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研究背景	

•  近年の機械学習とデータマイニング技術の発展と普及を
背景にして、応用も大規模化・高度化 

•  データから半自動的に発見されたパターンである複合特
徴を用いた機械学習手法が普及 

•  例：ブースティング 
•  データから弱学習器としての小さな決定木を発見、 

発見した決定木を組み合わせて強学習器を構築 
•  最終的な学習器の性能は組み合わせる決定木の質の

影響を受ける 
•  より高性能な決定木発見アルゴリズムの必要性	



決定木発見アルゴリズム	

•  現在広く使われている決定木発見アルゴリズムとして、 
C4.5などのヒューリスティックに基づくものがある 

•  これらは精度の最適性の保証を持たない 
•  貪欲法であり高速・省メモリ 

•  これに対し、2007年にNijssenらがDL8という最適決定木
の厳密発見アルゴリズムを提案 

•  訓練集合に対する識別精度最大の決定木を、与えられ
た制約のもとで厳密に発見する 

•  速度とメモリの面で課題がある 



研究目的	

•  高い精度を保ち、メモリ・速度の面で効率よく決定木を 
発見する手法を考察する 

•  C4.5よりも高精度かつ、DL8よりも省メモリ・高速な、 
複合特徴発見のために有効なアルゴリズムを提案する	



主結果	

•  決定木のパスにおける変数順序を固定した順序付き 
決定木の族において、最適な決定木を厳密発見する 
アルゴリズムODTを提案 

•  DL8は入力に対して指数領域を要したが、 
ODTは多項式領域へと改善 

•  時間計算量のオーダーはDL8と同一 

•  DL8と同一のデータセットを用いた実験において、C4.5 
よりも0%〜6%高く、DL8よりも0%〜1%低い精度を確認 



先行研究：DL8について	



DL8アルゴリズム	

•  S. Nijssen and E. Fromont. 
 Mining optimal decision trees from itemset lattices.  
(KDD’07) 

•  最適決定木の厳密発見アルゴリズム 
•  頻出アイテム集合マイニングが列挙する 

アイテム集合の束と決定木のパスの関係性に着目 
•  葉の最小頻度や決定木のとりうる深さなどの制約を与え、 

そのもとで、訓練データにおける最大精度を実現するよう
な決定木を厳密に発見する 



Frequent sets

頻出アイテム集合マイニング(FIM)	

•  頻出アイテム集合マイニング(Frequent Itemset Mining, 
FIM)とは、二値データベース中から、出現頻度が一定以
上であるようなアイテムの組み合わせを全列挙する問題 

•  例えば右のようなデータベースから、 
出現頻度2以上の組み合わせを全列挙すると、 
{1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 23, 24, 124}となる 

TID	 items	

t1	 1,3	

t2	 2,4	

t3	 1,2,3,4	

t4	 2,3,5	

t5	 1,2,4	
アイテム集合束上での 

頻出アイテム集合	



FIMと決定木の関係	

•  決定木の根から葉までの任意のパスは、パスを構成する
テスト（またはその否定）すべてが真となるようなデータ
を、葉のラベルに分類することを意味する 

•  パスとアイテム集合を対応付けると、決定木の葉に到達
するデータと、アイテム集合の出現位置は一致する 

•  FIMにアイテムの否定を導入し、頻出の閾値と決定木の
ノードの最小例数を対応させると、 
FIMはそのまま決定木のパス列挙になる	
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TID	 items	

t1	 1,¬2,3,¬4,¬5	

t2	 ¬1,2,¬3,4,¬5	

t3	 1,2,3,4,¬5	

t4	 ¬1,2,3,¬4,5	

t5	 1,2,¬3,4,¬5	

{1,¬5}について、 
データセットを頻度3で 
FIMにかけると 
出現TIDはt1,t3,t5で3件 
 

Y	 N	

右の決定木にかけたとき、 
パス1-¬5-trueの葉にたどり 
着くデータもt1,t3,t5の3件	
	



DL8アルゴリズムの構造	

•  まずFIMを実行し、すべての頻出集合とその出現位置 
(Occurrence)をハッシュ表に記憶する 

•  その後、とりうる決定木をすべて試す再帰手続きを行う 
•  再帰時にハッシュ表を 

参照し、もし現在のパスに 
対応するアイテム集合が 
頻出でないなら枝刈り 

•  根の左右の子が最適である 
決定木はまた最適である 
という分割統治法で、 
厳密最適な決定木を 
組み上げる	



DL8アルゴリズムの問題点	

•  速度上の問題 
•  候補となる決定木のパスについて、取りうる並び順全て

を試さなければいけない 
•  結果としてパスごとに順列の全列挙になってしまい、木が

大きい場合などに膨大な計算量がかかる 

•  メモリ上の問題 
•  すべての並び順を試すために、並び順だけが異なりアイ

テム集合としては等価であるようなパスのOccurrenceを
ハッシュ表に格納して保持しておく必要がある 

•  FIMの解個数は入力に対して指数的なので、指数領域	



提案アルゴリズム:ODT	



DL8の改善アイデア	

•  DL8の速度が低下するのも、ハッシュ表が必要になるの
も、パスの全順序を試しているため 

•  順列列挙は厳密最適解の発見のために必要 

•  あえて順序を試さず、集合の列挙としての自然な形であ
る、ある辞書順でのみの列挙を行うことで、精度と効率を
両立できないか？ 

•  完全な厳密最適ではなくなるが、精度を担保した上で、
既存のアイテム集合マイニングの様々なテクニックを 
導入して効率化を図れる 



順序付き決定木	

•  順序付き決定木の族を導入する 
•  決定木のパスについて、一意な辞書順を仮定したものを

順序付き決定木とよぶ 
•  例えばアイテムのアルファベット順で制約した場合、 

根から葉に向かうすべてのパスが 
必ずアルファベット順になる	
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順序付き決定木の導入による変化	

•  順列の列挙から集合の列挙へと問題が変化する 
•  探索する必要のあるノード数が減少 

 
•  FIMの列挙木と決定木構築のための列挙木が一致し、 

FIMの出力をどこかに溜めておかなくても、FIMを行い 
ながら最適決定木の探索を同時に行うことができる	

•  一方、表現力が制約され、順序付き決定木における最大
精度は、順序なし決定木におけるものより低くなりうる 
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基本再帰式	

•  順序付き決定木の族におけるとりうるすべての決定木は、 
以下のシンプルな式で表現できる 

•  詳細は本論文のフルバージョン(有村博紀Webページ、 
”口頭発表と和文誌”に掲載)を参照のこと	



ODTアルゴリズム	

•  我々が提案するODTアルゴリズムは、与えられたデータ
ベースとアイテムの辞書順のもとで、順序付き決定木の
族における、精度が厳密に最大である決定木を発見する 

•  DL8がFIMの列挙結果を利用して決定木を構築するのに
対し、ODTはFIMそのものに手を入れ、頻出アイテム集
合を列挙しながら同時に決定木を構築する 

•  その結果、FIMの出力を外部に保持する必要がなくなり、
省メモリ化が達成される	



ODTアルゴリズムの構造	

•  FIMの深さ優先探索による実装をベースに、DL8と同様
の分割統治的アプローチで最適決定木を構築していく 

•  FIMがアイテムの追加方向に単一の再帰をするのに対し、 
ODTでは左の子・右の子に対する二方向の再帰を行う 

•  頻出アイテム集合マイニングがアイテムの出現のみを見
るのに対し、ODTではアイテムの出現と非出現（アイテム
の否定）を同時に考慮する 

•  FIMの高速化テクニックを導入	



Occurrence Deliver	

•  FIMの高速化テクニックの一つ(Uno et al. FIMI’03) 
•  アイテム集合Xの出現を利用して、アイテム集合X∪{i}の

出現を効率的に計算する 
•  Xが出現した行だけを集めると、その行集合におけるiの

出現はデータベース全体のX∪{i}の出現と一致する 
•  再帰順を工夫することで、データベース 

サイズと同じ大きさの配列上で 
in-placeにこの処理を実行できる 

•  アイテムの辞書順が必要で、ODTでは 
実現可能だがDL8ではできない 

TID	 items	

t1*	 1,3	

t2	 2,4	

t3*	 1,2,3,4	

t4	 2,3,5	

t5*	 1,2,4	
{1,2}の出現を探したければ、まず{1}の出現を算出し、 
その行集合だけに絞ってから{2}の出現を探せばよい	



実験	



実験設定	

•  DL8の元論文に掲載されている実験結果に対し、パラ
メータ等の条件を合わせて実験 
（DL8の実装を入手できていないため） 

•  UCI Machine Learning Repositoryのデータを離散化し
たデータ(Constraint Programming for Itemset Mining Datasets)を利用 

•  実験で用いたデータは下表の4種類 
•  実験環境：PC 

(Intel Core i7 3.3GHz,  
Memory 64GB,  
Ubuntu 14.04 64bit) 

•  C++言語で実装 



実験1：最適決定木の発見	

•  データセットmushroomに対して、決定木の最大サイズ 
K=20、葉の最小頻度σ=1200としてODTを実行 

•  以下のような出力が得られる、計算時間は約14秒 
•  左からサイズ、精度、得られた木 
•  ODTは一度の実行で精度最適な決定木を制約を満たす

全サイズについて発見する（最適決定木プロファイル）	



実験2：時間計算量	

•  DL8の実装を入手できないため、ベースとなる一般的な 
FIMの実装(LCM basic)に対して比較 

•  データセットg-creditに対して、葉の最小頻度を変化させ
たときの実行速度を比較 

•  FIMは対数グラフに 
おいてほぼ直線 

•  パラメータに対して 
解の個数が指数的に 
伸びるため 

•  ODTは二重指数的 
•  FIMの結果をさらに 

組み合わせるため 



実験3：メモリ使用量	

•  データセットg-creditに対して、葉の最小頻度を変化させ
たときの、通常のFIMアルゴリズム(LCM basic)とODTの
メモリ使用量比較 

•  タプル数1000のデータセットに対して、パラメータにほぼ
依存せず数百KBに抑えられている 
（提出稿ではMBと誤って表記） 

•  DL8はパスすべてをハッシュ表に持つのでパラメータに
対して指数的にメモリ量が大きくなると思われる 



実験4：精度比較	

•  葉の最小頻度のパラメータを同一にして比較 
•  C4.5に対してはいずれも良い精度を示している 
•  DL8からの精度劣化は1%以内に抑えられている	



まとめ	

•  順序付き決定木の族において、与えられた制約のもとで 
最適な決定木を厳密発見するアルゴリズムODTを提案
した 

•  先行研究であるDL8の領域計算量を、ODTでは入力に
対する指数領域から多項式領域へと改善 

•  実験において、メモリ消費がほぼパラメータに依存しない
ことと、精度劣化がわずかであることを確認した 

•  DL8との速度面での比較や、順序・連続属性への対応、
飽和パターンの導入による効率の改善等は今後の課題 


