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(57)【要約】
情報処理装置は、複数のデータにより構成される第１
データセット内の処理対象データと、検索対象データと
してのクエリとの間の類似度を算出する第１算出部と、
前記第１データセット内の一部のデータにより構成され
る第２データセットを、前記処理対象データごとに特定
する特定部と、前記特定部が特定する前記第２データセ
ットから、前記処理対象データごとの基準を算出する第
２算出部と、前記第１算出部が算出する前記類似度と、
前記第２算出部が算出する基準とを用いて、前記処理対
象データごとにスコアを算出する第３算出部と、を含む
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のデータにより構成される第１データセット内の処理対象データと、検索対象デー
タとしてのクエリとの間の類似度を算出する第１算出部と、
前記第１データセット内の一部のデータにより構成される第２データセットを、前記処
理対象データごとに特定する特定部と、
前記特定部が特定する前記第２データセットから、前記処理対象データごとの基準を算
出する第２算出部と、
前記第１算出部が算出する前記類似度と、前記第２算出部が算出する基準とを用いて、
前記処理対象データごとにスコアを算出する第３算出部と、
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を含む情報処理装置。
【請求項２】
前記クエリについて、前記第１データセットから第１の所定数のデータを、前記スコア
に基づいて抽出する抽出部
をさらに備える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記特定部は、前記第１データセット内のデータと前記処理対象データとの間の類似度
に基づいて、前記第２データセットを特定する
請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
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前記特定部は、前記第１データセット内のデータと前記処理対象データとの間の類似度
が高い順に第２の所定数のデータを抽出することにより、前記第２データセットを特定す
る
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
前記第２の所定数とは、前記第１データセット内の２つのデータの全ての組み合わせに
おける類似度に基づいて、前記第１データセット内の各々のデータに対して当該類似度が
高い順に第１の所定数のデータを抽出する場合に、前記処理対象データが抽出される回数
と、前記処理対象データと当該処理対象データの基準との間の類似度と、の間の相関が最
大になる数である
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請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
前記第２の所定数とは、前記第１データセット内の２つのデータの全ての組み合わせにお
ける類似度に基づいて、前記第１データセット内の各々のデータに対して当該類似度が高
い順に第１の所定数のデータを抽出する場合に、前記処理対象データが抽出される回数に
関する分布の歪度が最小になる数である
請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項７】
前記第１算出部は、内積と、コサインと、距離と、カーネルとのうちの少なくともいず
れか１つに基づいて前記類似度を算出する

40

請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
情報処理装置が、
複数のデータにより構成される第１データセット内の処理対象データと、検索対象デー
タとしてのクエリとの間の類似度を算出する第１ステップと、
前記第１データセット内の一部のデータにより構成される第２データセットを、前記処
理対象データごとに特定する第２ステップと、
前記第２ステップにおいて特定した前記第２データセットから、前記処理対象データご
との基準を算出する第３ステップと、
前記第１ステップにおいて算出した前記類似度と、前記第３ステップにおいて算出した
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基準とを用いて、前記処理対象データごとにスコアを算出する第４ステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項９】
コンピュータに、
複数のデータにより構成される第１データセット内の処理対象データと、検索対象デー
タとしてのクエリとの間の類似度を算出する第１ステップと、
前記第１データセット内の一部のデータにより構成される第２データセットを、前記処
理対象データごとに特定する第２ステップと、
前記第１ステップにおいて特定した前記第２データセットから、前記処理対象データご
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との基準を算出する第３ステップと、
前記第１ステップにおいて算出した前記類似度と、前記第３ステップにおいて算出した
基準とを用いて、前記処理対象データごとにスコアを算出する第４ステップと、
を実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
コンピュータに、
複数のデータにより構成される第１データセット内の処理対象データと、検索対象デー
タとしてのクエリとの間の類似度を算出する第１ステップと、
前記第１データセット内の一部のデータにより構成される第２データセットを、前記処
理対象データごとに特定する第２ステップと、
前記第１ステップにおいて特定した前記第２データセットから、前記処理対象データご
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との基準を算出する第３ステップと、
前記第１ステップにおいて算出した前記類似度と、前記第３ステップにおいて算出した
基準とを用いて、前記処理対象データごとにスコアを算出する第４ステップと、
を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な非一時記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び非一時記憶媒体に関する。
詳しくは、高次元又は／及び大規模データセットに対するｋ近傍検索で発生するハブを軽
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減する類似度演算システム及び類似度演算方法に関する。
２０１５年１月２３日に、日本に出願された特願２０１５−１１８５３号に基づき優先
権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
ｋ近傍法は実装が簡素であるにもかかわらず分類や情報検索で有効であるために多くの
分類システムや情報検索システムで用いられている。しかし、データセット内のデータが
高次元空間に存在するとみなせる場合（例えばデータが多数の属性を持つベクトルとして
表現される場合）、他のデータのｋ近傍に頻出するデータ（ハブと呼ばれる）が出現し、
結果としてｋ近傍法の性能は低下する。このハブの現象は、Ｒａｄｏｖａｎｏｖｉｃら（
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非特許文献１参照）により、ごく最近発見されたデータの高次元性にまつわる現象である
。一方、発明者らは「（グローバル）センタリング」、すなわち、原点をデータセットの
平均（グローバルセントロイド）に移動することにより、ｋ近傍法におけるハブの影響を
軽減できることを発表した（非特許文献２参照）。ハブはデータセットの平均の近くに位
置するデータであり、センタリングはハブを軽減するのに有効である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Ｒａｄｏｖａｎｏｖｉｃ，Ｍ；Ｎａｎｏｐｏｕｌｏｓ，Ａ．；ａｎｄ
Ｉｖａｎｏｖｉｃ，Ｍ．２０１０ａ，
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ｉｎ
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【非特許文献２】鈴木郁美、原一夫、新保仁「ｋ近傍法でハブを軽減する類似度尺度」、
情報処理学会研究報告、自然言語処理研究会、２０１２−ＮＬ−２０９、Ｎｏ．１１、ｐ
ｐ．１−８、２０１２、２０１３年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、次元ｄがさほど大きくなくても、データ数ｎが大きくなると、例えばｎ
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＝１０，０００、ｄ＝５００、異種のハブが存在することが解った。そして、かかるハブ
はセンタリングでは軽減できないという問題があった。
本発明は、次元数が大きいときだけでなく、データ数が大きいときに出現するハブを軽
減できる情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び非一時記憶媒体を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の第１の態様に係るハブを軽減する類似度演算システム１は、例えば図７に示す
ように、検索先となる高次元及び／又は大規模データセット、及び、検索対象データとし
てのクエリｑを設定するデータセット・クエリ設定部１１と、データセット・クエリ設定
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部１１にて設定されたクエリｑ及びデータセット内の各データｘについて、ベースとする
類似度尺度を用いて、クエリｑと各データｘとの類似度Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）を演算するベー
ス類似度スコア演算部１２と、前記設定されたデータセット内の各データｘについて、デ
ータセット内の他のデータのｋ近傍への出現回数Ｎｋ（ｘ）を計算するハブ度演算部１３
と、ハブ度演算部１３で各データｘに対して計算された出現回数Ｎｋ（ｘ）を用い、各デ
ータの近傍に入るデータの集合の要素がデータセット全体を一様にカバーせず局在化する
度合いに応じて、各データの近傍に入るデータからなるローカルな部分集合の中心として
のローカルセントロイドｃκ（ｘ）を計算すると共に、各データについてローカルセント
ロイドｃκ（ｘ）を用いた類似度演算により各データのペナルティスコアとして用いるロ
ーカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）を計算することによりローカライ
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ズドセンタリングの前工程を実行するペナルティスコア演算部１４と、ベース類似度スコ
ア演算部１２にて計算されたクエリと各データとの類似度Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）とペナルティ
スコア演算部１４にて計算されたローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ
）を用い、各データに対して総合スコアを計算することによりローカライズドセンタリン
グの後工程を実行する総合スコア演算部１５とを備える。
【０００６】
ここにおいて、高次元及び／又は大規模データセットとは、次元数が大きい（あるいは
次元数が大きいとみなせる）及び／又はデータ数が大きいデータセットをいう。例えば、
生命情報学分野では、機能未知の配列データの機能を、機能既知の配列データに対する相
同性を頼りに予測しようとするが、検索先として使用される機能既知のＤＮＡの塩基配列
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あるいはタンパク質のアミノ酸配列のデータベースは、過去数十年間に世界中の研究成果
を集めた膨大な数の配列データを格納する、大規模なデータセットである。また、ＤＮＡ
の塩基配列あるいはタンパク質のアミノ酸配列の相同性検索アルゴリズムとして広く使わ
れるブラスト（ＢＬＡＳＴ：Ｂａｓｉｃ
ｈ

Ｌｏｃａｌ

Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ

Ｓｅａｒｃ

Ｔｏｏｌ）は、個々の配列データを特徴付ける属性として、配列内に出現しうるあら

ゆる部分配列（及びその組み合わせ）を用いるため、配列データを本質的に高次元データ
とみなして扱う。ここでの高次元及び／又は大規模データセットとは、ハブが発生するあ
らゆるデータセットを意味する。なぜなら、現在までに報告されているハブは、データセ
ットが高次元である場合と、データセットが大規模である場合に限られて発生しているか
らである。敢えて数値化するとすれば例えば、高次元は人間の直感で理解が難しくなる４
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次元以上をいい、大規模はデータ数１００以上をいい、１０００以上が好ましい。なお、
後者のハブは、本発明者らにより発見されたハブである。
【０００７】
また、ここでのデータセットとは、検索対象データ（クエリ）に対する類似データの検
索先となるデータ集合をいう。例えば、生命情報学分野における配列の相同性検索におい
ては、データセットとして用いられるのは、過去に世界中の研究成果として蓄積された塩
基配列データ又はアミノ酸配列データからなる配列データ集合群、又はそれらの部分集合
である。
また、ここでの類似度尺度とは、２つのデータの類似性を測る尺度として使用できるも
のすべてを含む。典型的には、内積、コサイン、距離である。内積は２つのベクトルデー
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タのスカラー積であり、コサインは長さ１に規格化された２つのベクトルデータの内積で
ある。さらに、内積の一般化とみなせる（機械学習分野で主に呼ばれるところの各種の）
カーネルも含む。距離の典型は、２つのベクトルデータ間のユークリッド距離（ｌ２ノル
ム）であるが、ユークリッド距離を一般化した距離（マンハッタン距離やｌｐノルムなど
）も含む。さらに、ドメインの知識を持つ人間が各タスクの目的に応じて適宜定めた類似
度スコア計算方法（ＢＬＡＳＴなど）が出力する類似度も、ここでの類似度尺度に含まれ
る。
【０００８】
また、「ベースとする類似度尺度」は、ベース類似度スコア演算部にて類似度Ｓｉｍ（
ｘ；ｑ）を計算するとき、及びペナルティスコア演算部にてローカルアフィニティＬｏｃ
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ａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）を計算するときに使用される類似度尺度である。類似度Ｓｉ
ｍ（ｘ；ｑ）を計算するとき及びローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ
）を計算するときに使用される類似度尺度として、上記全ての類似度尺度を使用できる。
また、高次元及び／又は大規模データセットを検索先とする場合、ベース類似度スコア演
算部にて計算されるスコアである類似度Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）はハブを発生させ易い。そこで
、ベース類似度スコア演算部にて計算されるスコアをそのまま用いず、ハブに成り易い程
度に応じて各データに対してペナルティスコアを計算し、ベースとするスコアからペナル
ティスコアを差し引いた総合スコアを用いる。すなわち、ハブに成り易いデータの総合ス
コアを小さくすることで、ハブに成り易いデータを他のデータのｋ近傍に入りにくくする
30

ものである。
【０００９】
また、ハブ度演算部１３は、データセット内の各データｘに対し、他のデータのｋ近傍
に出現する回数Ｎｋ（ｘ）を計算する。さらに、Ｎｋ（ｘ）の分布の歪度を計算する。ｋ
近傍になるとは、類似度が高い方からｋ番目以内になることをいう。また、Ｎｋ（ｘ）が
大きいほど、データｘがハブであることを意味する。さらに、Ｎｋ（ｘ）の分布の歪度は
、ＳＮｋ＝Ｅ〔（Ｎｋ−μＮｋ）３／σＮｋ３〕（Ｅ〔

〕は期待値を計算するオペレー

タ、μＮｋとσＮｋ２はそれぞれＮｋ（ｘ）の分布の平均と分散である）と計算する。Ｎ
ｋ（ｘ）の分布の歪度が大きいほど、データセットにハブが存在することを意味する。

また、大規模なデータセット、すなわち、データ数ｎが大きいデータセットにおいては
、各データｘについてその近傍に入るデータの集合を考えたとき、その集合がデータセッ
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ト全体を一様にカバーせず、データセットに局在する部分集合を形成し易い、という事実
がある。そこで、ローカルセグメントサイズκをパラメタとし、各データに対してそのκ
近傍に入るデータをローカルな部分集合として定め、このローカルな部分集合の中心とし
てローカルセントロイドｃκ（ｘ）を定義する。また、各データの近傍に入るデータの集
合の要素がデータセット全体を一様にカバーせず局在化する度合いに応じて、ローカルセ
ントロイドｃκ（ｘ）を計算するのは、ハブ度演算部１３で各データｘに対して計算され
た出現回数Ｎｋ（ｘ）に応じてペナルティを与えるためである。なお、ローカルセントロ
イドは各データにより異なるが必ず存在するとみなしてよい。したがって、ローカルセン
トロイドの有無を判断する必要はない。
具体的には、ローカルセントロイドｃκ（ｘ）は例えば、式（２Ａ）で求められる（段
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落００３１参照）。パラメタκにより隣接データの範囲が変わるので、ローカルセントロ
イドｃκ（ｘ）も変わり得る。ローカライズドセンタリングとは、ハブ度と相関が高くな
るようなローカルなセントロイドを見つけ出し、ローカルなセントロイドとの類似度をペ
ナルティとして与えることをいう。例えば、式（５）が使用される（段落００３７参照）
。類似度尺度にはベースとする類似度尺度を使用できる。ここでは、ローカライズドセン
タリングは、先にローカルアフィニティを計算し、その後総合スコアを計算することによ
り実行される。すなわち、ベース類似度スコア演算部にて計算されるスコア（ベースとす
るスコア）から、ハブに成り易い程度に応じて各データに対して付与するペナルティスコ
ア（ローカルアフィニティ）を計算し、ベースとするスコアからペナルティスコアを差し
引いた総合スコアを計算することにより実行される。

10

また、ローカルアフィニティとは、各データｘ∈Ｄについて、ｘとそのκ近傍（κＮＮ
すなわちκ−Ｎｅａｒｅｓｔ−Ｎｅｉｇｈｂｏｒ）に属するデータ間の平均類似度として
定義される（段落００３１、式（２）参照）。また、ペナルティスコアとして用いるとは
、ローカルセントロイドｃκ（ｘ）近傍のデータの類似度スコアを低くするために用いる
ことをいい、ここでは、ローカルアフィニティをペナルティスコアとして差し引いている
。
【００１０】
本態様のように構成すると、ローカルセントロイドという新しい概念に基づいて計算さ
れるローカルアフィニティが、データのハブ度と高い相関を持つため、それをペナルティ
スコアとして用いることにより、次元数が大きいときだけでなく、データ数ｎが大きいと
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きに出現するハブをも軽減できる。なお、既存手法において用いられたグローバルセント
ロイドでは、次元数ｄが大きいときに生じるハブは軽減できるがデータ数ｎが大きいとき
に生じるハブを軽減できなかった。
【００１１】
本発明の第２の態様に係るハブを軽減する類似度演算システム１は、第１の態様におい
て、ベースとする類似度尺度として、内積、コサイン、距離、内積の一般化とみなせるカ
ーネル、又は、ドメインの知識を持つ人間が各タスクの目的に応じて適宜定めた類似度ス
コア計算方法が出力する類似度尺度を用いる。
ここにおいて、内積の一般化とみなせるカーネルとは、機械学習分野で主に呼ばれると
ころの各種のカーネルをいう。また、ドメインの知識を持つ人間が各タスクの目的に応じ
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て適宜定めた類似度スコア計算方法が出力する類似度にはＢＬＡＳＴなどが含まれる。
本態様のように構成すると、内積、コサイン、距離、カーネル、ＢＬＡＳＴスコア等は
演算が簡素で扱いやすく、また、ローカルアフィニティをペナルティスコアとして用いる
ローカライズドセンタリングによりハブを軽減できる実績が得られている。なお、ローカ
ライズドセンタリングによりハブが軽減しさえすれば、その他の類似度尺度も使用できる
。
【００１２】
本発明の第３の態様に係るハブを軽減する類似度演算システム１は、第１ないし第３の
いずれかの態様において、ペナルティスコア演算部１４は、ローカルアフィニティＬｏｃ
ａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）を計算する際のパラメタであるローカルセグメントサイズκ
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を、出現回数Ｎｋ（ｘ）とローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）との
相関が最大になるように定める。
【００１３】
ここにおいて、ローカルアフィニティは、各データｘ∈Ｄについて、ｘとそのκ近傍（
κはローカルセグメントサイズであり、ローカルアフィニティを定めるパラメタである）
に属するデータ間の平均類似度として定義され、明細書中の式（２）で表される（段落０
０３１参照）。
本態様のように構成すると、ローカルセグメントサイズκを適切に定めることができる
。
【００１４】
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本発明の第４の態様に係るハブを軽減する類似度演算方法は、例えば図８に示すように
、検索先となる高次元及び／又は大規模データセット、及び、検索対象データとしてのク
エリの設定を行うデータセット・クエリ設定工程（Ｓ１０１）と、データセット・クエリ
設定工程（Ｓ１０１）にて設定されたクエリとデータセット内の各データについて、ベー
スとする類似度尺度を用いてクエリと各データとの類似度を計算するベース類似度スコア
演算工程（Ｓ１０２）と、設定されたデータセット内の各データについて、データセット
内の他のデータのｋ近傍への出現回数Ｎｋ（ｘ）を計算するハブ度演算工程（Ｓ１０３）
と、ハブ度演算工程（Ｓ１０３）で各データに対して計算された、出現回数Ｎｋ（ｘ）を
用い、各データの近傍に入るデータの集合の要素がデータセット全体を一様にカバーせず
局在化する度合いに応じて、各データの近傍に入るデータからなるローカルな部分集合の
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中心としてのローカルセントロイドｃκ（ｘ）を計算すると共に、各データについてロー
カルセントロイドｃκ（ｘ）を用いた類似度演算により各データのペナルティスコアとし
て用いるローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）を計算することにより
ローカライズドセンタリングの前工程を実行するペナルティスコア演算工程（Ｓ１０６）
と、ベース類似度スコア演算工程（Ｓ１０２）にて計算されたクエリと各データとの類似
度Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）とペナルティスコア演算工程（Ｓ１０６）にて計算されたローカルア
フィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）を用い、各データに対して総合スコアを計
算することによりローカライズドセンタリングの後工程を実行する総合スコア演算工程（
Ｓ１０７）とを備える。
【００１５】

20

ここにおいて、ローカライズドセンタリングは前工程と後工程からなる。
本態様のように構成すると、（次元数ｄが大きいときに生じるハブは軽減できるがデー
タ数ｎが大きいときに生じるハブを軽減できない既存手法で用いられたグローバルセント
ロイドに対し）本発明が新たに導入するローカルセントロイドという概念に基づいて計算
されるローカルアフィニティは各データのハブ度と高い相関を持つため、それをペナルテ
ィスコアとして用いることにより、次元数が大きいときだけでなく、データ数ｎが大きい
ときに出現するハブをも軽減できる。
【００１６】
本発明の第５の態様に係るハブを軽減する類似度演算方法は、第４の態様において、ベ
ースとする類似度尺度として、内積、コサイン、距離、内積の一般化とみなせるカーネル
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、又は、ドメインの知識を持つ人間が各タスクの目的に応じて適宜定めた類似度スコア計
算方法が出力する類似度これらに基づいて作成された類似度尺度を用いる。
このように構成すると、内積、コサイン、距離、カーネル、ＢＬＡＳＴスコア等は演算
が簡素で扱いやすく、また、ローカルアフィニティをペナルティスコアとして用いるロー
カライズドセンタリングによりハブを軽減できる実績が得られている。なお、ローカライ
ズドセンタリングによりハブが軽減する限りは、その他の類似度尺度も使用できる。
【００１７】
本発明の第６の態様に係るハブを軽減する類似度演算方法は、第４又は第５の態様にお
いて、ペナルティスコア演算工程（Ｓ１０６）は、ローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆ
ｆｉｎｉｔｙ（ｘ）を計算する際のパラメタであるローカルセグメントサイズκを、出現
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回数Ｎｋ（ｘ）とローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）との相関が最
大になるように定める。
このように構成すると、ローカルセグメントサイズκを適切に定めることができる。
【００１８】
本発明の第７の態様に係るプログラムは、第４ないし第６のいずれかの態様におけるハ
ブを軽減する類似度演算方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００１９】
本発明の第８の態様に係る記録媒体は、第７の態様におけるプログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
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【００２０】
本発明の一態様によれば、次元数ｄが大きいときに出現するハブのみならず、データ数
ｎが大きいときに出現するハブを軽減できる情報処理装置、情報処理方法、プログラム、
及び非一時記憶媒体を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】高次元人工データセット（ｄ＝４０００）におけるハブを説明するための第１図
である。図１は、センタリング（グローバルセンタリング）前のＮ１０（ｋ＝１０のとき
、各データが他のデータのｋ近傍に出現する回数）の分布を示す図である。
【図２】高次元人工データセット（ｄ＝４０００）におけるハブを説明するための第２図
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である。図２は、センタリング（グローバルセンタリング）後のＮ１０（ｋ＝１０のとき
、各データが他のデータのｋ近傍に出現する回数）の分布を示す図である。
【図３】高次元人工データセット（ｄ＝４０００）におけるハブを説明するための第３図
である。図３は、各データのＮ１０とグローバルアフィニティ（データセットの平均への
類似度）との関係（グローバルセンタリング前）を示す散布図である。
【図４】大規模人工データセット（ｎ＝１００００）におけるハブを説明するための第１
図である。図４は、センタリング（グローバルセンタリング）前のＮ１０の分布を示す図
である。
【図５】大規模人工データセット（ｎ＝１００００）におけるハブを説明するための第２
図である。図５は、センタリング（グローバルセンタリング）後のＮ１０の分布を示す図
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である。
【図６】大規模人工データセット（ｎ＝１００００）におけるハブを説明するための第３
図である。図６は、各データのＮ１０とグローバルアフィニティ（データセットの平均へ
の類似度）との関係（グローバルセンタリング前）を示す散布図である。
【図７】データ数ｎ及び次元数ｄを変数として、生成した様々な人工データセットを用い
て作成した、Ｎ１０分布の歪度の等高線第１図である。図７は、センタリング（グローバ
ルセンタリング）前の等高線図である。数値が高いほど、当該データセットにハブが多く
存在することを示す。なお、等高線図における＋マークは、生成したデータセット（のデ
ータ数ｎと次元数ｄ）に対応する。
【図８】データ数ｎ及び次元数ｄを変数として、生成した様々な人工データセットを用い
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て作成した、Ｎ１０分布の歪度の等高線第２図である。図８は、センタリング（グローバ
ルセンタリング）後の等高線図である。数値が高いほど、当該データセットにハブが多く
存在することを示す。
【図９】図７、８と同じ人工データセットを用いたときの、ローカライズドセンタリング
後のＮ１０分布の歪度の等高線図である。
【図１０】図７、８と同じ人工データセットを用いたときの、グローバル対ローカルアフ
ィニティ比を示す等高線図である。
【図１１】図４−６と同じ大規模人工データセット（ｎ＝１００００）を用いたときの、
各データのＮ１０とローカルアフィニティ（ローカルセントロイドへの類似度）の相関（
ローカライズドセンタリング前）を示す散布図である。
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【図１２】図４−６と同じ大規模人工データセット（ｎ＝１００００）を用いたときの、
ローカライズドセンタリング後のＮ１０分布を示す図である。
【図１３】図１−３と同じ高次元人工データセット（ｄ＝４０００）を用いたときの、各
データのＮ１０とローカルアフィニティ（ローカルセントロイドへの類似度）の相関を示
す散布図である。
【図１４】実施例１におけるハブを軽減する類似度演算システムの構成例を示す図である
。
【図１５】実施例１におけるハブを軽減する類似度演算方法の処理フロー例を示す図であ
る。
【図１６】実世界データセットに対する、データ数ｎとＮ１０分布の歪度との関係を示す
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折れ線グラフである。（ｉ）はグローバルセンタリングやローカライズドセンタリングを
施す前の折れ線グラフ（比較のベースライン）である。（ｉｉ）はグローバルセンタリン
グ後、（ｉｉｉ）はローカライズドセンタリング後の折れ線グラフである。（ｉｖ）はグ
ローバル対ローカルアフィニティ比の折れ線グラフである。使用データセットはＷｅｂＫ
Ｂである。
【図１７】実世界データセットに対する、データ数ｎとＮ１０分布の歪度との関係を示す
折れ線グラフである。（ｉ）はグローバルセンタリングやローカライズドセンタリングを
施す前の折れ線グラフ（比較のベースライン）である。（ｉｉ）はグローバルセンタリン
グ後、（ｉｉｉ）はローカライズドセンタリング後の折れ線グラフである。（ｉｖ）はグ
ローバル対ローカルアフィニティ比の折れ線グラフである。使用データセットはＲｅｕｔ
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ｅｒｓ−５２である。
【図１８】実世界データセットに対する、データ数ｎとＮ１０分布の歪度との関係を示す
折れ線グラフである。（ｉ）はグローバルセンタリングやローカライズドセンタリングを
施す前の折れ線グラフ（比較のベースライン）である。（ｉｉ）はグローバルセンタリン
グ後、（ｉｉｉ）はローカライズドセンタリング後の折れ線グラフである。（ｉｖ）はグ
ローバル対ローカルアフィニティ比の折れ線グラフである。使用データセットはＴＤＴ２
−３０である。
【図１９】実世界データセットに対する、データ数ｎとＮ１０分布の歪度との関係を示す
折れ線グラフである。（ｉ）はグローバルセンタリングやローカライズドセンタリングを
施す前の折れ線グラフ（比較のベースライン）である。（ｉｉ）はグローバルセンタリン
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グ後、（ｉｉｉ）はローカライズドセンタリング後の折れ線グラフである。（ｉｖ）はグ
ローバル対ローカルアフィニティ比の折れ線グラフである。使用データセットは２０Ｎｅ
ｗｓｇｒｏｕｐｓである。
【図２０】図１６−１９で使用したのと同じ実世界データセットを用いて行った、ｋ近傍
法による多クラス分類の精度、及び、Ｎ１０分布の歪度を示す表形式の第１図である。
【図２１】図１６−１９で使用したのと同じ実世界データセットを用いて行った、ｋ近傍
法による多クラス分類の精度、及び、Ｎ１０分布の歪度を示す表形式の第２図である。
【図２２】図１６−１９で使用したのと同じ実世界データセットを用いて行った、ｋ近傍
法による多クラス分類の精度、及び、Ｎ１０分布の歪度を示す表形式の第３図である。
【図２３】図１６−１９で使用したのと同じ実世界データセットを用いて行った、ｋ近傍
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法による多クラス分類の精度、及び、Ｎ１０分布の歪度を示す表形式の第４図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
図面を参照して以下に本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において、互
いに同一又は相当する部分には同一符号を付し、重複した説明は省略する。
【００２３】
〔高次元データセット中でのハブ〕
ハブは高次元空間での最近傍検索に係る現象として知られている。Ｄ⊂Ｒｄをｄ次元空
間上のデータセットとする。Ｎｋ（ｘ）は、データｘ∈ＤがＤに含まれる他データのｋ近
傍に含まれる回数を示すものとする。次元ｄが増加すると、Ｎｋの分布の形状は右に長い
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尾を引くように変化する。すなわち、少数のデータが予期しない高いＮｋ値を持つ。この
ようなデータをハブという。ここで、テキスト文書集合を模した人工データセット（各デ
ータが一つのテキスト文書に対応する）を用いて、ハブの出現を例示する。テキスト文書
集合を模したデータセットＤを生成するに際し、テキスト文書の表現として通常用いられ
るバッグオブワーズ「ｂａｇ−ｏｆ−ｗｏｒｄｓ」モデルによって、非負値を要素として
持つｄ次元ベクトルを、各テキスト文書を模したベクトルデータとして生成する。ｎ＝│
Ｄ│を生成するデータ数とするとき、まずｎ個のベクトルを生成し、これらをゼロベクト
ルとして初期化する。次に、各次元ｉ＝１，・・・，ｄについて、対数正規分布ＬｏｇＮ
ｏｒｍ（５，１）（５，１はそれぞれ、平均、分散に係るパラメタ）に従う実数を生成し
、端数を丸めた整数ｎｉを得る。そして、データセットＤのｎ個のベクトルから一様分布
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に従ってｎｉ個のべクトルを選び、選ばれたベクトルの第ｉ成分を０でない値に置換する
。具体的には、〔０，１〕の一様分布に従う値（０〜１の間の実数）に置換する。最後に
、全てのベクトルを長さが１になるように正規化する。ここでは、一例として、類似度尺
度として内積を使用するが、全てのベクトルの長さが１に等しいため、内積はコサインに
等しい。なお、上述したように、類似度尺度としては、内積、コサイン、距離等の別の尺
度をベースとしてもよく、いずれの尺度を用いるかは、ユーザにより選択可能としてもよ
い。
【００２４】
図１−３は高次元データセット（ｄ＝４０００）におけるハブを説明するための図であ
る。図１、２はそれぞれセンタリング（グローバルセンタリング）前後のＮ１０（ｋ＝１
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０のとき、各々のデータが他のデータのｋ近傍に出現する回数）の分布を示す図である。
図において、ハブ、すなわち、極端に大きなＮ１０値を持つデータの存在を確認できる。
データセットにどの程度ハブが存在するかを、Ｒａｄｏｖａｎｏｖｉｃら（Ｒａｄｏｖ
ａｎｏｖｉｃ，Ｍ；Ｎａｎｏｐｏｕｌｏｓ，Ａ．；ａｎｄ
１０ａ，Ｈｕｂｓ
ｏｒｓ

ｉｎ

ｉｎ

ｓｐａｃｅ：Ｐｏｐｕｌａｒ

ｈｉｇｈ−ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ

Ｍａｃｈｉｎｅ

Ｌｅａｒｎｉｎｇ

に従って、Ｎｋ分布の歪度
する。ここにＥ〔

Ｉｖａｎｏｖｉｃ，Ｍ．２０
ｎｅａｒｅｓｔ

ｄａｔａ．

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ｎｅｉｇｈｂ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

１１：２４８７−２５３１）

ＳＮｋ＝Ｅ〔（Ｎｋ−μＮｋ）３／σＮｋ３〕によって評価

〕は期待値を計算するオペレータ、μＮｋとσＮｋはそれぞれＮｋ分

布の平均と分散である。歪度は分布の対称性の程度を測るための標準尺度である。その値
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はガウス分布のような対称な分布では０であり、長い右又は左の尾を持つ分布については
正又は負である。図１の人工データセットにおいては、ＳＮ１０は大きな正値４．４５で
ある。
図３はＮ１０とデータセットのグローバルセントロイド（データセットの平均）への類
似度（すなわち、後述するグローバルアフィニティ）との関係（グローバルセンタリング
前）を示す散布図である。図が示すように、それらの間に強い相関が存在する。このよう
に、高次元データセットでは、グローバルセントロイドに類似するデータがハブになる。
更なる例としては上記Ｒａｄｏｖａｎｏｖｉｃらを参照されたい。
【００２５】
30

〔ハブ軽減法としてのセンタリング〕
グローバルセンタリング（単にセンタリングともいう）とは、特徴空間の原点をデータ
セットのグローバルセントロイド（平均）に移動する変換をいう。グローバルセントロイ
ドｃは次式で表される。
ｃ＝（１／│Ｄ│）Σｘ∈Ｄｘ
センタリングは、データセットの観測バイアスを除去する古典的技術であるが、最近、
発明者らによって、ハブを除く効果を持つことが確認された（Ｓｕｚｕｋｉ，Ｉ．；Ｈａ
ｒａ，Ｋ．；Ｓｈｉｍｂｏ，Ｍ．；Ｓａｅｒｅｎｓ，Ｍ．；ａｎｄ
Ｋ．２０１３．
ｒｅｄｕｃｅ
３

Ｃｅｎｔｅｒｉｎｇ

ｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ

ｈｕｂｓ．

Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ

Ｉｎ

ｕｒａｌ

ｏｎ

Ｌａｎｇｕａｇｅ

Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，

Ｆｕｋｕｍｉｚｕ，

ｍｅａｓｕｒｅｓ
ｏｆ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｔｈｅ
ｉｎ

ｔｏ
２０１
Ｎａｔ

40

６１３−６２３．）センタリン

グの重要な意義は、データとグローバルセントロイドｃ間の類似度（内積）を一定（実際
にはゼロ）にすることである。具体的には、与えられたクエリｑ∈Ｒｄとデータｘ∈Ｄの
内積
Ｓｉｍ（ｘ，ｑ）≡＜ｘ，ｑ＞
は、センタリング後、次の様に変化する。
ＳｉｍCENT（ｘ，ｑ）≡＜ｘ−ｃ，ｑ−ｃ＞
ここで、ｑ＝ｃと置換すると、任意のｘ∈Ｒｄに対して、
ＳｉｍCENT（ｘ，ｃ）＝０
となる。
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【００２６】
このことは、グローバルセントロイドに特別に高い類似度を持つデータはもはや存在し
ないことを意味する。ここで期待されるのは、図１と図３で使用したデータセット（グロ
ーバルセントロイドに類似するデータがハブとなっていた）に対する、センタリングによ
るハブ軽減の効果である。期待されたとおり、このデータセットについてのＮ１０分布の
歪度ＳＮ１０は、センタリング前の４．４５から、センタリング後に０．２７に減少する
。実際、センタリング後の図２で見られるＮ１０分布はほぼ対称である。
【００２７】
〔大規模データセット中でのハブ〕
しかしながら、（グローバル）センタリングではハブが軽減されない場合がある。さほ

10

ど高次元ではないが、データ数が大きい次元数ｄ＝５００、データ数ｎ＝１００００とし
て前記と同様に人工データセットＤを生成し、この人工データセットに出現するハブにつ
いて以下に説明する。
【００２８】
図４−６は上記データセットにおけるハブを説明するための図である。図４、５はそれ
ぞれ（グローバル）センタリング前後のＮ１０（ｋ＝１０のとき、各々のデータが他のデ
ータのｋ近傍に出現する回数）の分布を示す図である。図６はＮ１０とグローバルセント
ロイドへの類似度（すなわち、後述するグローバルアフィニティ）との関係（センタリン
グ前）を示す散布図である。
このデータセットではＮ１０分布の歪度ＳＮ１０はセンタリング前に５．８８、センタ

20

リング後に５．８２である。つまり、センタリングによりハブはさほど軽減されない。図
４及び図５に示されるように、Ｎ１０分布の形状はセンタリング前後でほぼ同一である。
さらに、図６の散布図に示されるように、このデータセットにおいてはセンタリング法が
成功するために必要とされる条件（大きなＮｋ値を持つデータ、すなわち、ハブはグロー
バルセントロイドと高い類似度を持つ）を満たさない。
【００２９】
データセットを、データ数ｎを１００〜１００００、次元数ｄを１００〜４０００の範
囲で変えて生成し、各データセットについて、Ｎ１０分布の歪度を計算する。各ｎとｄの
組み合わせについて、１０個のデータセットを生成し、平均の歪度を計算する。
30

【００３０】
図７、８は、データ数ｎ及び次元数ｄを変数としたＮ１０分布の歪度の等高線図である
。図７はセンタリング前、図８はセンタリング後の等高線図である。高い値はハブの存在
を意味する。＋マークは生成したデータセット（のデータ数ｎと次元数ｄ）に対応する。
図７を見ると、ハブは左上と右下の領域のデータセットで発生していることが分かる。他
方、図８によれば、左上の領域のハブはセンタリング後に消え、右下の領域のハブはセン
タリングしても消えず、センタリング前と殆ど同程度残ることが分かる。
何故、右下の領域のデータセットでは、（グローバル）センタリングによってハブが軽
減されないのかを調査するために、各データの特徴を調べるための２つの量、ローカルア
フィニティとグローバルアフィニティを導入する。

40

【００３１】
ローカルアフィニティ

ＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）は、各データｘ∈Ｄについ

て、ｘとそのκ近傍（κＮＮすなわちκ−Ｎｅａｒｅｓｔ−Ｎｅｉｇｈｂｏｒ）に属する
データ間の平均類似度として定義され、次のように計算される。
ＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）
≡（１／κ）Σｘ

∈κＮＮ（ｘ）＜ｘ，ｘ

＞＝＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞

（２）

ここに、ローカルセグメントサイズκは、各データｘに対してローカルセントロイドを
計算するために使用する隣接データの範囲を定めるパラメタである。
そして、次式が定めるｃκ（ｘ）を、データｘのローカルセントロイドと呼ぶ（式にお
いて、ｋＮＮではなくκＮＮが使われることに注意）。
ｃκ（ｘ）＝（１／κ）Σｘ

∈κＮＮ（ｘ）ｘ

（２Ａ）
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【００３２】
グローバルアフィニティ

ＧｌｏｂａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）は、各データｘ∈Ｄに

ついて、ｘとＤ中の全てのデータ間の平均類似度として定義される。
ＧｌｏｂａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）
≡（１／│Ｄ│）Σｘ

∈Ｄ＜ｘ，ｘ

＞＝＜ｘ，ｃ＞

（３）

ここに、データセットのグローバルセントロイド（データセットの平均）は、
ｃ＝（１／│Ｄ│）Σｘ

∈Ｄｘ

である。

上式から解るように、ｘのグローバルアフィニティは単純にｘとｃの類似度である。も
し、Ｄが非負値を要素として持つベクトルデータの集合であるなら、全てのｘ∈Ｄについ
10

て、
ＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）≧ＧｌｏｂａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）≧０
である。ここで、例えばテキスト文書は通常、（ｔｆ−ｉｄｆ重み付け）ワードカウント
ベクトル、すなわち非負値を要素として持つベクトルとして表現されるため、上記不等式
が成り立つ。さらに、κ＝│Ｄ│なら、次式が成立する。
ＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）＝ＧｌｏｂａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）
【００３３】
次に、グローバル対ローカルアフィニティ比
ＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）／ＧｌｏｂａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）
について説明する。
各データｘが非負ベクトルとして表されるデータセットＤにおいては、あらゆるデータ
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ｘ∈Ｄに対して、この比は〔０，１〕に入る。この比は、Ｄ中でデータｘがどの程度ロー
カル化しているかの指標となる。すなわち、（あるκ≪│Ｄ│に対して）比が０に近いな
ら、ｘは近傍データと特別に高い類似度を持つ、つまりｘはローカル化されている局在デ
ータの集合を持っている。比がκに関わりなく１に近いなら、ｘは特別に高い類似度を持
つデータをＤ中に持たない、つまりｘはローカル化されていない。
【００３４】
図９、１０はローカライズドセンタリングに係る図（その１）である。データ数と次元
数を変えた（図７−８に使用したのと同じ）様々なデータセットを用いて作成された。図
９はローカライズドセンタリング後のＮ１０分布の歪度を示す等高線図である。図１０は
グローバル対ローカルアフィニティ比を示す等高線図である。
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ローカライズドセンタリングとは、ハブ度と相関が高くなるようなローカルなセントロ
イドを見つけ出し、ローカルなセントロイドとの類似度をペナルティとして与えることを
いう。ローカライズドセンタリングは、例えば、先にローカルアフィニティを計算し、そ
の後総合スコアを計算することにより実行される。
グローバル対ローカルアフィニティ比は個々のデータに対して定義されるので、データ
セットに対するグローバル対ローカルアフィニティ比として、データセット中の全データ
のグローバル対ローカルアフィニティ比の平均を用いた（ローカルセグメントサイズはκ
＝２０に固定）。これを図８と比較すると、（グローバル）センタリング後に歪度が軽減
されず大きいままである右下の領域は、図１０ではグローバル対ローカルアフィニティ比
が小さい領域に対応する。このことは、この領域のデータセットにおいてはデータがロー
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カル化していることを示す。このようなデータセットにおいては、ローカルアフィニティ
がグローバルアフィニティよりハブを軽減するために関連性が高いということを示唆する
。
【００３５】
図１１、１２はローカライズドセンタリングに係る図（その２）である。図４−６で使
用した大規模データセット（ｎ＝１００００）について、図１１はＮ１０とローカルアフ
ィニティの相関（ローカライズドセンタリング前）を示す散布図である。図１２はローカ
ライズドセンタリングを適用した後のＮ１０の分布を示す図である。
図１１が示すように、Ｎ１０とローカルアフィニティ（すなわち、ローカルセントロイ
ドへの類似度）との間に強い相関が観察された。これは図６で示したＮ１０とグローバル
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アフィニティ（すなわちグローバルセントロイドへの類似度）との間の弱い相関と対照的
である。そして、図１２が示すように、ローカライズドセンタリング後にＮ１０の分布の
歪度が小さくなること（ハブが軽減されること）が観察された。
【００３６】
図１３は、図１−３で用いた高次元データセットについて、Ｎ１０と、ローカルアフィ
ニティの相関を示す散布図である。図１３を見ると、高次元データセット（ｄ＝４０００
）においてもＮ１０はローカルアフィニティと強く相関する。これらの結果は、ローカル
アフィニティは、大規模データセットだけでなく高次元データセットにおいても、ハブを
軽減するための指標となり得ることを示す。
10

【００３７】
〔提案方法：ローカライズドセンタリング〕
以上の所見から、ローカルアフィニティはハブを軽減するための指標となり得る。そこ
で、ローカルアフィニティに基づくハブ軽減の新たな方法「ローカライズドセンタリング
」を提案する。それは、高次元データセットと大規模データセットの両方に効果がある。
ローカライズドセンタリングを、グローバルセンタリングによる式（１）とのアナロジ
ーで説明する。データセットＤに属するデータｘとクエリｑとの類似度を計算する上で、
ｘに依存しない項は、異なるｘに対して一定である。よって、式（１）から、次式が導か
れる。
ＳｉｍＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）
≡＜ｘ−ｃ，ｑ−ｃ＞＝＜ｘ，ｑ＞−＜ｘ，ｃ＞＋ｃｏｎｓｔａｎｔ

（４）

20

言い換えれば、センタリング法では、もともとの類似度スコア＜ｘ，ｑ＞から、グロー
バルアフィニティ＜ｘ，ｃ＞が、ペナルティ項として差し引かれる。同様にローカライズ
ドセンタリングと称する提案方法では、もともとの類似度スコアからｘのローカルアフィ
ニティをペナルティ項として差し引く。
ＳｉｍＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）≡＜ｘ，ｑ＞−＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞

（５）

【００３８】
式（５）はローカルセグメントサイズを定めるパラメタκを含む。パラメタκは、例え
ば、Ｎｋ（ｘ）とローカルアフィニティ＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞との相関が最大になるように
定める。もしκ＝│Ｄ│であれば、提案方法はグローバルセンタリングと同一になる。式
（５）への変換後、任意のデータｘ∈Ｄはそのローカルセントロイドｃκ（ｘ）と一定の
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類似度（実際はゼロ）を持つ。その理由は、式（５）にｑ＝ｃκ（ｘ）を代入すると、次
式が導かれるからである。
ＳｉｍＬＣＥＮＴ（ｘ；ｃκ（ｘ））＝０
言い換えれば、変換後にはローカルセントロイドとの類似度が特別高くなるデータは存
在しない。ローカルセントロイドと高い類似度を持つデータがハブになるという、前記の
所見を考慮すれば、この変換がハブを軽減することが期待される。実際、この期待は図１
２のデータセットに対しては成立している。
【００３９】
ローカライズドセンタリングはデータ数ｎと次元数ｄを変えた他のデータセットでもハ
ブを軽減する。図９にローカライズドセンタリング後のＮ１０分布の歪度の等高線図を示
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す。図より、ローカライズドセンタリングは両タイプのハブ、すなわち、大規模データセ
ットに生じるハブ（等高線図の右下の領域に対応する）と、高次元データセットに生じる
ハブ（左上の領域に対応する）の、どちらのハブも軽減できることが分かる。高次元デー
タセットに対しても、ローカライズドセンタリング（式（５））はグローバルセンタリン
グ（式（４））と同様に効果的である。このようなデータセットでは、図１０の左上領域
に示したように、グローバル対ローカルアフィニティ比は１に近いからである。このこと
は、この領域のデータセットの殆どのデータについて、＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞≒＜ｘ，ｃ＞
を意味し、したがって、式（５）は式（４）と殆ど同じになる。
式（５）はさらに拡張できる。式（５）の右辺の第２項はペナルティ項として説明でき
る、すなわち、ペナルティ項はｘがどの程度のハブであるかを表し、それに応じて類似度
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スコアを小さくするために使用される。式（５）の拡張は、たとえば式（６）あるいは（
７）のように、ペナルティの程度をコントロールするためのパラメタγの導入により行う
。
ＳｉｍγＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）≡＜ｘ，ｑ＞−＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞γ
ＬＣＥＮＴ

Ｓｉｍγ

（ｘ；ｑ）≡＜ｘ，ｑ＞−γ＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞

（６）
（７）

パラメタγは、Ｎｋ分布の歪度がもっとも小さくなるように選択すればよい。
【実施例１】
【００４０】
〔システム構成〕
図１４に本実施例における類似度演算システム１（情報処理装置の一例）のシステム構
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成を例示する。類似度演算システム１は、データセット・クエリ設定部１１、ベース類似
度スコア演算部１２、ハブ度演算部１３、ペナルティスコア演算部１４、総合スコア演算
部１５、演算結果整理・分類部１６、制御部１７、表示部１８、入出力部１９、記憶部２
０を備える。
データセット・クエリ設定部１１は検索対象データ（クエリ）とデータセットの設定を
行う。本実施例で扱うデータセットは、例えば、テキスト文書データセットや、ＤＮＡの
塩基配列あるいはタンパク質のアミノ酸配列のデータセット等で、高次元又は／及び大規
模データを有する。操作者が例えば、コンピュータ１０の表示部１８の設定画面のクエリ
入力欄とデータセット入力欄にクエリとデータセット名を入出力部１９のマウスやキーボ
ードを用いて入力し、類似度演算システム１が類似度演算に用いるクエリとデータセット

20

であると認識するように、検索対象データ（クエリ）とデータセットを設定する。
ベース類似度スコア演算部１２（第１算出部の一例）は、データセット・クエリ設定部
１１にて設定されたクエリと設定されたデータセット内の各データについて、ベースとす
る類似度尺度を用いてクエリとの類似度を演算する。ベースとする類似度尺度として、内
積、コサイン、距離等を使用できる。内積、コサイン、距離と異なり、データが明にベク
トル表現されていることを前提としない類似度尺度であっても使用できる。例えば、塩基
配列間の類似度尺度であるＢＬＡＳＴスコアや、文字列間の類似度尺度となるストリング
カーネル、グラフ間の類似度尺度となるグラフカーネルなどを、ベースとする類似度尺度
として使用できる。
30

【００４１】
ハブ度演算部１３はハブ度として出現回数及び歪度を演算する。すなわち、データセッ
ト内の各データｘについて、他データのｋ近傍（ベースとする類似度尺度により決定され
る）への出現回数Ｎｋ（ｘ）を演算する出現回数演算部１３１、出現回数の分布の歪度を
演算する歪度演算部１３２を有する。分布の歪度は、ＳＮｋ＝Ｅ〔（Ｎｋ−μＮｋ）３／
σＮｋ３〕（Ｅ〔

〕は期待値を計算するオペレータ、μＮｋとσＮｋはそれぞれＮｋ分

布の平均と分散である)で表される。
【００４２】
ペナルティスコア演算部１４（特定部、第２算出部の一例）は、各データｘのローカル
セントロイドｃκ（ｘ）＝（１／κ）Σｘ

∈κＮＮ（ｘ）ｘ

の計算に用いる隣接デー

タの範囲であるローカルセグメントサイズを定めるパラメタκを決定するローカルセグメ
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ントサイズ決定部１４１、各データｘのローカルセントロイドを計算するローカルセント
ロイド演算部１４２を有する。ローカルセグメントサイズは、例えば、ローカルアフィニ
ティ、すなわち、ローカルセントロイドとの類似度＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞と、他データのｋ
近傍に含まれる回数Ｎｋ（ｘ）との相関が最大となるようにパラメタκを定める。隣接デ
ータの範囲とは出現回数Ｎｋ（ｘ）の大きいデータの近傍データが局在化されている範囲
で、ローカルセグメントサイズ内をいう。なお、κが固定されていれば、ローカルセント
ロイドは各データに対して１つだけ存在する。なお、ローカルセントロイドは各データに
より異なるが必ず存在するとみなしてよい。したがって、ローカルセントロイドの有無を
判断する必要はない。このように、ペナルティスコア演算部１４は、各データｘごとに隣
接データを特定し、各データの基準座標ともいえるローカルセントロイドを算出する。
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ペナルティスコア演算部１４は、さらに、各データｘに対し、ローカルセントロイド演
算部１４２で演算されたローカルセントロイドｃκ（ｘ）を用い、ローカルアフィニティ
、すなわち、ローカルセントロイドとの類似度＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞を、各データｘのペナ
ルティスコアとして演算する、ローカルアフィニティ演算部１４３を有する。ローカルア
フィニティの演算はローカライズドセンタリングの前工程を形成する。
総合スコア演算部１５（第３算出部の一例）は、各データｘに対し、ベース類似度スコ
ア演算部１２においてベースとする類似度尺度を用いて演算されたクエリとの類似度から
、ローカルアフィニティ演算部１４３で演算されたペナルティスコアを差し引きすること
により、総合スコアを演算する。このように、総合スコア演算部１５は、ベース類似度ス
コア演算部１２が演算する類似度と、ペナルティスコア演算部１４が算出するローカルセ

10

ントロイドとに基づいて、各データｘごとに総合スコアを算出する。総合スコアの演算は
ローカライズドセンタリングの後工程を形成する。
【００４３】
演算結果整理・分類部１６（抽出部の一例）は、各データｘに対して総合スコア演算部
１５で計算した総合スコアを、大きい順に整理する総合スコア順整理部１６１と、この整
理結果を用いてｋ近傍法により分類する分類部１６２を有する。分類は、総合スコアが大
きいｋ個のデータの分類ラベルを用いた（スコア重み付き）多数決により行う。つまり、
分類部１６２は、クエリについて、総合スコアが大きい順にデータセットからｋ個のデー
タを抽出し、分類を行う。これにより、類似度演算システム１は、クエリに対応する分類
ラベルを特定することができる。

20

【００４４】
制御部１７は類似度演算システム１及びその各部１１〜１６を制御して、類似度演算シ
ステム１としての機能を発揮させる。
以上のデータセット・クエリ設定部１１から制御部１７はコンピュータ１０内に実現可
能であり、本実施例でもそのようにしている。ただし、ベース類似度スコア演算部１２で
は、ＢＬＡＳＴのような汎用のアルゴリズムが提供する類似度演算を利用しても良い。こ
の場合でも、ベース類似度スコア演算部１２は演算結果を取り込み、記憶部２０に記憶さ
せる機能を保有する。
表示部１８は、類似度演算システム１各部１１〜１６の入力結果、演算結果、記憶部２
０の記憶内容、入出力操作時の案内画面等を表示する。入出力部１９は、キーボード、マ
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ウス、マイクロフォン等の入力機器、プリンタ、スピーカー等の出力機器を有し、操作者
はこれら入出力機器を用いて適宜入出力できる。
【００４５】
記憶部２０は、類似度演算システム１各部１１〜１６の入力結果、演算結果、演算途中
の情報、類似度演算システム１を動作させるのに必要なプログラム及び情報を記憶する。
記憶部２０は、データセット・クエリ情報記憶部２１、ベース類似度スコア情報記憶部２
２、出現回数・歪度情報記憶部２３、ローカルセグメントサイズ情報記憶部２４、ローカ
ルセントロイド情報記憶部２５、ペナルティスコア情報記憶部２６、総合スコア情報記憶
部２７、分類情報記憶部２８、プログラム記憶部２９及び一時記憶部３０を有する。
【００４６】
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データセット・クエリ情報記憶部２１は、検索先データセット、検索対象データ（クエ
リ）に関して、データセット・クエリ設定部１１による設定結果を記憶する。ベース類似
度スコア情報記憶部２２は、ベース類似度として用いる類似度の計算アルゴリズム（内積
、コサイン、距離等の計算アルゴリズムや、ＢＬＡＳＴのような汎用の類似度計算アルゴ
リズムを含む）や、ベース類似度スコア演算部１２による類似度演算結果等を記憶する。
出現回数・歪度情報記憶部２３は、ハブ度演算部１３での演算結果、すなわち、出現回数
演算部１３１により演算された各データが他のデータのｋ近傍に出現する回数（各データ
のハブ度）、及び、歪度演算部１３２により演算された出現回数分布の歪度（データセッ
トのハブ度）を記憶する。
【００４７】

50

(16)

JP WO2016/117698 A1 2016.7.28

ローカルセグメントサイズ情報記憶部２４は、ローカルセグメントサイズ決定部１４１
で決定されたローカルセグメントサイズκを、ローカルセントロイド情報記憶部２５は、
ローカルセントロイド演算部１４２で演算された各データのローカルセントロイドに関す
る情報を記憶する。ペナルティスコア情報記憶部２６は、ローカルアフィニティ演算部１
４３で演算された各データのペナルティスコアを記憶する。総合スコア情報記憶部２７は
、総合スコア順整理部１６１による総合スコア順の整理結果等を記憶する。分類情報記憶
部２８は、分類部１６２によるｋ近傍法を用いたクエリの分類結果を記憶する。プログラ
ム記憶部２９は、類似度演算システム１及びその各部１１〜１６のデータの流れ、演算、
分類を実行させるためのプログラム、類似度演算システム１及びその各部１１〜１６を制
御するために必要なプログラム、類似度演算システム１の起動に必要なプログラム等を記
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憶する。一時記憶部３０は、演算途中の情報等を一時的に記憶する。
【００４８】
〔処理フロー〕
図１５に本実施例における類似度演算の処理フロー例を示す。まず、データセット・ク
エリ設定部１１にて高次元又は／及び大規模データについて、検索対象クエリと検索先デ
ータセットを設定する（データセット・クエリ設定工程：Ｓ１０１）。例えば、生命情報
学分野における配列の相同性検索では、世界中の研究成果として蓄積された機能既知のＤ
ＮＡの塩基配列あるいはタンパク質のアミノ酸配列のデータセット、及び、検索対象クエ
リとなる機能未知の塩基配列やアミノ酸配列が設定され、データセット・クエリ情報記憶
部２１に記憶される。次に、データセット・クエリ設定工程（Ｓ１０１）にて設定された
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クエリとデータセット内の各データについて、ベース類似度スコア演算部１２にてベース
とする類似度尺度を用いてクエリとデータの類似度を演算する（ベース類似度スコア演算
工程：Ｓ１０２）。ベースとする類似度尺度として、生命情報学分野における配列の相同
性検索では、ＢＬＡＳＴアルゴリズムが出力するスコアが用いられるが、一般には内積、
距離、コサイン等が使用される。演算されたベース類似度スコアはベース類似度スコア情
報記憶部２２に記憶される。
【００４９】
次に、ハブ度演算部１３にて、各データのハブ度、及び、データセットのハブ度を演算
する（ハブ度演算工程：Ｓ１０３）。すなわち、出現回数演算部１３１では、各データｘ
のハブ度を、データセット内の他のデータのｋ近傍への出現回数Ｎｋ（ｘ）を演算する。

30

歪度演算部１３２では、Ｎｋ（ｘ）の分布の歪度を演算する。出現回数演算部１３１及び
歪度演算部１３２により作成された出現回数分布図及び歪度（図１、２、４、５、１２参
照）が参照される。ハブが存在すれば、出現回数分布図に大きいＮｋ（ｘ）を持つデータ
が現われ、大きい歪度が観測される。出現回数Ｎｋ（ｘ）及び歪度は、出現回数・歪度情
報記憶部２３に記憶される。
【００５０】
次に、ローカルセグメントサイズ決定部１４１にて、ローカルセグメントサイズκを決
定し（ローカルセグメントサイズ決定工程：Ｓ１０４）、κの値はローカルセグメントサ
イズ情報記憶部２４に記憶する。そして、決定されたκを用い、ローカルセントロイド演
算部１４２にて、各データｘのローカルセントロイドｃκ（ｘ）を演算し（ローカルセン
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トロイド演算工程：Ｓ１０５）、ｃκ（ｘ）はローカルセントロイド情報記憶部２５に記
憶する。さらに、演算されたｃκ（ｘ）を用い、ローカルアフィニティ演算部１４３にて
、各データｘのローカルアフィニティをｃκ（ｘ）とｘの類似度として計算し（ペナルテ
ィスコア演算工程：Ｓ１０６）、これを各データのペナルティスコアとしてペナルティス
コア情報記憶部２６に記憶する。ローカルアフィニティの演算はローカライズドセンタリ
ングの前工程を形成する。
【００５１】
次に、総合スコア演算部１５にて、ベース類似度スコア情報記憶部２２及びペナルティ
スコア情報記憶部２６に記憶された各データに対するベース類似度スコア及びペナルティ
スコアを用い、各データに対する総合スコアを演算する（総合スコア演算工程：Ｓ１０７
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）。ここでは、ベース類似度スコアからペナルティスコアを差し引くことにより、総合ス
コアを得る。総合スコアの演算はローカライズドセンタリングの後工程を形成する。ロー
カライズドセンタリングは前工程と後工程からなる。データセットのデータは、総合スコ
ア演算工程（Ｓ１０７）での演算結果に基づいて、演算結果整理・分類部１６にて整理・
分類される（演算結果整理工程：Ｓ１０８）。典型的には、総合スコアの大きい順に整理
（ランク付け）され、総合スコア情報記憶部２７にランキングが記憶される。さらに、検
索対象クエリを分類する場合には、ｋ近傍法を用いて（総合スコアが大きいｋ個のデータ
の分類ラベルの投票により）検索対象クエリの分類ラベルの予測を行う（分類工程：Ｓ１
０９）。予測結果は、分類情報記憶部２８に記憶される。
【００５２】
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〔実世界データを用いた実験〕
本発明による手法（ローカライズドセンタリング）は、（人工データではなく）実世界
データセットに対してハブを軽減する効果を持つかどうか、さらに、ハブを軽減する結果
としてタスクの精度を向上するかどうかを調べるために、多クラス分類タスクのベンチマ
ークとして用いられる実世界のテキスト文書データセットに対してローカライズドセンタ
リングを適用する。使用するテキスト文書データセットは、図１６はＷｅｂＫＢ、図１７
はＲｅｕｔｅｒｓ−５２、図１８はＴＤＴ２−３０、図１９は２０Ｎｅｗｓｇｒｏｕｐｓ
である。実験を通して、テキスト文書の分類タスクにおいて標準的なデータ表現であるｔ
ｆ−ｉｄｆ重み付きｂａｇ−ｏｆ−ｗｏｒｄｓベクトル表現を用い、標準的な類似度尺度
（ベースライン）としてコサインを用いる。
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【００５３】
〔ハブの軽減〕
最初の実験では、ローカライズドセンタリングが大規模データセットに生じるハブを軽
減するかどうかを調べた。データセット全体からｎ個のデータをランダムに選択し、デー
タ数ｎのサブセットを生成した。データ数ｎを１００から４０００の範囲で動かし、各ｎ
についてサブセットの生成を１０回行った。各サブセットに対してＮ１０分布の歪度を計
算し、各ｎについて平均歪度（１０回の平均）を計算した。そして、グローバルセンタリ
ング（センタリング）後及びローカライズドセンタリング後の平均歪度を比較した。
【００５４】
図１６−１９は、データ数ｎとＮ１０分布の平均歪度との関係を示す図である。（ｉ）
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はグローバルセンタリング又はローカライズドセンタリングを施す前の折れ線グラフ（比
較のベースライン）である。（ｉｉ）はグローバルセンタリング後、（ｉｉｉ）はローカ
ライズドセンタリングの折れ線グラフである。使用した４つのデータセットを通して、同
じ傾向が観察された。すなわち、データ数ｎの増加につれて、ベースラインではＮ１０分
布の平均歪度は増加し、ハブが増大する。一方、グローバルセンタリングによって、平均
歪度はやはり増加するが、平均歪度はベースラインよりやや小さい。他方、ローカライズ
ドセンタリングでは、データ数ｎに関わらず、平均歪度はほぼ同じ小さい値のままで変化
しない。まとめると、グローバルセンタリングはデータ数ｎが小さい（約５００より小さ
い）ときに効果が見られるが、データ数ｎが大きいときには否である。他方、ローカライ
ズドセンタリングは、データ数ｎが大きくてもハブの発生を低いレベルに維持する。
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さらに、式（２）及び式（３）を用い、各データセットについてグローバル対ローカル
アフィニティ比を計算し、図１６−１９にその折れ線グラフを（ｉｖ）として示した。す
ると、人工データセットで観察されたのと同じ傾向が明確に観察された。すなわち、グロ
ーバル対ローカルアフィニティ比が小さいとき、グローバルセンタリングはハブを軽減し
ないが、ローカライズドセンタリングはハブを軽減する。
【００５５】
〔ｋ近傍分類の精度〕
このように、ローカライズドセンタリングによりハブが軽減することは確認がされたが
、次の実験では、このハブ軽減がｋ近傍分類精度を改善するかどうかを調べた。タスクは
テストデータとしてのテキスト文書の分類ラベルを訓練データとしてのテキスト文書の分
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類ラベルを用いて予測することである。リーブワンナウトｌｅａｖｅ−ｏｎｅ−ｏｕｔ交
差検証法（全データから一つをテストデータとして、残りを訓練データとして用い、訓練
データを使ってテストデータの分類ラベルを予測することを、全データに亘ってデータ数
だけ繰り返し、予測の正解率を評価値とする）によりパフォーマンスを評価した。
【００５６】
ベースラインとなるコサイン（ＣＯＳ）、及び、コサインを変形した５つの類似度尺度
を試した。グローバルセンタリング（標準的なセンタリング）（ＣＥＮＴ）、ローカライ
ズドセンタリング（ＬＣＥＮＴ）、コミュートタイムカーネル（ＣＴ）、ミューチュアル
プロキシミティ（ＭＰ）及ローカルスケーリング（ＬＳ）である。コミュートタイムカー
ネルは、グラフラプラシアンに基づくグラフノード間の類似度を定めるためにＳａｅｒｅ
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ｎｓらにより発表され（Ｓａｅｒｅｎｓ，Ｍ．；Ｆｏｕｓｓ，Ｆ．；Ｙｅｎ，Ｌ．；ａｎ
ｄ

Ｄｕｐｏｎｔ，Ｐ．２００４．

ｓ

ａｎａｌｙｓｉｓ

ｓ

ｔｏ

ｓｐｅｃｔｒａｌ

ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ．

ｓ

ｏｆ

ｔｈｅ

Ｅｕｒｏｐｅａｎ

ｈｉｎｅ

ｏｆ

Ｔｈｅ

ｐｒｉｎｃｉｐａｌ

ｇｒａｐｈ，ａｎｄ

１５ｔｈ

Ｌｅａｒｎｉｎｇ（ＥＣＭＬ

ｉｔｓ

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ

ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ
Ｉｎ

Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ

ｏｎ

Ｍａｃ

０４），３７１−３８３．２００４年）、後に

発明者らによりハブ軽減に効果があることが示された（Ｓｕｚｕｋｉ，Ｉ．；Ｈａｒａ，
Ｋ．；Ｓｈｉｍｂｏ，Ｍ．；Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，Ｙ．；ａｎｄ
２０１２．

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｎｇ

Ｌａｐｌａｃｉａｎ−ｂａｓｅｄ
ｎ．

Ｉｎ

ＡＡＩ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ

ｔｈｅ

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ

ｋｅｒｎｅｌｓ

Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
ｏｎ

ｏｆ

Ｓａｅｒｅｎｓ，Ｍ．

ｔｈｅ

ｉｎ

ｈｕｂ

ｏｆ

ｒｅｄｕｃｔｉｏ

Ｔｗｅｎｔｙ−Ｓｉｘｔｈ

Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ
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Ａ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃ

ｅ．２０１２年）。ミューチュアルプロキシミティ（Ｓｃｈｎｉｔｚｅｒ，Ｄ．；Ｆｌｅ
ｘｅｒ，Ａ．；Ｓｃｈｅｄｌ，Ｍ．；ａｎｄ

Ｗｉｄｍｅｒ，Ｇ．２０１２．

Ｌｏｃａ

ｌ

ｒｅｄｕｃｅ

ｓｐａｃ

ａｎｄ

ｅ．

ｇｌｏｂａｌ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｓｃａｌｉｎｇ
ｏｆ

Ｍａｃｈｉｎｅ

ｈｕｂｓ

Ｌｅａｒｎｉｎｇ

ｉｎ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

１３（１）：２８７１−２９０２．２０１２年）とローカルスケーリング（Ｚｅｌｎｉ
ｋ−Ｍａｎｏｒ，Ｌ．ａｎｄ
ｓｐｅｃｔｒａｌ
ｕｒａｌ
ＭＩＴ

Ｐｅｒｏｎａ，Ｐ．２００５．

ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ．

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
Ｐｒｅｓｓ．

Ｉｎ

Ｓｅｌｆ−ｔｕｎｉｎｇ

Ａｄｖａｎｃｅｓ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍｓ

ｉｎ

Ｎｅ

１７．
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１６０１−１６０８．２００５年）はデータ間の近傍関係を対称

化しようと試みるものである。
【００５７】
図２０−２３に実験結果を示した。ＬＣＥＮＴあるいはＬＳが精度の項目において最良
のパフォーマンスを達成した。ＣＥＮＴはコサインに対して歪度と精度をわずかに改善す
るのみに留まったが、対照的にＬＣＥＮＴはコサインに対して歪度と精度を大きく改善し
た。
【００５８】
以上により、本実施例によれば、次元数が大きいときだけでなく、データ数が大きいと
きに出現するハブを軽減できる類似度演算システム及び類似度演算方法を提供できる。

40

【実施例２】
【００５９】
本実施例では、同一データセットについて検索を行う場合、ペナルティスコア情報記憶
部２６に記憶されているペナルティスコアを用いることにより、検索処理を早められる。
あるいは、前処理としてオフラインに各データに対するペナルティスコアを計算しておき
、ペナルティスコア情報記憶部２６に記憶しておくことで、検索処理を早められる。その
他のシステム構成及び処理フローは実施例１と同様であり、実施例１と同様に次元数が大
きいときだけでなく、データ数が大きいときに出現するハブを軽減できる類似度演算シス
テム及び類似度演算方法を提供できるという効果を奏する。
【実施例３】
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【００６０】
本実施例では、実施例１で説明した総合スコアを示す式（６）、（７）のペナルティス
コアを調整する例について説明する。
ＳｉｍγＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）≡＜ｘ，ｑ＞−＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞γ
ＬＣＥＮＴ

Ｓｉｍγ

（ｘ；ｑ）≡＜ｘ，ｑ＞−γ＜ｘ，ｃκ（ｘ）＞

（６）
（７）

式（６）、（７）の右側の第２項はペナルティスコアである。パラメタγはＮｋ分布の
歪度を最も軽減するように調整され得る。その他のシステム構成及び処理フローは実施例
１と同様であり、実施例１と同様に次元数が大きいときだけでなく、データ数が大きいと
きに出現するハブを軽減できる類似度演算システム及び類似度演算方法を提供できるとい
10

う効果を奏する。
【実施例４】
【００６１】
本実施例では、ベースとする類似度尺度として、これまで説明に用いてきた内積ではな
く，ユークリッド距離（ｌ２ノルム）を用いた場合の、ハブ軽減方法について説明する。
ここでは、クエリｑと各データｘとの類似度Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）をユークリッド距離（ｓｑ
ｒｔ（｜｜ｘ−ｑ｜｜２））の２乗にマイナス符号を付した値として定義する。すなわち
、
Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）≡−｜｜ｘ−ｑ｜｜２

（８）

である。
これを類似度尺度として用いて発生するハブは、ローカルセントロイドｃκ（ｘ）を用

20

い、次のように類似度スコアを補正することによって、軽減できる。
ＳｉｍＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）
≡−｜｜ｘ−ｑ｜｜２＋｜｜ｘ−ｃκ（ｘ）｜｜２

（９）

さらに、類似度スコアを調整する右辺第２項に、次のようにパラメタγを付加してもよ
い。
ＳｉｍγＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）
≡−｜｜ｘ−ｑ｜｜２＋（｜｜ｘ−ｃκ（ｘ）｜｜２）γ

（１０）

ＳｉｍγＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）
≡−｜｜ｘ−ｑ｜｜２＋γ｜｜ｘ−ｃκ（ｘ）｜｜２

（１１）
30

【実施例５】
【００６２】
本実施例では、各データのベクトル表現が与えられず、機械学習分野で呼ばれるところ
のカーネルやＢＬＡＳＴスコアなどのようにデータ間の類似度だけが、ベースとする類似
度尺度として与えられる場合の、ハブ軽減方法について説明する。まず、クエリｑと各デ
ータｘとの類似度が、ＢＬＡＳＴスコアにより定義されているとする。すなわち、
Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）≡ＢＬＡＳＴスコア（ｘ；ｑ）

（１２）

とする。ここで、ＢＬＡＳＴスコアを類似度尺度として用いて発生するハブは、次のよう
にスコアを補正することによって、軽減できる。
ＳｉｍＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）
≡ＢＬＡＳＴスコア（ｘ；ｑ）−（１／κ）Σｘ
ア（ｘ；ｘ

）

∈κＮＮ（ｘ）ｘ

ＢＬＡＳＴスコ

40

（１３）

上記ではＢＬＡＳＴスコアを例に用いて説明したが、ベースとする類似度尺度としてそ
の他の類似度（カーネルなど）を用いる場合は、上記ＢＬＡＳＴスコアの部分を、用いる
類似度（カーネルなど）が定めるスコアに置き換えればよい。すなわち、
ＳｉｍＬＣＥＮＴ（ｘ；ｑ）
≡Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）−（１／κ）Σｘ

∈κＮＮ（ｘ）ｘ

Ｓｉｍ（ｘ；ｘ

）

（１４）
とすれば、任意の類似度尺度Ｓｉｍ（ｘ；ｑ）に対して、ハブを軽減できる。ここで、
κ＝ｎ＝｜Ｄ｜でも良く、さらに、実施例３、４と同様に、ペナルティスコアを調整する
ためのパラメタγを導入しても良い。
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【実施例６】
【００６３】
本実施例では、ローカルセグメントサイズκの値を、データセット内で一定としない場
合について説明する。例えば、ローカルセグメントサイズκの値は、データセット内のデ
ータｘごとに異なっていてよい。この場合、κの値は、データｘの近傍におけるデータの
密集度に基づいて定めてもよい。具体的には、データｘのハブ度、すなわち、データセッ
ト内の他のデータのｋ近傍への出現回数Ｎｋ（ｘ）が大きくなる程、κの値も大きくなる
ようにしてもよい。これにより、データセット内に複数のデータのクラスター（局所集合
）が存在し、各クラスターを構成するデータ数が大きく異なる場合であっても、各データ
ｘに対応するローカルセントロイドｃκ（ｘ）を、データｘが属するクラスターの中心付

10

近に設定することができる。したがって、類似度演算システム１は、ハブの発生を抑制し
、ｋ近傍法の精度を向上させることができる。
【００６４】
次に、変形例に係る類似度演算システム１について説明する。
上述した実施例では、一例として、類似度演算システム１がローカルセントロイドｃκ
（ｘ）に基づいて、ペナルティスコアを算出する場合について説明したがこれには限られ
ない。類似度演算システム１は、ローカルセントロイドｃκ（ｘ）に基づいてボーナスス
コアを算出してもよい。類似度尺度として内積を用いる場合、内積は大きければ大きい程
、２つのデータが類似することを表す。したがって、内積を用いる場合には、ローカルア
フィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）はペナルティとして算出される。他方、類

20

似度尺度として、距離を用いる場合、距離は小さければ小さい程、２つのデータが類似す
ることを表す。したがって、距離を用いる場合には、ローカルアフィニティＬｏｃａｌＡ
ｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）はボーナスとして算出される。このように、ローカルアフィニティ
ＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）に係るペナルティ、ボーナスの概念は、類似度尺度等
に応じて異なる。つまり、ローカルアフィニティＬｏｃａｌＡｆｆｉｎｉｔｙ（ｘ）とは
、スコアの補正に用いられるパラメタであり、その物理的な意味付けは、システムの構成
に応じて異なるパラメタである。
【００６５】
また、上述した実施例では、一例として、データセット、クエリを構成するデータとし
て塩基配列データやアミノ酸配列データを用いる場合について説明したが、これには限ら

30

れない。例えば、上述した配列データの他にも、マイクロアレイデータ等の生命科学分野
のデータが用いられてもよい。また、生命科学分野に限られず、音声データ、画像データ
、テキストデータ等の任意の種類のデータが用いられてよい。
【００６６】
なお、ローカルセグメントサイズκの値は、任意の方法で設定されてよい。例えば、塩
基配列データやアミノ酸配列データは、データ空間において、比較的、データ数の小さな
クラスターが大量に発生し、これらがハブ発生の原因となる場合がある。そこで、この場
合には、ローカルセグメントサイズκの値は、例えば、１０以下の比較的小さな値として
もよい。このように、データ空間においてデータ数の小さなクラスターが大量に発生して
いる場合には、ローカルセグメントサイズκとして、相対的に小さな値を設定する。これ

40

により、類似度演算システム１は、演算量を低減しつつ、ハブを軽減することができる。
これに対して、データ空間においてデータ数の大きなクラスターが多く発生している場合
には、ローカルセグメントサイズκの値を、相対的に大きな値としてもよい。これにより
、データｘがクラスターの外縁部に位置していたとしても、データｘごとのローカルセン
トロイドｃκ（ｘ）をクラスターの中心に近づけることができるため、効率よくハブを軽
減することができる。また、ローカルセグメントサイズκの値は、ｋの値に基づいて定め
られてもよい。例えば、ローカルセグメントサイズκの値は、ｋの値の２倍程度としても
よい。また、ローカルセグメントサイズκの値は、システムごとに予め定められていても
よい。また、ローカルセグメントサイズκの値は、データｘのハブ度、すなわち、データ
セット内の他のデータのｋ近傍への出現回数Ｎｋ（ｘ）に関する分布の歪度が最小になる
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数としてもよい。
【００６７】
また、上述した実施例では、一例として、ｋ近傍法を用いる場合について説明したが、
これには限られない。例えば、ｋ近傍法を用いる代わりにイプシロン近傍法を用いてもよ
い。この場合、隣接データの範囲は、データセット内のデータのうち、データｘとの類似
度が所定の値よりも高いデータとしてもよい。
【００６８】
また、本発明の一態様は、以上の実施例のフローチャート等に記載の類似度演算方法を
含むコンピュータに実行させるためのプログラムとしても実現可能である。プログラムは
情報検索装置の内蔵記憶部に蓄積して使用してもよく、外付けの記憶装置に蓄積して使用

10

してもよく、インターネットからダウンロードして使用しても良い。また、当該プログラ
ムを記録した記録媒体としても実現可能である。
【００６９】
以上、本発明の一態様に係る実施の形態について説明したが、実施の形態は以上の例に
限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更を加え得ることは
明白である。例えば、上述の各実施例において説明した各構成は、特定の機能を発揮する
のに不要である場合には、省略することができる。また、上述した各実施例において説明
した各構成は、複数の装置に分散して備えられても良いし、１つの構成としてまとめられ
てもよい。
例えば、データセットがインターネット検索におけるＷｅｂ文書集合のように、データ
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セットの次元数は明らかではないがデータ数が膨大であることが明白である場合、本発明
の適用によりハブを軽減できる効果が認められるならば、本発明が提供する類似度演算シ
ステム及び類似度演算方法は有効である。また、以上の実施例では検索対象がクエリと同
一である場合について説明したが、クエリが検索対象と関連性が深いキーワードであって
も良い。また、データセットが膨大なときには、データセットが複数の記憶装置に分散し
て記憶されても良い。また、システム構成では、ローカルセントロイド情報記憶部２５と
ペナルティスコア情報記憶部２６をまとめて１つにしても良い。また、処理フローではデ
ータセット・クエリ設定工程（Ｓ１０１）とベース類似度スコア演算工程（Ｓ１０２）と
を同時に行っても良い。また、ｋ近傍法のパラメタｋは目的、状況に応じて適宜定めるこ
とができる。
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【産業上の利用可能性】
【００７０】
本発明は類似度演算及び情報分類に利用される。
【符号の説明】
【００７１】
１

類似度演算システム

１０

コンピュータ

１１

データセット・クエリ設定部

１２

ベース類似度スコア演算部

１３

ハブ度演算部

１４

ペナルティスコア演算部

１５

総合スコア演算部

１６

演算結果整理・分類部

１７

制御部

１８

表示部

１９

入出力部

２０

記憶部

２１

データセット・クエリ情報記憶部

２２

ベース類似度スコア情報記憶部

２３

出現回数・歪度情報記憶部

40
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２４

ローカルセグメントサイズ情報記憶部

２５

ローカルセントロイド情報記憶部

２６

ペナルティスコア情報記憶部

２７

総合スコア情報記憶部

２８

分類情報記憶部

２９

プログラム記憶部

３０

一時記憶部

１３１

出現回数演算部

１３２

歪度演算部

１４１

ローカルセグメントサイズ決定部

１４２

ローカルセントロイド演算部

１４３

ローカルアフィニティ演算部

１６１

総合スコア順整理部

１６２

分類部
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