度の積以上の割合の

タプルが従う必要があるので，これに満たない候補を枝刈り

する．

• 比率規則生成フェーズ: 領域 R の全候補を列挙した場

合，最大で (N(N − 1)/2)2 個の候補の探索が必要となるため，

その探索コストは O(N4)となる．このフェーズでは，２次元

数値属性相関ルールマイニング [11] を用いて，O(N3)で最適

領域の探索を行う．２次元数値属性相関ルールマイニングは，

１属性についてはすべての候補を列挙し，もう一方については

１次元数値属性相関ルールマイニング [6]を行い，O(N)でサ

ポートあるいは確信度が最大となる区間を発見する．

• 比率規則統合フェーズ: ρや θ の離散間隔が狭い場合，

パラメータがわずか異なるのみで，従うタプルがほぼ同一であ

り非常に類似している比率規則が多数得られる場合がある．こ

のフェーズでは，そのような比率規則をひとつの集合 (比率規

則集合)にまとめてユーザに出力する．２つの比率規則間の類

似度は，いずれかの比率規則に従うタプル数に対する，両方の

比率規則に従うタプル数として定義される．この閾値はユーザ

が与えるものとする．

最終的には，全タプル数N に対して O(N3)で求める最適比

率規則が得られる．

4. 2 多次元比率規則抽出の提案手法

対称比率規則の抽出手法のうち，枝刈りフェーズと比率規則

統合フェーズについては領域 Rを空間 Rと読み替えるのみで

多次元に対応させることができる．比率規則生成フェーズにつ

いては，直接多次元に対応させることができないが，候補の列

挙を複数属性について行うことで多次元に対応させることがで

きる．具体的には，与えられた m次元中 m − 1個の属性につ

いてはサポート以上のタプルを含むようなすべての領域を列挙

し，残りの 1属性については 1次元数値属性相関ルールマイニ

ングを用いる．この手法をまとめたものが図 6である．

単純な列挙の場合最適空間を求める計算量は O(N2m)であ

るが，提案手法を用いると，最大で (N(N − 1)/2)m−1 個の候

補を列挙することになるため，最適空間を求めるための計算量

は O(N2m−1)となる．

多次元の直線を表すためのパラメータである，単位方向ベク

トル a,bの候補も，多次元では増加する．a, bそれぞれが m

次元ベクトルであるが，単位ベクトルであることと，aと bが

直交することから，自由度は 2m − 3である．a,bの各次元の

値を T 個に離散化すると，候補数は T 2m−3 個になる．また垂

線の長さを表すパラメータ ρが P 個に離散化されると，直線

の候補は合計で PT 2m−3 個となる．

以上から，計算量は O(PT 2m−3N2m−1)ということになる．

高次元かつ多数のタプルに対して厳密な解を探索するには多く

の計算が必要となるため，現実的にはサンプリングを行い近似

解を求めることが考えられる．また a, bについては，サンプ

リングされたタプル中複数のタプルを通るものを採用するとい

うことで候補を削減することが考えられる．

5. お わ り に

本論文ではこれまでの 2次元データに対する比率規則を，多



/* 枝刈りフェーズ */

パラメータ組 (ρ, a,b) の候補の枝刈り

比率規則リスト = {}
/* 比率規則生成フェーズ */

for each 残りの候補 (ρi,aj, bk) do

候補集合 = {}
for each 区間 Jk do

最適サポート/最適確信度区間 I を抽出

if RR<I,R′>(ρi, aj,bk) が minsup および

minconf を満たす then

RR<I,R′>(ρi,aj,bk) を候補集合に追加

end

end

候補集合中，確信度・サポートが最大の

比率規則を比率規則リストに登録

end

/* 比率規則統合フェーズ */

for each 比率規則リスト中の類似した組

RRR1 (ρi1, aj1, bk1), RRR2 (ρi2,aj2, bk2) do

RRR1 (ρi1,aj1,bk1)と RRR2 (ρi2,aj2,bk2)を

同じ集合 Sp に統合

end

比率規則集合 {S1, S2, ...}を出力

図 6 提案する多次元比率規則抽出手法

次元に拡張した多次元比率規則とその抽出手法を提案した．提案

手法は２次元における対称比率規則の抽出手法を拡張したもの

である．m次元のデータN 個に対しその計算量は，パラメータ

ρと a,bの離散間隔を P と T にした場合 O(PT 2m−3N2m−1)

必要となる．

今後の研究として，この提案手法に対する実験と評価のほか，

上記に示したように次元数が増えると計算量が膨大になるため，

より効率的な抽出手法の検討が考えられる．
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