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統計的有意性を担保するパターンマイニング技術
杉山　麿人

パターンマイニングの原理について紹介し，特に統計的に有意なパターンを発見する技術について詳しく紹介
する．パターンマイニングとは，データに基づいて，パターンと呼ばれる組合せ的規則の中から重要なもののみ
を網羅的に見つけ出す解析技法である．この技術を統計的仮説検定と組み合わせることで，発見されたパターン
に含まれてしまう偽陽性の割合を適切に制御することができる．また，パターンマイニングと情報幾何との関連
についても紹介する．

キーワード：パターンマイニング，半順序集合，統計的有意性，多重検定補正，情報幾何

1. はじめに

パターンマイニング (pattern mining)とは，パター
ン (pattern)と呼ばれる膨大な数の組合せ的規則の中
から，重要なもののみを効率的に取り出すことを目的と
する技術の総称であり [1]，データマイニングやビッグ
データ解析において欠かせない．たとえば，店舗の商
品の全組合せの中からよく買われた組合せのみを発見
するアイテム集合マイニング (itemset mining) [2, 3]

や，化合物の集合において共通して出現している部分
構造を見つける部分グラフマイニング (subgraph min-

ing) [4, 5]，頻出するアイテムの系列を列挙する系列パ
ターンマイニング (sequential pattern mining) [6, 7]

などがある．Uno et al. [8–11]が開発したアルゴリズ
ムLCMは世界最速のアイテム集合マイニングアルゴリ
ズムとして知られており（コンペティション FIMI04で
優勝），Inokuchi et al. [4]が世界で初めて部分グラフ
マイニングのアルゴリズム構築に成功するなど，日本
のコミュニティも存在感を発揮してきた．
本稿では，まずパターンマイニングについて，なる

べく基本的な原理を取り出し定式化する（2節）．そし
て，パターンマイニングにおける最先端のトピックであ
る統計的有意パターンマイニング (significant pattern

mining)について紹介する（3節）．これは，発見された
パターンの p値を計算することで，それらに含まれてい
る偽陽性の割合を適切に制御する技術である．Terada

et al. [12]が提案した LAMPという手法に端を発し，
部分グラフマイニングへの適用 [13]や省メモリかつ高

すぎやま　まひと
大阪大学産業科学研究所
〒 567–0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8–1
独立行政法人科学技術振興機構，さきがけ
〒 332–0012 埼玉県川口市本町 4–1–8
mahito@ar.sanken.osaka-u.ac.jp

速な手法Westfall-Young light [14]などが開発されて
いる．生命科学などの科学的発見への応用が期待され
ており，ゲノム解析への適用 [15]やソフトウェアの整
備 [16] なども進んでいる．現在は，LAMP を開発し
た東京大学の津田らを中心としたグループと，LAMP

の発展をはじめとしたさまざまな手法を開発している
ETH Zürich の Borgwardt らのグループ，そして，こ
のトピックに最も長く取り組んでいるMonash大学の
Webbと Aalto大学の Hämäläinen らのグループが，
精力的に研究を進めている．
最後に，筆者の最近の取り組みとして，情報幾何的

な解析とパターンマイニングの関連 [17]について紹介
する（4節）．パターンマイニングが扱う空間には，情
報幾何で知られている双対平坦な構造 [18–20]が潜ん
でおり，情報幾何的な解析が可能となる．

2. パターンマイニングの定式化

パターン全体からなる集合を Sとし，その要素 x ∈ S

をパターンとする．集合 S は帰納的可算と仮定してお
く．与えられるデータは S の部分多重集合 D ⊆ S と
して扱われ，1D : S → N を D の重複度関数とする
と 1D(x)は D 中の xの個数を表す．また，|D|は D

の要素数（サイズ）を表し，|D| =∑x∈S 1D(x)であ
る．パターンマイニングの目的は，何らかの尺度に基
づいてパターン x ∈ S に重要度を与える実数値関数
ξ : S → R を定めて，各パターン x に対して重要度
ξ(x)がデータ D を用いて計算できるとき，ξ(x)が与
えられたしきい値 σを超えるパターン xをすべて見つ
けることである．
パターンマイニング問題：
集合 F = {x ∈ S | ξ(x) ≥ σ}の列挙．
パターンマイニングは一見簡単そうに見える．特に，

S は多くの場合有限集合なので，S の要素 x を順に
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図 1 パターン空間 S

チェックして，重要度 ξ(x) を計算し，しきい値を超
えていれば xを出力する，という最も素朴な生成テス
トアルゴリズムで原理的には解ける．しかし，パター
ンマイニングの困難さは，S の巨大さにある．たとえ
ば，アイテム集合マイニングの場合，アイテムの集合
V = {1, 2, . . . , n}とすると，それらの全組合せの中から
重要なものを出力することが目的となる．したがって，
Sは V のべき集合 2V となるため，たとえば n = 10000

だと S のサイズは |S| = 2|V | = 210000 となり，生成
テストアルゴリズムの適用は現実的には不可能である．
そこで，このパターン空間の組合せ爆発を回避し，現

実的な時間でパターンマイニングを達成するための鍵
が，パターン空間の構造を利用した列挙の効率化であ
る．一般には，パターンの構造として半順序 (partial

order) を仮定し，パターン全体の空間 S を半順序集
合 (partially ordered set; poset)(S,�) として扱う．
集合 S は小さい要素から順に枚挙可能であるとする．
ここで，半順序 � とは，以下の三つを満たす関係で
あり，数学や計算機科学における基本的な構造である
[21, 22]．任意の x, y, z ∈ S に対して，

1. x � x（反射律）．
2.（x � y かつ y � x）⇒ x = y（反対称律）．
3.（x � y かつ y � z）⇒ x � z（推移律）．

パターン空間 (S,�) の概念図を図 1 に示す．黒丸は
Dに含まれているパターンを表し，点線で囲まれた部
分が要素 x の上方集合を表す．二つのパターン（丸）
が線で結ばれているとき，下のパターンは上のパター
ンより半順序 �に関して小さい．
パターン x, yが x � yの関係をもつとき，yは xよ

りも精密であり，逆に xは yよりも一般的である．こ
こで，xから y の導出を精密化 (refinement)といい，
yから xの導出を汎化 (generalization)と呼ぶ．また，
パターン xよりも精密なパターン全体の集合を xの上
方集合 (upper set)といい，↑x = {s ∈ S | s 
 x}と
書く．前述のアイテム集合マイニングの場合は，集合

の包含関係で順序が定まりSに構造が入る．すなわち，
パターン（アイテム集合）x, y ∈ S に対して，x ⊆ y

なら x � y である．
さらに，パターン空間の構造を利用するために，重要

度 ξ に関する大小関係 ξ(x) ≤ ξ(y)が，パターン間の
順序 x � yと一致するように定める．すなわち，ξが順
序準同型写像 (order homomorphism) [23]であること
を要求し，x � y ⇒ ξ(x) ≤ ξ(y)の関係が成り立つと
仮定する．これは，構文的な世界での構造 x � yと，意
味的な世界での構造 ξ(x) ≤ ξ(y)が一致することを意
味する．ただし実際には，ξが大きいものを取り出した
いので，たとえば ξ′(x) = 1/ξ(x)として ξ′が順序準同
型写像になるように定める．重要度 ξ がパターン間の
順序 �に関して x � y ⇒ ξ(x) ≥ ξ(y)を満たすとき，
ξ は �に関して逆単調 (anti-monotonic)という [24]．
最もよく用いられる重要度 ξ は頻度 (frequency)η で
あり，以下のように定義される．

η(x) =
1

|D|
∑
s�x

1D(s)

また，η′(x) = |D|η(x) =
∑

s�x 1D(s) をサポート
(support)と呼ぶ．定義から明らかなように，ξ = ηの
ときは必ず逆単調である．パターン xの上方集合 ↑xと
データDの交わりD ∩↑x，すなわちデータDの中で
xより精密なパターン s 
 xは，支持集合 (supporting

set)と呼ばれ，パターン xのサポート η′(x) = |D∩↑x|
である．
パターンの順序関係�と逆単調な ξを利用すること

で，初めてパターンマイニングが可能となる．具体的
なアルゴリズムは，S 中の最も小さい要素からスター
トして，S の順序 � に従ってパターンを列挙してい
き，あるパターン x に対してもし ξ(x) < σ ならば，
それ以降の要素 s 
 xはチェックしない（アルゴリズ
ム 1）．ここで，x� sは sによる xの被覆 (cover)を
表し，（x ≺ s かつ x � y ≺ s）⇒ x = y を満たす．
この戦略は，初めて逆単調性を利用してパターンマイ
ニングを達成したアルゴリズム Apriori [25]にちなん
で，Apriori 原理としても知られている．
パターンマイニングの代表例を以下に挙げる．

・アイテム集合マイニング [2, 3]：アイテムの有限集
合 V に対して，S = 2V または S = {0, 1}|V |. 各パ
ターン x ∈ S はアイテム集合 (itemset) と呼ばれ，
順序は x ⊆ y ならば x � y として定まる．

・部分グラフマイニング [4, 5]：S はグラフ全体から
なる集合．通常は連結グラフのみを対象とし，実際
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アルゴリズム 1 　 Apriori アルゴリズム
PatternMining(σ)

PatternEnumeration(⊥, σ)

PatternEnumeration(x, σ)

for each s � x

if ξ(s) ≥ σ

s を出力する
PatternEnumeration(s, σ)

の問題に応じて，ノードやエッジにラベルがあるか
ないかなどの種類がある．データとして与えられた
グラフの集合 D ⊆ S の部分グラフ発見が目的のた
め，各パターン x ∈ S は部分グラフ (subgraph)と
呼ばる．順序は x が y の部分グラフなら x � y と
して定まる．

・系列パターンマイニング [6, 7]：SはアルファベットΣ

上の文字列全体の集合．すなわち S = {a1a2 . . . ak |
ai ∈ Σ} で多くの場合 Σ = 2V . 各 x ∈ S は系列パ
ターン (sequence) と呼ばれ，x が y の部分列，す
なわち y = vxw ∈ S となる v, w ∈ S があるとき
x � y と定まる．

部分グラフマイニングや系列パターンマイニングでは
S の要素数が無限大となりうるが，たとえば ξ = η の
ときは η(x) > 0 を満たすパターン xは高々有限個し
かないため，アルゴリズム 1で問題なくパターンマイ
ニングが達成できる点に注意されたい．

3. 統計的有意パターンマイニング

データ D ⊆ S があらかじめ二つのクラスに分割さ
れている，すなわち，クラス C ⊆ Dと C̄ = D \C が
あると仮定する．以下では，常に |C| ≤ |C̄|を仮定す
る．これは，機械学習の教師あり学習に対応する問題設
定であり，コントラストパターンマイニング (contrast

pattern mining)と呼ばれている．また，出現パターン
マイニング (emerging pattern mining)や識別パター
ンマイニング (discriminative pattern mining)とも呼
ばれている [26]．コントラストパターンマイニングの
目的は，クラス C または C̄ を特徴づけるパターンを
見つける，すなわち，特定のクラスのみで重要度が高
いパターンを見つけることである．各クラスにおける
頻度 η(x)の差や比など，さまざまな重要度には，各ク
ラスにおける尺度が用いられてきた．
本稿では，頻度 η(x)に関する分割表 (contingency

table)を利用してパターンの重要度を測ることで，偽
陽性 (false positive)を制御する手法を紹介する．偽陽
性とは，クラス分類と関連があると判断したが実際に

は関連がないパターンのことであり，偽陽性の制御は
科学的発見の正当性を統計的に担保するための基本的
戦略として用いられている．パターンが偽陽性となり
うる確率は，統計的仮説検定 (statistical hypothesis

test)によって p値として定量化でき，この p値が十分
小さく偽陽性となる確率があらかじめ定めた水準（有
意水準）αよりも小さいと保証できるとき，そのパター
ンは統計的に有意 (statistically significant) という．
p 値を用いて偽陽性を制御し，統計的に有意なパターン
をすべて列挙するコントラストパターンマイニング問
題を，特に統計的有意パターンマイニング (significant

pattern mining)と呼ぶ [13, 14]．
3.1 仮説検定
あるパターン xに着目したとき，xとクラス分類と

の関連は，xによって定まる上方集合 ↑xとその補集合
S \ ↑xへの S の分割と，クラスによるC または C̄ へ
のDの分割，という二つの分割から定まる以下の分割
表で表現される．


 x �
 x S

C |C ∩ ↑x| |C \ ↑x| |C|
C̄ |C̄ ∩ ↑x| |C̄ \ ↑x| |C̄|
D |D ∩ ↑x| |D \ ↑x| |D|

ここで，|D∩↑x| = η′(x)である．この分割表はフィッ
シャーの正確確率検定 (Fisher’s exact test)によって
検定でき，計算された p値が α以下のとき，偽陽性の
割合が α以下であると保証できる．
分割表の周辺合計値，すなわち η′(x), |C|, |D|を固

定し，k = |C ∩ ↑x|とする．このとき，この分割表を
観測する確率 q(k)は，二項係数を用いて

q(k) =

(
|C|
k

)(
|C̄|

η′(x)− k

)/( |D|
η′(x)

)

と計算でき，q(k)は超幾何分布と呼ばれる離散確率分
布となる．したがって，k が与えられたときの左側確
率 PL と右側確率 PR は，

PL =

k∑
X=kmin

q(X), PR =

kmax∑
X=k

q(X),

kmin = max
{
0, η′(x)− |C̄|},

kmax = min
{
η′(x), |C|}

である．片側検定の場合は，その方向に応じてこれら
の値のどちらかが p値となり，両側検定の場合は，分
布が左右対称でないため，パターン xの p値は
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pval(x) = 2min{PL, PR}

として定まる．
3.2 多重検定
単一のパターン xの検定では，p値 ≤ αであれば偽

陽性となる確率が α以下であることが保証できる．と
ころが，もしこの検定をすべてのパターンに対して繰
り返し適用し，p値 ≤ αを満たすパターンをすべて出
力すると，その中の |S|α 個のパターンが偽陽性にな
りうることを意味する．ただし，ここでは簡単のため
各パターンは独立と仮定している．パターンマイニン
グでは S が巨大なため，|S|αも巨大であり，大量のパ
ターンが偽陽性になってしまう．さらに，部分グラフ
マイニングなどでは，全パターン数 |S| が無限大とな
る場合があり，その場合は偽陽性の個数が無限大とな
りうることを許容してしまっている．
この問題を解決し，全パターン S にわたって偽陽性

が生じる確率を適切に制御するために，多重検定補正
(multiple testing correction) が必要となる．具体的
には，αをより小さい値 δに設定することで，少なくと
も一つのパターンが偽陽性である確率 FWER (family-

wise error rate)を制御する．p値のしきい値を δ ≤ α

に設定したときの FWER を FWER(δ) と書くとき，
FWER(δopt) = αを満たす δoptを求めればよいが，こ
の問題は解析的に解くことができない．FWER(δ)は
δ に関して単調増加なので，FWER(δ) < αが保証で
きるなるべく大きい δをできるだけ簡単に探すことが，
多重検定補正の目的となる．
最もよく用いられている多重検定補正は Bonferroni

補正 [27] であり，δBon = α/|S| と設定すると，必
ず FWER(δBon) < α となることが知られている．
しかし，パターンマイニングでは |S| が巨大なため，
δBon � δopt となってしまい，FWER(δBon) が小さ
くなりすぎる．さらに，S が有限集合でない場合は，
Bonferroni 補正の適用が本質的に不可能である．

3.3 検定可能性
パターンマイニングで多重検定を達成するための鍵

となるのが，Tarone [28] によって導入された仮説の
検定可能性 (testability)で，検定可能でない仮説は取
り除いてしまっても FWER が変化しない，という性
質である．この手法は，統計的有意パターンマイニン
グにおいて欠かせない手法である．それ以前にも統計
的有意性に着目したパターンマイニング手法は存在し
ていたが [29–31]，Terada et al. [12] が Tarone 法を
再発見し，パターンマイニングと融合したことによっ

て，厳格な FWERの制御が可能となった．
パターン xに対して，分割表の周辺合計値が固定さ

れたとき，すなわち，頻度 η(x)と各クラスおよびデー
タのサイズ |C|, |C̄|, |D|が固定されたときの，パター
ン xが取りうる p値の下限値を ψ(x)と表記する．そ
して，全パターン Sを，この p値の下限値 ψ(x)に従っ
て昇順に並べたときのパターン列を x1, x2, x3, . . . と
する．すなわち，

ψ(x1) ≤ ψ(x2) ≤ ψ(x3) ≤ . . . (1)

かつ S = {x1, x2, . . . }となる．このとき，ちょうど
l · ψ(xl) < α かつ (l + 1) · ψ(xl+1) ≥ α (2)

を満たす l番目のパターン xl に対して，パターン x1,

x2, . . . , xl を検定可能 (testable)と呼ぶ．Tarone は，
これら検定可能なパターン（仮説）をしきい値

δTarone =
α

l

で検定すればよく，残りの検定可能でないパターンは
無視してしまっても FWER(δTarone) < αが保証でき
ることを示した．実際に，これら検定可能なパターン
に対する FWERは，

FWER(δTarone) ≤
l∑

i=1

ψ(xi) ≤ l · ψ(xl) < α

なので，FWER(δTarone) < α となっていることが確
認できる．また，定義から必ず以下が成り立つ．

δBon ≤ δTarone ≤ δopt.

分割表を用いたフィッシャーの正確確率検定におい
ては，最も極端な状況，すなわち k = |C ∩↑x|が kmin

または kmax のときの p 値が ψ(x) と一致するので，
η′(x) の値に応じて以下の 4 通りに分けて計算するこ
とができる．

ψ(x) =⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(
|C|
η′(x)

)/( |D|
η′(x)

)
if 0 ≤ η′(x) ≤ |C|,

(
|C̄|

η′(x)− |C|

)/( |D|
η′(x)

)
if |C| < η′(x) ≤ |D|

2
,

(
|C̄|
η′(x)

)/( |D|
η′(x)

)
if

|D|
2

< η′(x) ≤ |C̄|,
(

|C|
η′(x)− |C̄|

)/( |D|
η′(x)

)
if |C̄| < η′(x) ≤ |D|.

図 2に，|D| = 100, |C| = 20のときの ψ(x)を示す．
図からもわかるように，ψ(x)は k = |D|/2 に関して
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図 2 p 値の下限 ψ(x)

対称であり，k > |D|/2 に対して ψ(k) = ψ(|D| − k)

である．
ここでの目的は，ψ(x)が小さい順にパターンを取り

出すことなので，パターンマイニングのアルゴリズム
を活用するために ψ(x)の下限値を用いて順序準同型
写像を設計する．具体的には，以下のように ψ(x)の
代理関数 ψ′(x)を定める．

ψ′(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

(
|C|
η′(x)

)/( |D|
η′(x)

)
if 0 ≤ η′(x) ≤ |C|,

1

/( |D|
η′(x)

)
otherwise.

すると，ψ′はサポート η′(x)に関して単調減少で，η′(x)
はパターン間の順序 �に関して逆単調なので，ψ′は順
序準同型写像となる．あとは，アルゴリズム 1を用い
て ψ′(x)の小さい順にパターンを列挙し，各パターン
に対して本来の p値の下限 ψ(x)を計算することで，不
等式 (1)を満たすパターン列を見つけることができる．
これは，ξ(x) = 1/ψ′(x)として，アルゴリズム 1中の
しきい値 σ を大きい順，もしくは小さい順に変化させ
ていけば可能である．詳しくは文献 [12, 13, 32] を参
照されたい．
最後に，不等式の条件 (2)を満たすような l番目のパ

ターンを見つけたら，パターンマイニングを中断し，各検
定可能パターン x1, x2, . . . , xl に対してフィッシャー
の正確確率検定を用いて p 値を計算し，その p 値が
δTarone = α/lより小さいパターンを出力すれば，完了
となる．

3.4 ランダム置換法
Tarone法では，各パターンが独立と仮定している．

しかし，パターン x と y の間に順序関係があるとき
は，一般に独立でない．このため，Tarone法で求まる

δTarone は，最適値 δoptよりも大幅に小さくなってしま
い，FWERの制御が保守的になりすぎてしまう傾向があ
る．そこで以下では，Westfall and Youngのランダム置
換による多重検定補正 [33]を紹介する．この多重検定補
正は，最初にTerada et al.の手法 FastWY [34]で統計
的有意パターンマイニングに導入され，その後Llinares-

López et al. の手法Westfall-Young light [14]で高速
化かつ省メモリ化された．
ランダム置換法では，クラスのサイズ |C|と |C̄|を

保ったまま，データ中の各パターン x ∈ Dをどちらか
のクラスにランダムに割り当てる．この操作を h回繰
り返すことで，h 個の新たなクラス C1, C̄1, C2, C̄2,

. . . , Ch, C̄hを作成する．実際には，パターンそのもの
を複製する必要はなく，クラスのラベルのみを保持し
ておけばよい．そして，各置換 i ∈ {1, 2, . . . , h} に対
して，全パターンの中で最小の p値を計算する．これ
を pimin と書くと，h 回の置換で求まる FWER(δ) の
推定値 F̂WER(δ)は，

F̂WER(δ) =
|{i | pimin ≤ δ}|

h

となる．したがって，p1min, p
2
min, . . . , p

h
minを小さい順

に並べたときの α分位点を δperm とすれば，これが求
めるしきい値である．実用的には，反復数 hを 1,000か
ら 10,000くらいに設定すれば，FWER(δperm)はほぼ
αと一致し [14]，以下の関係が成り立つ．

δBon ≤ δTarone ≤ δperm ≈ δopt.

あとは，各置換 iにおける最小 p値 piminが計算でき
ればよい．ここで，p値の下限 ψ(x)の代理関数 ψ′(x)

を用いると，パターン x, y に対して x � y のとき，

pval(x) < ψ′(y) ⇒
任意の s 
 y に対して pval(x) < pval(s)

の関係が成り立つ．したがって，パターンを順序 �に
したがって小さいものから順に調べていけば，最小値
minx∈S pval(x)を求めることができる．

4. 情報幾何とのつながり

実は，パターン全体からなる空間である半順序集合
(S,�)において，パターン xの頻度 η(x)は，この空
間がもつ情報の一つの側面しか評価しておらず，対と
なるもう一つの尺度 θが見過ごされている．ここでは，
情報幾何的な観点からの解析 [17]を紹介し，このこと
を示す．
まず，データ D ⊆ S に対して
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p(x) =
1

|D|1D(x)

と定めると，p は D 上の確率分布となる．すなわち，
0 < p(x) ≤ 1 かつ

∑
x∈D p(x) = 1 を満たし，頻度

η(x)に対して

η(x) =
∑
s�x

p(s)

の関係がある．このとき，

log p(x) =
∑
s�x

θ(x) (3)

を満たす関数 θ : D → Rを導入する．ただし，常に最
小元 ⊥ ∈ D の存在を仮定する．これは，対数線形モ
デル (log-linear model) [35] の一般化となっており，
D = {0, 1}n, x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ D の場合は

log p(x) =
∑
i

θixi +
∑
i<j

θijxixj + · · ·

+ θ1...nx1 . . . xn − Z

と一致する（Z は分配関数）．
すると，簡単な式変形によって，p で定まる確率分

布は必ず指数型分布族となり，θ は指数型分布族の自
然パラメータ (natural parameter)，η は十分統計量
(sufficient statistics) と一致することが確認できる．
すなわち，θ と η が双対の関係にあり，

E

[
∂

∂θ(x)
log p(x)

∂

∂η(y)
log p(y)

]
= δxy

となる．ただし，δxy はクロネッカーのデルタであり，
x = y ならば δxy = 1，そうでなければ δxy = 0であ
る．この事実は，任意のパターン空間において，Amari

et al. [18–20]が情報幾何の立場から研究してきた双対
平坦構造 (dually flat structure)が入っていることを
意味しており，情報幾何で発展してきたさまざまな手
法がパターンマイニングに適用できることを示唆して
いる．たとえば，KL ダイバージェンスに関する拡張
ピタゴラスの定理を用いることで，各パターンに対し
てエントロピーなどの情報量を分離し，取り出すこと
ができる．
統計や機械学習において研究されてきたほかの確率

モデルとも関連が深い．代表的なモデルは，深層学習
の基本的なモデルとしても知られているボルツマンマ
シン (Boltzmann machine) である．D = 2V とし，
各パターン x ⊆ V に対して，|x| > 2ならば θ(x) = 0

とすると，数式 (3)の対数線形モデルはボルツマンマ
シンと一致する．

5. おわりに

本稿では，データマイニングの分野で主に研究が進
んできたパターンマイニング技術について紹介し，そ
の最先端のトピックとして統計的に有意なパターンの
マイニング技術を紹介した．その中で，パターン間の
順序関係 � と順序同型となるような重要度 ξ をいか
に設計するかが鍵となることを示した．統計的有意パ
ターンのマイニングは，現在も盛んに研究が行われて
おり，最新の成果としては，データが複数のカテゴリ
に分類されている場合のマイニング手法 [36, 37] や，
より大規模なデータでのパターンマイニングを可能と
するための並列化手法 [38]などがある．
パターンマイニングは，重要度が大きいパターンを

列挙するという一見単純な問題である．しかし，その
背後には豊富な数理的構造が潜んでおり，その一端と
して，情報幾何とのつながりがある．本稿を通して，パ
ターンマイニングの魅力が伝われば幸いである．

謝辞 本研究は JSPS科研費 JP16754296の助成を
受けたものです．
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[31] W. Hämäläinen, “Kingfisher: An efficient algo-
rithm for searching for both positive and negative de-
pendency rules with statistical significance measures,”
Knowledge and Information Systems, 32, pp. 383–414,

2012.
[32] S. Minato, T. Uno, K. Tsuda, A. Terada and
J. Sese, “A fast method of statistical assessment for
combinatorial hypotheses based on frequent itemset
enumeration,” Machine Learning and Knowledge
Discovery in Databases, 8725, pp. 422–436, 2014.

[33] P. H. Westfall and S. S. Young, Resampling-Based
Multiple Testing: Examples and Methods for p-value
Adjustment, John Wiley & Sons, 1993.

[34] A. Terada, K. Tsuda and J. Sese, “Fast Westfall-
Young permutation procedure for combinatorial reg-
ulation discovery,” In 2013 IEEE International Con-
ference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM),
pp. 153–158, 2013.

[35] A. Agresti, Categorical Data Analysis, 3rd edition,
Wiley, 2012.

[36] L. Papaxanthos, F. Llinares-Lopez, D. Bodenham
and K. M. Borgwardt, “Finding significant combina-
tions of features in the presence of categorical co-
variates,” Advances in Neural Information Processing
Systems, 29, pp. 2271–2279, 2016.

[37] A. Terada, D. duVerle and K. Tsuda, “Significant
pattern mining with confounding variables,” Advances
in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD
2016), 9651, pp. 277–289, 2016.

[38] K. Yoshizoe, A. Terada and K. Tsuda, “Redesign-
ing pattern mining algorithms for supercomputers,”
arXiv:1510.07787, 2015.

232（16）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


