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� はじめに

従来の主要なデータマイニング技術は，各データが
属性とクラスの値の組合せからなる表形式データやア
イテムと呼ばれる記号の集合であるトランザクション
データをマイニング対象とするものであった．これに対
し，$�
����や�������はアイテムに階層的な種類分け
%��������&を導入しデータ中に多頻度に現れるアイテ
ム種類集合を導出する手法 '()や，アイテム間に順序関
係がある場合の多頻度アイテム集合を導出する手法を
開発した '*)．また!���
��等は，トランザクションの
系列からエピソードと呼ばれる多頻度に表れるアイテ
ム集合系列を導出する手法の開発を行った '+)．更に新
谷と喜連川等は，トランザクションを連続したアイテム
系列と捉え，その中から多頻度に現れる連続アイテム
系列を並列処理によって高速導出する手法を開発して
いる ',)．トランザクションに限定せずに，一般の記号
系列データから有限幅窓内に多頻度ないしは特徴的に
現れる非連続性を含む系列パターンをマイニングする
手法としては，-./$��がある '0)．一方で近年，更に
複雑な構造である木構造データの集合から多頻度な部
分的構造をマイニングする手法の開発も盛んになって
いる．代表的なものとしては，順序木に関して多頻度パ
ターンをマイニングする ����!
��� '1)や2345� '6)，
同様に非順序木に関してマイニングする手法 '7)，更に
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はルートノードが存在しない木 %�������� ����& に関
してマイニングする手法 '8)などが提案されている．

以上のような幾何学的構造として最も複雑なものの
１つにグラフ構造があり，近年，グラフ構造など複雑な
構造を持つデータに関するマイニング研究が，精力的に
が進められつつある．9���と :�����は $����� '(;)，
吉田と元田は<-� '(()というグラフ構造マイニング手
法を提案した．これらは頻度に限らず，種々の指標に
基づいて特徴的な部分グラフ構造をマイニング可能で
ありかつ高速動作するが，������ 探索を行うため完全
探索はできない．これに対し，=�����と��
	����は
�" をベースとし，完全探索が可能な>�3!3アルゴ
リズムを提案した '(*)．更に /
?�� と @��はグラフ
パターンの照合基準を緩めることで，より高速なアル
ゴリズム 2�3!43を提案した '(+)．�" ベースのア
ルゴリズムはグラフの 	����� や ���� に変数を導入で
きるなど，論理プログラミング上の大きなメリットを
享受できる反面，探索範囲が膨大になるため比較的大
きな部分構造のマイニングが難しい面があった．本来，
大きなグラフや多数のグラフから共通する部分グラフ
構造を発見する部分グラフ同型問題は，/ �完全の計算
複雑性を持つことが知られており，大きな部分グラフ
構造を探索すると照合の組合せ爆発に直面してしまう．
このような理論的限界がありながらも，猪口，鷲尾，元
田等はバスケット分析に用いられる���
���
アルゴリ
ズムにグラフの隣接行列表現と代数演算を導入し，実
用レベルの速度で多頻度部分グラフ構造を完全探索可

(



能な �<! アルゴリズムを提案した '(,� (0)．これに
引き続き，マイニングの高速化や扱える部分グラフ構
造クラスの拡張に向けて，幾つもの研究がなされてい
る '(1� (6)．また現状はグラフに含まれる枝分かれの無
い ����の探索に限られるが，=� 3����と@�����によ
り頻度の多さや少なさというような ���
��������
�や
�������
�な指標の組合せに基づいて，	��
�� ����
上でグラフ内の部分構造を完全探索する!��2��という
アルゴリズムが提案されている '(7)．更には最近になっ
て，グラフ構造・木構造・系列構造のマイニングに関す
るワークショップ %!<�$& '(8)やより論理的な関係構
造のマイニングに関するワークショップ %!3=!& '*;)

などが開催され，この分野の研究が盛んになってきて
いる．

以上のようにデータマイニングで取り扱うデータ構
造の複雑化に伴い，それらを柔軟で拡張が容易な形式
により計算機内に格納・蓄積する方法に関する研究が開
始されつつある．データマイニング研究では，効率的
なアルゴリズムやマイニング指標にのみ注意が向けら
れがちであるが，データ表現に関する研究は，データ
マイニングシステムの実装のみならず，対象としうる
データ構造範囲の拡大や表現の体系化によって，多く
の手法が共通して取り扱える基盤を提供する点で非常
に重要である．現在，一般的な系列や木，グラフといっ
たデータ構造について，汎用的な表現として述語論理
をベースとした  �����が知られている '*()．しかしな
がら，論理プログラミングを中心としたアルゴリズム
向けの表現であり，個々の構造データに新たな種類の
属性や構造を柔軟に追加したり，データファイル全体
の属性や必要な記載事項などを計算機が直接利用可能
な形で記述することは難しい．また，表形式やトラン
ザクションのような他のデータ構造と統一された表現
原理に根ざした表現設計がなされていないため，実装
上も多くのデータ構造を扱いかつそれら相互間のデー
タ変換や交換を行わねばならない，汎用のデータマイ
ニングツールで取り扱う表現としては特殊な �����を
用意せねばならず不便である．

これに対し，汎用データマイニングツールの製作者
の立場から，様々なデータ形式やマイニング結果を統
一的な枠組みの中で表現する標準規格を作る動きが生
まれてきた．特に近年は新しいタグを追加的に定義し
て柔軟にデータ表現を拡張可能な #!"データベース
の研究が盛んである '**)．更にそれをデータマイニン
グの対象データ表現向けに設計した #!" ����� '*+)

やマイニング結果の#!"表現の世界標準規格  !!"

を作ろうとする動きがある '*,� *0)．特に後者は世界
の主要な �� 企業が企画作りに参加しており，データ
マイニングの全体スキームやデータの流れの記述，前
処理変換の記述に始まり，統計解析過程・結果の表現，
��������の指定記述，マイニング結果として得られ
る ���
��
�� 3���� =��
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������の#!"による柔軟なデファクトスタンダード
表現を提案している． !!"は完成された規格ではな
く，データマイニング技術や#!"技術の発展に沿って，
A��
�� (�;から始まり現在 A��
�� *�(がリースされ，
更にA��
�� +�;の作成が進められている．なお，これ
らの規格の策定過程は $.�3942.3<4�/4�という
サイトの  ���
� 2����でオープンにされており，第三
者が問い合わせや意見を述べることができる． !!"
は #!"のサブセットドキュメントであり，各タグを
定義するスキーマ部と実際のデータ部からなる．
しかしながら，先に述べたように最先端のデータマ

イニング手法は，系列や決定木などに留まらず，より一
般的な木やグラフ構造などをマイニングの対象データ
として扱い，かつまたマイニング結果としても出力す
るようになって来ている．このような状況下において，
上述したデータ表現を一層拡張しこれら複雑なデータ
構造の柔軟な標準表現を確立することが望まれる．こ
れによって

(� データマイニングツールがマイニング対象とする
データの共有化

*� データマイニングツール同志のマイニング出力結
果の交換・共有化

+� データマイニングに必要な前処理の容易化・効率
化

,� データマイニング環境の統合化
0� データ表現の拡張性に対応する新たなマイニング
手法・アルゴリズム開発促進

が期待される．本論では，上記の高度な構造データマ
イニング手法に対応したグラフ構造データの標準表現
規格を提案する．この際，データ表現の柔軟な拡張や
変更が可能で，かつデータ内容そのものを計算機に理
解させて処理を実行させることが可能な #!"上に構
築されたデータマイニング用のデファクトスタンダー
ド表現である  !!" に準拠し，更にそれによってグ
ラフ構造を表現可能な規格を考えることとする．

� ����の概要
米国を中心とする世界的な ��企業のデータマイニン

グツール開発部門を母体として，=��� !
�
�� <����
というコンソーシアムが構成され，その中でデファクト
スタンダードとしてデータマイニングに必要なデータの
#!"ベース表現規格が !!"として提案さてている．
 !!"は完成された規格ではなく，データマイニング
技術や#!"技術の発展に沿って，A��
�� (�;から始ま
り現在 A��
�� *�(がリリースされ，更に A��
�� +�;

の作成が進められている．なお，これらの規格の策定
過程は $.�3942.3<4�/4�というサイトの  ���
�
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2����でオープンにされており，第三者が問い合わせ
や意見を述べることができる．

��� ����

 !!" は #!" のサブセットドキュメントであり，
各タグを定義するスキーマ部と実際のデータ部からな
る． !!"は#!" スキーマとデータ本体によって記
述される．#!" スキーマとはそのドキュメント自身が
何であるかが，その内部に書かれているか或いはそれ
が記述された外部ファイル名が書かれている形式であ
る．通常，これらの記述はドキュメントの先頭部分に
置かれる． !!"はデータマイニングのためのデータ
やそのマイニング結果として得られたモデルを記述す
るドキュメントであるため，スキーマとしてはマイニ
ングに使うデータ名やマイニング手法，それによって
得られたモデル名などが記述される．
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上記は  !!"の #!" スキーマである．これはマ
イニング結果モデルの種類を表す．A��
�� *�( では
ここの書かれた８種類のモデルを記述できる．１つの
ドキュメントの中には１種類のモデルのみが記述され
ていてよいし，複数種類のモデルが記述されていても
よい．この部分において，ドキュメントが含むモデル
の種類を指定する．����タグ内にはこのドキュメ
ントが表すモデルの著作権やどのようなデータから
どのようなマイニング手法でどのような応用を目的と

して，またどのような改変履歴を持つか，各改変の日
付など，このモデルの由来を記述した������ タグが
ある．その次の��	�	
�������� タグには，このモ
デルを生成したトレーニングのパラメータ設定などの
条件が記載される．この定義は別スキーマとして記述
される．また�����������	��� にはモデルを生成する
の使用したデータの各属性フィールドやクラスなどの
情報が書かれている．���	���������	������	��� に
は，元データからモデルを作る際にどのような前処理
を施したかが記述される．例えば数値に０～１への規
格化を施したとか，離散化を行った，値の置き換えを
行った，値をグループ化したり平均値を取ったなどの
前処理の詳細である．その定義が別スキーマとして記
述される点は他と同様である．� �� B ������ � タ
グにはさまれた領域には各モデルを記述するスキー
マ名を指定することができる．����	���	は，記述者
が任意に拡張記述でる部分であり，通常はこのモデル
構築を行った作業者名または会社名などや，モデルを
特定のソフトウエアツール表示させる際の使用パラ
メータの指定など，様々な用途に使用可能なオプショ
ンである．また�� �� B ��������� � タグではこのド
キュメントの属性として，使われている  !!" バー
ジョンやそのバージョン記述の型名が指定される．な
お，������や��	�	
��������，����������	���，
���	���������	������	��� の記述内容に関する説明
は割愛する．

��� マイニング結果モデル表現スキーマ

上記  !!" 記述内の各マイニング結果モデルを記
述するスキーマ形式の定義は以下の通りである．
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����������のスキーマ内には，拡張オプション
記述以外にどのような方法でマイニングを行ったかの
��	�	
������ が記述される．これも別スキーマと

+



して定義される．具体的には元データのどの属性を
用い，どの属性を用いなかったか，クラスを必要とす
るモデルの場合にはそのクラス属性名，外れ値や欠
値の取り扱い方法などが記述される．��������� に
は，そのモデルを構築するのに使用したデータ数やモ
デルの平均予測誤差などの統計的情報が記述される�
���������� タグの属性 � �� B ��������� � には
モデル名���� ���，その機能名称 ��	����	 ���，
アルゴリズム名称 �
������ ���が記述される．属
性 ��	����	 ���には ����������	!���� ��"��	����
������������	� ��
������	� �������	
 の５種類の機
能を記述でき，このモデルが如何なる目的に使用可能
な機能を有するかを示す．なお，��	�	
������ や
���������の記述方法については割愛する．．

��� データタイプスキーマ

上記ドキュメント記述内に現れるデータには，幾つ
かの基本タイプが存在する．それらは一般数値タイプ，
整数値タイプ，高精度実数値タイプ，確率値タイプ，百
分率タイプ，具体的な属性名を指定して値を定義するタ
イプなどである．例えば高精度実数値タイプのスキー
マならば以下のように定義される．
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また以下のように配列を定義することも可能である．
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実データでは，�で配列の長さを指定し，����でそ
れが整数値配列か，実数値配列か，文字列の配列かを
指定し，このタグの後中に実データを記述する．

��� アソシエーションルール記述の例

以下に !!"によるアソシエーションルール記述の
例を示す．最初の３行は先に説明した通りである．次
の� ����������	��� �内でデータ記述が２つあるこ
とを示し，このタグに挟まれた２行で �������
�� と

���というデータが記号データであることを記述して
いる．更にその次の � #���������	���� �タグ内で
機能がアソシエーションルールであり，４つのトラン
ザクションデータから作られたモデルであり，アイテ
ムは全部で３種類あり，最小支持度，最小確信度がそ
れぞれ ;�1，;�0，得られた多頻度集合が３つあり，得
られたアソシエーションルールが２つあることを記述
している．次の � ��	�	
������ �タグに挟まれた
部分では，���	������	と ����という１つの属性を持

つデータからマイニングされたものであることが示さ
れている．�C��$$$�� �はコメント行であり，その
後，各アイテム名が記述されている．� %������ �タ
グ部分では �� D E(Eのアイテムセットが支持度が１で，
含まれるアイテム数が１であることなどが記述されて
いる．更に � #���������	!�� � タグでは �� D E(E

のアイテムセットがボディー %�	������	�&，�� D E*E

のアイテムセットがヘッド %��	��"��	�&であるアソシ
エーションルールの支持度，確信度共に (�;であるこ
となどが記されている．� ����& ��� �，� %��� �，
� %������ �，� #���������	!�� �などのタグのス
キーマは，別途与えられるが割愛する．
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� グラフ構造表現の����提案
前記目的により，グラフ構造を表現する  !!" 規

格の検討を行った．そのために，ますグラフ構造を定
義するためのタグのスキーマを設計した．

��� スキーマ

スキーマを各タグについて個別に説明する．以下は，
グラフモデルスキーマの定義である．最初の２行は
#!"のバージョンとこのファイルの文字コード，#!"
スキーマの説明を載せているホームページの �3" を
記述している．次の � �� B ����	� � タグに挟まれ
た部分では，グラフモデルが � �� B ���������� �
という複数の内部タグから成り立つことを示している．
その内部は��	�	
������，���������，'����の
スキーマを順番に参照する � �� B ��"��	�� �タグと，
モデル名を文字列かつオプションとして付与できるこ
と，機能としてマイニング機能を持つこと，アルゴリ
ズム名を文字列かつオプションとして付与できること
を定義する � �� B ��������� � タグから成っている．
� �� B ��"��	�� �タグ内では更に � �� B ����	� �
タグが用いられ，��������� スキーマの指定は最小
無くてもよく最大で１つしか許されないことを示して
いる．またシーケンスの最初と最後には，任意の個数
の拡張参照スキーマを使用者が場合に応じて記述でき
るように工夫されている．
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上記で参照されている <���� スキーマの定義は以

下の通りである．これも � �� B ��"��	�� � タ
グと � �� B ��������� � タグから構成される �

�� B ���������� � タグで記述されている．� �� B
��"��	�� �タグ内では更に � �� B ����	� �タグを
用いてグラフの ( �����と��
�のスキーマが参照され
ている．また，ここでも 4����
��として使用者が任
意のスキーマを記述可能である．グラフ内には任意個
のの ( �����や��
� が含まれるので���)�����は上
限なし %�	���	���&となっている．� �� B ��������� �
タグでは各グラフデータを識別するための 
����%�名，
グラフの種類とグラフマイニングによって得られるモ
デルの種類を示すための 
��������，データ内のグラ
フ数を表す ������*��	�が定義されている．いずれも
対象がグラフデータなのか，グラフマイニングによっ
て得られた結果としてのモデルなのかによって必要性
が異なるので，オプションとなっている．
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以下は上記の 
��������で指定する際のグラフのタ
イプ '!#�� � �+ �� を定義するスキーマである．
'!#�� � �+ �� が文字列で示されねばならないこ
と，そして，元データ ���
�	� か，マイニング結果と
して導かれる誘導部分グラフ �	����� であるか一般部
分グラフ 
�	��� であるかのいずれかでなければなら
ないことが指定されている．
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以下は同様にグラフマイニング結果として得られる
構造の種類を�)�����+ ��として定義している．
ルート無しツリー，ルート付きツリー，順序木，パス，
閉路を含むグラフのいずれかであること示している．
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更に以下２つは，グラフの構成基本要素である( �����
と ��
�を定義するスキーマである．( �����も ��
�
も同様に � �� B ���������� � タグ内の複数タグ
で定義される．( ����� は � �� B ����	� � として
( ��������� を参照する．また � �� B ��������� � と
して( �����の識別名である ,�����%�，次数 ����	���	
を持つ．次数によって( ���������として３次元座標の
ような多次元ベクトルを持たせることが可能になる。更
に下部には ( ���������の定義も与えられている．こ
れはラベル名称 ����とその値 ,���からなる．��
�
の定義はより複雑である．同様に��
�����定義を参
照し，��
�%�や��
�����の ����	���	を有するが，
それ以外にも有効エッジであるか無向エッジであるか
を示す 
��������，いずれの ( �����間を結ぶかを示す
�
	,�������，�	�,�������を � �� B ��������� �で指
定する．
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2
�� (B エチレンの平面構造
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��� グラフ表現の実例

以上のスキーマに基づき，図 ( に示すエチレンを
 !!" 上で表現した例を以下に示す．最初の３行は
#!"及び !!"のバージョン，文字コード指定，著
作権明示などの情報である．次の� ����������	��� �
タグに挟まれた部分では，属性名に �����と ��	�����
があり，両者は記号属性であって，����� の値は:と
9 のいずれかであり ��	����� の値は単結合，芳香族
結合，二重結合，三重結合のいずれかであることを記
述している．その次の � '�������� � タグ部分に
よって実際のグラフが記述されている．モデル名は仮
に �����としてある．� ��	�	
������ �タグでは
このモデルが ����� と ��	�����という属性を扱うこ
とを示しである．� '���� �タグ内にはエチレンが記
述されている．各� ( ����� �タグは１つの ( �����を
表し，それぞれに識別番号が振られ，かつ �����とい
うスカラーのラベルが付与されていること %����	���	

が (&，またそれぞれの元素名 %:または 9&が記述され
ている．各 � ��
� � タグは１つの ��
�を表し，そ
れぞれに識別番号が振られ，結合には方向性がないの
で 
��������として �	��������，��	�����として単結
合か二重結合，始点 �
	,�������及び終点 �	�,�������
の ( �����の識別番号が記述されている．エチレンでは
二重結合は２つの炭素 9間にしか存在しないので，対
応する３番と４番の ( ����� 間の結合だけが二重結合
となっている．これは１番目のグラフの記述であるが，
以下続けて他の識別番号で複数のグラフを記述するこ
とが可能である．
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� グラフマイニングツールへの
����の実装

最初に述べた現状のグラフマイニングツールは，い
ずれも現状では上記で説明した !!"に準拠したデー
タの読み書きができない．例えば �<!は述語によっ
て記述されたデータの読み込みを行うようになってい
る．また，掲載は省略するがマイニングよって得られた
多頻度部分グラフは，隣接行列のまま出力される．更
に化学分野では，化学式を $=�ファイルや!��ファイ
ルといった独自の形式で記述する規格が普及している．
そこで現在，

(� �<!述語形式と  !!"グラフ表現間の �����
*� $=�ファイル形式と !!"グラフ表現間の �����
+� 隣接行列形式と  !!"グラフ表現間の �����

のプログラム整備を進めており，%(&，%*&については
既に完成している．また，�<! や<-�といったマイ
ニングツール自身が直接  !!" ベースグラフ表現を
読み書きできるように変更することを計画中である．．

� おわりに
本論では，グラフデータ構造は現状の !!"の規格

が扱うデータやモデル構造よりも複雑であるにも関わら
ず，グラフ構造表現に必要なスキーマを現状の  !!"

に付加することで，十分に表現能力の高い柔軟な記述
が可能であることを明らかにした．更に提案した規格
が高い汎用性と柔軟性を持つため，従来各分野やグラ
フマイニングツール毎に個別に用いられてきた表現と
提案表現間の変換プログラムである各種 �����を容易
に開発できることも分かった．今後，本表現規格を一
層改良，拡張していくと共に，各種 �����の準備やグ
ラフマイニングツールへの  !!" インターフェイス
の実装，更にそれらの!�$�$:�への実装を図る予定
である�

参考文献
'() $�
����� 3�� A�� 5� ��� �������� 3�B !
�
�� ��

��
��
�� 3��� �
�� ���� 9�����
��� ����� ��

��� 	�
 ����������� ���������� �� ������
��

��������� �
 �� ������ ��������� ���16�6+�

%(886&�
'*) �������� 3� ��� $�
����� 3�B !
�
�� $������
��

 ������� ����� �� ��� ���� ����������� �������

���� �� �� ����������� ����� �!�� ���+�(,�

%(880&�

6



'+) !���
��� :�� ��
	����� :� ��� A������� ����B

=
��	��� �� 2������� 4�
��� 
� 4	��� $��

������� �� ������ �
 ������
�� ����������

A��� (� /�� +� ���*08�*78� %(886&�
',) $
����
� �� ��� @
��������� !�B !
�
�� �����

�
��� ��� $������
��  ������ 
�  �������B :��

-��� ��������� ����� �� ��� "�� �����������

���������� �� ������
�� ��������� �
 ��

������ ������#�� ���*7+�*8,� %(887&�
'0) $�����
� �� �� ���B -./$�� <�����B  �������

@�������� =
��	��� $���� ��� ��
�� ��
� $��

������� ����� �� ��� $���
 ����������� ����

������� �� ����������� %����&� ��� �����'�� (��

������ ����  ��� ���+08F+11� %(880&�
'1) G��
� !�B 4Æ�
����� !
�
�� 2������� ���� 
�

� 2����� ����� �� ����������� ���������� ��

������
�� ��������� �
 �� ������� %*;;*&�
'6) ��
� �� �� ���B 4Æ�
��� $���������� =
��	�

��� ���� "���� $��
�$��������� =���� ����� ��

%�)� ����������� ���������� �� �� �������

���(07H(6,� %*;;*&�
'7) ��
� �� �� ���B =
��	��
�� �������� �������

���� 
� ����� ��������� ����� ������ :
���


��
����� ������
 ���� ��� $�
��
��
 /������

����� �� ��� *�� ����������� ���������� �� ����

������ %������ ��% +	�� "/��� $��
�����A������

%*;;+&�
'8) /
?��� $� ��� @��� I�/�B 4J�
��� =
��	���

�� 2������� ��������� ����� ,��-��� .��� ��

/���� ����������� ,��-���0 �� ������ 1�0��2

$���� �
 %�3'����� ��1$%�4++	�� ���00F1,�

%*;;+&�
'(;) 9���� I� ��� :������ "�B $���������� �
��	�

��� �
�� �
�
��� ����
��
�� ������ ��� �����

������ ���������� 5� )���6��� ������������ 7��

������ A���(� ���*+(F*00� %(88,&�
'(() K��
��� :�� !������ @�� ��� ���������� /�B

<��������� 
�����
�� � � ��
��� �����
��

���������� 5� �� )00���
 ������������� A���,�

���*86F+*7� %(88,&�
'(*) =������ "� ��� ��
	����� :�B =
��	��� �� ����

����� ������� �������� �� ������ �
 ������

�
�� ���������� A���+� /��(� ���6F+1� %(888&�
'(+) /
?��� $� ��� @��� I�B 2���� ���
��
�� ����

��� ����
��� �����
��� ����� �� ��� %����������

����������� 5���� ���������� �� )���6��� ���

���������� ��5�)� +��� A���*� ���78(F781� %*;;(&�
'(,) �� �������
� >��
�� �� ��� !������ :�B ��

���
��
�-��� �����
��� ��� !
�
�� 2�������

$���������� ���� <���� =���� ����� ��

����4+++8 ������0��� �� �� ������ �


������
�� ���������2 "�� �'��0�� ����������2

9���'�� ����� �� )���6��� ������������ ���+� I��

G����� 4��� ���(+�*+� %*;;;&�

'(0) �� �������
� >��
�� �� ��� !������ :�B 9���

����� �
�
�� �� �������� ������� ���� �����B

!
�
�� ����� ����� ������ 9������� A���0;�

���+*(F+0,� %*;;+&�
'(1) @�������
� !� ��� @����
� <�B 2������� ���

����� �
��	���� ����� �� ��� 6��� ���� �����

�� ������ ����� +��� ���+(+F+*;� %*;;(&�
'(6) K��� #� ��� :��� I�B ����B <��������� ���

�������� ������� �
�
��� ����� �� ��� �����


���� ����� �� ������ ����� +4�� ���6*(F

6*,� %*;;*&�
'(7) �� 3����� "� ��� @������ $�B ��� ��	���
� 	���


�� ���� �����
������ 
� ����
���
�� �� ������

���� �������� ���
��� ����� �� ��� %����������

����������� 5���� ���������� �� )���6��� ���

���������� ��5�)� +��� A���*� ���70+F708� %*;;(&�
'(8) >������ ����
������
���� ���� �
�
�� %!3=!L

;(&� �� ���?����
�� �
��  @==L;( ��� 49!"L

;(� %*;;*&� ����BMM�����
�
��

����M����M�
'*;) 2
�� ��������
���� >������ �� !
�
�� <�����

���� ��� $������� %!<�$L;+&B �� ���?����
��

�
��  @==L;( ��� 49!"L;(� %*;;*&� ����BMM

�����������������������?�M!<�$�*;;+

92 ������
'*() !��������� $B ��	��� ����
����� ���  ������

.�� 1�������� ��&0'���� 5�'���2 %0���� ���

�'� �� ��
'����� 9���� �����&&���� A���(+�

���*,0�*71� %(880&�
'**) 2�������N� !�� !��
�
��� ��� $��
�� =�B 4��

��
��� 4	�����
�� �� #!" !
��������� 5���
��

����� �� ��� )�� %�1�:� ���������� �� ���

��&��� �� ��� %*;;(&�
'*+) 羽 室 行 信 ，加 藤 直 樹 ，矢 田 勝 俊 ，鷲

尾隆B !�$�$:� でらくらくデータマイニング�
$������� =�
��� (;月号，���7+�8(� %*;;+&�

'*,) �-! 9���� @#4/� !���
�� ����� !
�������

!�/4
� $������� "���� ��
	��
�� �� ���
��
� .��

���� 9�������
��� $������ $����� $�$ �����

$ $$ ����� $���$���� ����B =��� !
�
�� <�����

����BMM�����������M
���������
'*0)  ��?���B  ���
��
	� !���� !����� "�������

% !!"&� $.�3942.3<4�/4��

����BMM��������������M���?���M�����

7


