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Abstract: Frequent pattern mining is one of the most important and fundamental tasks in
data mining. The main drawbacks of frequent pattern mining include the explosion of discovered
patterns as well as less comprehensibility. In this paper, an application of distributed representation
techniques to frequent visual pattern mining is proposed in order to alleviate the drawbacks and to
derive characteristic patterns with high understandability. More specifically, we attempt to identify
characteristic patterns by a cluster analysis in the vector space and to help understanding of the
meaning of patterns by associating tags. We assess the eﬀectiveness of the proposed framework
using a social media dataset.

1

はじめに

データ集合中に現れる特徴的な組み合わせをパター
ンとして抽出する頻出パターン発見 [1] は，データマイ
ニングの基本的な問題であり，これまでにグラフ [2, 3]
や動画像 [4]，軌跡 [5] などを含め，様々な拡張と幅広い
分野での応用が行われている．一般に頻出パターン発
見における問題点として，閾値の設定によっては大量
のパターンが抽出されてしまう点や，得られたパター
ンの解釈が必ずしも容易ではないという点が指摘され
ている．前者に対する解決策として，頻度に着目した
代表元に基づく圧縮表現 [6, 7] や，統計的なテストに
基づくフィルタリング [8, 9]，直交するパターン集合の
抽出 [10, 11] などが提案されている．また後者に対す
る解決策として，各パターンに対して，パターンの構
成要素は類似しているが共起性が低いパターンや，逆
に構成要素は異なるが共起性が高いパターン等を関連
付けるといった手法が提案されている [12, 13]．
本論文では，これらの頻出パターン発見の問題点を
緩和する新たな枠組みとして，共起等に基づき対象を
低次元の実数ベクトルで表現する分散表現（単語埋め
込み）技術 [14, 15, 16, 17] の，獲得パターンへの適用
を提案する．より具体的には，分散表現技術を通じて
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パターンを実数ベクトル空間上に配置することで，パ
ターン間の距離に基づき代表的なパターンを抽出する
とともに，各パターンに対して関連の強いパターン集
合の獲得を目指す．なお，前者はパターン発見におけ
る一つ目の問題点（大量パターンの抽出）を，後者は二
つ目の問題点（解釈困難性）をそれぞれ緩和すること
を目的としている．また，パターンの解釈容易性のさ
らなる向上を目的に，各データの関連情報を同一空間
に配置することで，パターンと関連情報との強い繋が
りを獲得し，パターンの解釈を支援することを試みる．
本論文では，提案する枠組みの適用先として，タグ
付き画像データ集合に対するパターン発見を取り上げ
る．パターン発見の動画像分野への応用は継続的に行
われており，これまでに数多くの手法が提案されてい
る [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]．これらの研究
と同様，本論文でも，画像特徴量からアイテムを特定
し，その配置を含めた組み合わせをビジュアルパター
ンと定義して抽出の対象とする．抽出されたパターン
を代表元だけに絞り込んだ上でそれらの分散表現を求
め，クラスタリングを行うことで特徴的なパターンを
特定する．またタグ情報とのすり合わせを行うことで，
パターンの意味付けを試みる．提案する枠組みの全体
像を図 1 に示す．
本論文の構成は以下の通りである．2 章では準備を
行い，今回の抽出対象である頻出ビジュアルパターン
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と表記し，本研究での入力とする．V (D) から，位置情
報付きアイテムの集合のみ，またはタグ集合のみを取
り出した集合をそれぞれ

I(D) = {VI | ⟨T, VI ⟩ ∈ V (D)}
T (D) = {T | ⟨T, VI ⟩ ∈ V (D)}
と表記する．

2.2

頻出ビジュアルパターン

画像データベース D に対し，D 中の位置情報付きア
∪
イテムの集合 pv ⊆ x∈I(D) をビジュアルパターンと
呼ぶ．通常の頻出パターン発見同様，D における pv の
支持度を

図 1: 提案する枠組みの全体像

supD (pv ) = | {VI ∈ I(D) | pv ⊆ VI } | / |D|
の形式的な定義を示す．3 章では，パターンに対する分
散表現の獲得方法について述べる．4 章で実験と考察
を行い，最後に 5 章でまとめと今後の課題を述べる．

と定義する．また，支持度に関するパラメタ σ (> 0)
に対し，supD (pv ) ≥ σ を満たすパターン pv を頻出ビ
ジュアルパターンと呼ぶ．さらに条件

∀qv [ pv ⊂ qv → supD (pv ) > supD (qv ) ]

2
2.1

頻出ビジュアルパターンの抽出
タグ付き画像のトランザクション化

集合 T をタグの全体集合とする．今，画像 I とそれ
に付与されたタグの集合 T ⊆ T の対をタグ付き画像
と呼び，Img = ⟨T, I⟩ と表記する．またタグ付き画像
Img = ⟨T, I⟩ の集合 D = {Img1 , · · · , Img|D| } を画
像データベースと呼ぶ．
一方，SIFT[27] や HOG[28] などを用いて画像の特
徴点及び特徴量を求め，それらをクラスタリングする
ことで生成される Visual Word[29] の集合を VW と表
記する．m と n をパラメタとし，画像 I を m × n の格
子状に分割する．このとき，領域 (x, y) と，その領域
における Visual Word w ∈ VW の出現数 cw (> 0) を
まとめて，⟨x, y, w : cw ⟩ と表記し，一つのアイテムと
考える．このアイテムを，位置情報付きアイテムと呼
ぶ．以上の準備の下，タグ付き画像 Img = ⟨T, I⟩ ∈ D
を，タグ集合 T と位置情報付きアイテムの集合



x ∈ {1, · · · , m}, 


VI = ⟨x, y, w : cw ⟩ y ∈ {1, · · · , n},



w ∈ VW, cw > 0 
の対に変換したものを V (Img) = ⟨T, VI ⟩ と表記し，
一つのトランザクションと見做す．また，画像データ
ベース D 中のすべてのタグ付き画像をトランザクショ
ン化することで得られる集合を

を満たす頻出ビジュアルパターン pv を飽和ビジュアル
パターンと呼び，その全体集合を Cv (D, σ) と表記する．
∪
一方で，D 中のタグの集合 pt ⊆ x∈T (D) をタグパ
ターンと呼ぶ．D におけるタグパターン Pt の支持度は，

supD (pt ) = | {T ∈ T (D) | pt ⊆ T } | / |D|
と定義され，supD (pt ) ≥ σ を満たすパターンを頻出タ
グパターンと呼ぶ．さらに，δ (≥ 0) をパラメタとし，
条件

∀qt [ pt ⊃ qt → supD (pt ) + δ < supD (qt ) ]
を満たす頻出タグパターン pt を δ-フリータグパターン
と呼び，その全体集合を Ft (D, σ, δ) と表記する．
本研究では，画像データベース D から飽和ビジュア
ルパターンの集合 Cv (D, σ) と δ-フリータグパターンの
集合 Ft (D, σ, δ) を抽出する問題を考える．なお高度な
アルゴリズムも考えられるが，一般的な頻出パターン
発見手法を利用して頻出ビジュアルパターン集合と頻
出タグパターン集合を求め，後処理として Cv (D, σ) と
Ft (D, σ, δ) を求めることも可能である．

3

分散表現の獲得とパターン間距離

トランザクション化されたタグ付き画像 V (Img) =
⟨T, VI ⟩ に出現するビジュアルパターン及びタグパター
ンの集合を，それぞれ

V (D) = {V (Img) | Img ∈ D}
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Pv (Img) = { pv ∈ Cv (D, σ) | pv ⊆ VI }
Pt (Img) = { pt ∈ Ft (D, σ, δ) | pt ⊆ T }

と表記する．また，ビジュアルパターン pv ∈ Cv (D, σ)
またはタグパターン pt ∈ Ft (D, σ, δ) の出現集合を

表 1: セントロイド集合の出現数分布
Pcos
Pjac

Occ(pv ) = {Img | V (Img) = ⟨T, VI ⟩ ∈ V (D), pv ⊆ VI }
Occ(pt ) = {Img | V (Img) = ⟨T, VI ⟩ ∈ V (D), pt ⊆ T }
と表記する．
本研究では，各タグ付き画像に出現するパターンの集
合を一つの単位と考え，word2vec[15, 16] や GloVe[17]
などの分散表現獲得技術を利用し，各パターンを低次
元ベクトル化する．より形式的には，データベース D
とビジュアルパターンの集合 Cv (D, σ)，タグパターン
の集合 Ft (D, σ, δ) から，新たなトランザクション集合
{Pv (Img) | Img ∈ D} もしくは {Pv (Img)∪Pt (Img) |
Img ∈ D} を獲得し，これらを使用して各パターンの
低次元ベクトル化を行う．
パターン p に対する低次元ベクトルを p
⃗ と表記する．
このとき二つのパターン p, q 間の距離として，ベクト
ルのコサイン距離

cos(⃗
p, ⃗q) = 1 −

p⃗ · ⃗q
p| |⃗q|
|⃗

を採用する．一方で，パターンの出現集合に着目した
距離として，出現集合の Jaccard 距離

jac(p, q) = 1 −

Occ(p) ∩ Occ(q)
Occ(p) ∪ Occ(q)

を利用する．パターン間の距離を考えることで，クラス
タリングによる代表的パターンの抽出と，類似パター
ンの関連付けが達成される．

4

最小値
第 1 四分位数
中央値
平均値
第 3 四分位数
最大値
分散

4.1

11.0
14.0
30.0
33.8
53.0
101.0
494.1

11.00
30.0
33.0
38.6
40.0
79.0
216.3

パターン分布の視覚化

パターン間の距離として，分散表現のコサイン距離
及び出現集合の Jaccard 距離をそれぞれ採用し，多次
元尺度法を用いてビジュアルパターンとタグパターン
の分布を視覚化した．図 2 に結果を示す（各距離の分布
図において，スケールが異なる点に注意が必要である）．
図より，出現集合の Jaccard 距離を利用した場合と
比較し，分散表現のコサイン距離を採用した場合にパ
ターンの分布が広がっていることが確認できる．広く
分布している方が，より的確にパターン間の関連性を
捉えていると考えられるので，その意味では分散表現
を採用した効果が認められる．
ところで，Jaccard 距離を採用した場合に分布が広
がらないことの要因として，出現集合に共通要素がな
いパターンの組はすべてその距離が 1 となってしまい，
うまく差別化ができていない点があげられる．分散表
現を採用した場合は，このような問題が回避されてい
ると考えられる．

実験と考察

提案した枠組みの有効性を確認するため，ソーシャ
ルメディアに関する実データを利用して評価実験を行っ
た．実験では，国立情報学研究所が提供しているニコニ
コデータセット 1 に含まれる「スポーツ」タグを持つ動
画約 8 万件から，ランダムに 2 万件のデータを選択し，
動画に付与されたタグ集合とサムネイル画像を対とす
るデータセットを作成した．データセット中の 5000 件
のデータを利用して Visual Words を作成し，各画像を
13 × 10 の領域に分割することで，タグ付きサムネイル
画像のトランザクション化を行った．得られたトラン
ザクションデータベース T (D) から，飽和ビジュアル
パターンの集合 Cv (D, 0.05) と，δ-フリータグパターン
の集合 Ft (D, 0.01, 0.025) を抽出した．なお，得られた
パターン数はそれぞれ 1819 及び 569 であった．
分散表現の獲得には，GloVe[17]2 を利用した．なお，
次元数は 50，学習の繰り返し回数の最大値は 15 とした．
1 http://www.nii.ac.jp/dsc/idr/nico/nico.html
2 http://nlp.stanford.edu/projects/glove/

4.2

パターンのクラスタリング

飽和ビジュアルパターンの集合に対し，各パターン間
距離を基にした分割型クラスタリング（K-medoid 法）
を適用した上でクラスタ中心を集めることで，パター
ン数の圧縮を試みた．なおここで，対象は頻度に関す
る圧縮表現である飽和ビジュアルパターンであり，そ
れを更に距離の観点から圧縮しているという点に注意
が必要である．
今回の実験ではクラスタ数 K = 200 とし，約 11%へ
の圧縮を行った．分散表現のコサイン距離を用いた場合
に得られるパターンの集合 Pcos と出現集合の Jaccard
距離を用いた場合に得られるパターンの集合
Pjac の
)
(

間の Jaccard 類似度

Pcos ∩Pjac
Pcos ∪Pjac

は 0.34 であり，両者

の間で多くの異なるパターンが得られていることが分
かる．
表 1 に，Pcos ，Pjac それぞれに含まれるパターン p
の出現数（|Occ(p)|）の分布を示す．表より，Pcos の方
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出現集合の Jaccard 距離

ビジュアルパターン＋タグパターン

ビジュアルパターンのみ

分散表現のコサイン距離

図 2: 各距離に基づくビジュアルパターンの分布
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表 2: コサイン距離と Jaccard 距離の差正負各上位 10 対
パターン対
値
パターン対
値

⟨P137 , P192 ⟩
⟨P137 , P197 ⟩
⟨P137 , P193 ⟩
⟨P137 , P191 ⟩
⟨P75 , P137 ⟩
⟨P197 , P258 ⟩
⟨P137 , P201 ⟩
⟨P76 , P137 ⟩
⟨P367 , P432 ⟩
⟨P143 , P192 ⟩

0.62
0.61
0.61
0.61
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.59

⟨P426 , P427 ⟩
⟨P140 , P141 ⟩
⟨P15 , P16 ⟩
⟨P100 , P101 ⟩
⟨P222 , P223 ⟩
⟨P129 , P130 ⟩
⟨P252 , P253 ⟩
⟨P16 , P17 ⟩
⟨P101 , P102 ⟩
⟨P432 , P433 ⟩

-0.69
-0.66
-0.65
-0.62
-0.60
-0.59
-0.59
-0.55
-0.53
-0.53

タグパターン

{ バスケ }
{ プロ野球, 野球 }
{ 野球, mlb}
{ 読売ジャイアンツ }
{ 阪神タイガース }
{ 競艇 }
{ 格闘技, k-1}
{ サッカー, j リーグ }
{ 車載動画, モータースポーツ }

が四分位範囲，分散共に大きく，頻度という意味で多
様なパターンが獲得できていることが伺える．

4.3

距離の違いに着目した特徴的パターン
対の抽出

分散表現のコサイン距離と出現集合の Jaccard 距離
は，いずれも共起性に着目した距離であると考えられ
る．このことに着目し，分散表現のコサイン距離と出現
集合の Jaccard 距離との差が大きなビジュアルパター
ンの対を，特徴的なパターンの対として抽出する．2 つ
のパターン p, q に対する距離の差 cos(⃗
p, ⃗q) − jac(p, q)
を基準に，正負各上位 10 対を表 2 に示す．
表中に現れる 3 つのパターン P367 , P432 , P433 に関し
ては，|P367 | = 4, |P432 | = 8, |P433 | = 9 かつ P367 ⊂
P432 ⊂ P433 という関係が成り立つ．その一方で，対
⟨P367 , P432 ⟩ はコサイン距離が大きく，対 ⟨P432 , P433 ⟩
は Jaccard 距離が大きいなど，パターンの包含関係だ
けでは捉えきれない関係性が一部抽出できていると考
えられる．特に P367 は P432 に包含されるも関わらず
両者の意味は大きく異なり，差分 P432 \ P367 にその要
因があると推測できるため，距離の差分を考えること
は，パターン間やパターンの構成要素に対するより詳
細な分析にも繋がると考えられる．

4.4

表 3: タグパターンに対して類似性の高いビジュアルパ
ターンの例
ビジュアルパターン

P87 , P622 , P1398
P87 , P285 , P1129
P87 , P622 , P1398
P622 , P1398 , P1488
P285 , P622 , P1398
P87 , P622 , P1398
P87 , P1329 , P1398
P87 , P285 , P622
P87 , P622 , P1398

ンが利用できることを表しており，その意味で解釈容
易性の向上につながる結果であると考えられる．

5

まとめと今後の課題

本論文では，頻出パターン発見の問題点を軽減する
ことを目的に，分散表現技術のパターンマイニング分
野への導入を行った．またタグ付き画像データ集合に
おけるビジュアルパターンとタグパターンを対象に種々
の実験を行い，その有用性を確認した．
今後の課題としては，提案した枠組みの構造データ
マイニングへの応用があげられる．また，更なる理解
容易性の向上を目的に，加法構成性に基づきパターン
間の関連性を解釈することを検討している．一方で，今
回は比較として出現集合の Jaccard 距離を採用したが，
出現集合をベクトル化した上で次元圧縮することでも
有用な距離が得られる可能性があると考えている．そ
の際，積層ノイズ除去自己符号化器 [30] 等の利用を検
討している．
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