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あらまし  センサーデバイスやシミュレーション技術の発達に伴い，大量の多次元時系データの入手が容易にな

っている．時系列データのための有用な索引技術のひとつに Lin らが提案した Symbolic Aggregate Approximation 

(SAX) があるが，SAX は 1 次元の時系列データしか扱うことができない．よって我々は先行研究にて，多次元時系

列データのための索引 Universal SAX を提案した．本手法では空間充填曲線を使用し多次元時系列データを 1 次元

データに変換するが，このとき元の多次元空間における距離関係を用いて変換を行うためマイニングに必要となる

ようなデータの特徴を欠落が少ない．我々は評価実験により本手法が既存手法よりも多次元時系列データに対して

有効な手法であることを明らかにし，加えて高次元のデータへの適用のための一手法を提案，適用実験を行う． 
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1. はじめに  

センサーデバイスやシミュレーション技術の発展

に伴い，GPS ログなどの軌跡データやモーションキャ

プチャデータなど大量の多次元時系列データの入手が

容易になっている．これらを効率よくマイニングする

ことで，我々は様々な研究やマーケティング分析に役

立てることが出来るが，膨大なデータをマイニングす

るためには効果的な問い合わせや索引が不可欠である．

そ の 中 の  1 つ に  Lin ら が 提 案 し た  Symbolic 

Aggregate Approximation (SAX) [7] がある．SAX では

従来の手法とは異なり，時系列データを実数値ではな

く文字列に変換する．よって文字列用に定義された手

法が適用可能となる．加えて単純なアルゴリズムであ

りながらマイニング精度が良いなどの利点も持つ．し

かしながら，SAX は 1 次元の時系列データしか扱うこ

とができない．  

SAX を多次元時系列データにも適用させるため，既

存研究では前処理として多次元のデータを 1 次元に次

元削減するアプローチがとられてきた．これらのアプ

ローチに，重心距離法と主成分分析がある [4][11]．重

心距離法は多次元空間データ上の各点をデータの重心

から点までの距離を使用して 1 次元の時系列データ状

に変換する手法である．主成分分析は多次元データの

相関を少数の合成変数で表現することで 1 次元に変換

する手法である．しかしこれらの手法は次元削減の際

に元データの特徴を欠落させてしまう可能性がある．

例えば重心距離法はデータの重心と各点の間の距離の

みに焦点をあてて 1 次元化を行うため，同じ速度で異

なる方向に動く 2 つの多次元軌道状データの違いを表

現することが出来ない．また主成分分析は，SAX に適

用させるという目的を達成するために第一主成分のみ

を使用して 1 次元化を行うが，この第一主成分の寄与

率が低い場合に元データの特徴を欠落させてしまう可

能性がある．なぜなら，第一主成分の寄与率が低いと

いうことは，第二主成分以下の部分空間に元データの

特徴が多く表れているからである．つまり第二主成分

空間上では異なる距離に位置する点が第一主成分空間

上では同じ点として写像されてしまうという可能性が

あり，これはマイニング時の誤検出の原因となる．  

よって我々は先行研究において，空間充填曲線を用

いて多次元空間内のデータの位置関係を損なうことな

く文字列に変換する Universal SAX（USAX）を提案し

た  [10]．空間充填曲線とは，多次元空間を曲線で埋め

尽くすように辿ることで空間の順序付けを行う手法で

ある．USAX において文字列に変換後の各文字は元の

データ空間に適用した空間充填曲線による順序値の範

囲によって割り当てられる．空間充填曲線による順序

値の範囲は元空間において多面体を成すので， 2 つの

文字間の距離は 2 つの多面体間の最小距離として計算

することが出来る．例えば図 1 は 2 次元空間上のデー

タ  t0, t1, … , tn−1 を USAX に変換する概略図である．こ

の図では空間充填曲線の 1 つであるヒルベルト曲線を

用いて空間の順序付けを行い，その順序に従って 2 次

元空間を 5 つの領域に分割，それぞれに文字を割り当

て，そのあと各文字領域内に存在するデータを対応す

る文字に変換することで USAX 文字列を得ている．こ

の時，それぞれの USAX 文字間の距離は 2 次元空間上

の 5 つの多面体同士の最小距離として計算される．つ

まり，文字列化後の距離測度として元の多次元空間上

の距離を用いているため，USAX は多次元データを 1

次元データである文字列に変換した後も元データ間の

位置関係を保持することが出来る．  



 

 

 

図 1: 2 次元データから USAX への変換  

 

本稿では USAX の有効性の評価を行うため，前述し

た 2 つの次元削減手法である重心距離法と主成分分析

適用後に SAX を適用したデータと USAX を適用した

データとの文字列化精度比較実験を行う．また USAX

をより高い次元のデータに適用する際の課題点とその

解決のための一手法を提案し，適用実験を行う．  

本稿の構成は以下の通りである．第 2 節では USAX

の基手法である SAX について概説し，第 3 節では

USAX による符号表現変換について解説する．第 4 節

では既存手法と USAX との比較を行い，第 5 節で高次

元データへの USAX の適用について論ずる．そして，

第 6 節にてまとめと今後の課題を述べる．  

 

2. SAX 

SAX とは，時系列データの表現手法の 1 つで，時系

列データを文字列に量子化する手法である．パラメー

タ値として，あらかじめ文字列長 w（もしくは 1 つの

文字に変換するデータ数）と文字種類 a の  2 つを決定

する．これらの値はデータに依存するため実験的に求

める必要がある．  

SAX による時系列データの文字列化の手順を図 2 と

以下によって示す．図 2 では破線が SAX を適用する時

系列データである．なお，時系列データは位置やスケ

ールのズレを修正するためにあらかじめ正規化する．  

 

図  2: SAX による時系列データの文字列化  

 

(1) 時間軸を等間隔に区分（縦実線）．  

(2) 区間ごとの平均値を算出（横太線）．  

(3) 正規分布の各面積が等しくなるような分割線

（横実線）を定め，その区間に， a ，b ， c …

とアルファベットを割り振る．  

(4) (2) で求めた平均値を (3) で割り振ったアルフ

ァベットに従い文字に変換（下部）．  

 

ここで (3)について詳細を説明する．そもそも連続値

を離散化する際，それぞれの離散値の存在確率は等し

いことが求められている [1][9]．SAX では，正規化さ

れた時系列データの値の分布は正規表現に従うという

特徴を活かし [7]，この要求を正規分布の等面積分割に

よって達成している．  

SAX を適用して作成された文字列には性能の良い

各種マイニング操作を行うことが可能である．これは  

SAX の近似距離が実距離の下界を抑えることを保障

している，つまり SAX による文字列変換後のデータ間

の距離は元データ間の距離より常に小さくなるという

特徴を有しているためである．この特徴について説明

するために，まず SAX 文字列における文字列間の距離

の定義について述べる．ある 2 つの時系列データ C と

Q の 2 つの距離を計算する際，その距離尺度は一般的

にユークリッド距離（図 3 の (A)）が使用される．それ

に対して SAX での文字列（ Q̂， Ĉ）間の距離は図 3 の

式  (B) で示されるように文字間の距離 dist(q̂,  ĉ) の二

乗の和で定義されている．n は元データのデータ数で

ある．文字間の距離 dist(q̂, ĉ) は文字  q̂ がとりうる値

の最大値と  ĉ がとりうる値の最小値によって定義さ

れる．  

 

図  3: SAX における文字列間の距離の定義と概念図  

 

例えば図 4 の左側は正規分布を 4 分割し，4 種類の

文字を割り当てた場合の図示である．ここで dist(a,d) 

は  a のとりうる最大値  -0.67 と d のとりうる最小値  

0.67 の差となるので  1.34 となる．このような距離の

定義により，SAX によって求められる文字列間の距離

（つまり元のデータの近似距離）は元のデータの実距



 

 

離の下界を抑えていることが保障されている．  

加えて，SAX は文字間の距離を表（図 4 の例の場

合は図中右の表）としてあらかじめ用意しておくこと

が可能である．なぜなら文字間の距離の定義は前述の

ように正規分布の分割によってのみ計算されるからで

ある．よって一度だけ距離表を作成すれば文字列間の

距離を求める際に毎回文字間の距離を測る必要はない． 

 

 

図  4: SAX における文字間の距離の図示と表  

 

以上から分かるように，SAX は単純なアルゴリズム

でありながら距離の下界を抑えているためマイニング

精度が良く，距離の計算が高速で，文字列用に定義さ

れた手法も適用可能など多くの利点を持つ．しかしな

がら，SAX は 1 次元の時系列データしか扱うことが出

来ない．  

 

3. Universal SAX 

我々は先行研究にて，多次元空間内のデータの位置

関係を損なうことなく文字列に変換する Universal 

SAX（USAX）を提案した [10]．本節にてその概略につ

いて紹介する．まず，多次元データを USAX 文字列へ

変換する手順について，図 5(1) の 2 次元軌跡状データ  

T を例にして説明する．  

(1) T をそれぞれの次元ごとで標準正規分布に正規

化し，等間隔に区分，区間ごとの平均値を決定

する（図 5(1)ではx0, x1 , … , x10）．  

(2) 空間を  2k × 2k の格子状になるよう量子化し，

空間充填曲線の 1 つであるヒルベルト曲線 [2]

を適用する．（図 5(2)．ここでの k はヒルベル

ト空間の解像度となる．）  

(3) (1)で算出した平均値を (2)で適用したヒルベル

ト曲線に従ってそれぞれの値に変換する．（図

5(3)では  (51,46,40,38,27,28,10,17,15,1) ）  

(4) 各文字の存在確率が等しくなるよう事前に決

定しておいた分割に従って，(3)で求めたヒルベ

ルト値をそれぞれの文字に変換する（図 5(4)）．  

 

USAX 文字列への変換手順 (4)において，事前に決定

する各文字領域の分割は，SAX の手法に倣い各文字の

存在確率が等しくなるよう行われる．しかし，USAX

では変換手順 (1)において対象データを各次元で標準

正規分布に正規化しているため，SAX とは符号の存在

確率の等面積分割法が異なる．例えば図 6 左図のよう

な 2 次元空間に対してそれぞれの次元ごとに正規化を

行うと存在確率は空間の中心に近付くにつれ高くなる

（図 6 左図）．このような空間においてヒルベルト曲線

を適用すると，符号の存在確率分布は 2 次元データの

場合だと三峰分布となる（図 6 右図）．よって USAX

を 2 次元データに適用する際にはこの三峰分布を等面

積に分割することで各文字の存在確率を等しくしてい

る．この実現のため，我々は乱数を用いたシミュレー

ションを複数回行うことにより近似解を求める計算手

法であるモンテカルロ法を用いて三峰分布の等面積分

割を行っている．また，この手法によって分割された

空間は，境界付近の分割が粗くなりすぎてしまう傾向

があるため，我々はブロック解像度（Br）というしき

い値を導入しこの課題に対処している．  

 

図 5: USAX 文字列への変換例  

 

 

図 6: 2 次元空間における符号の存在確率の可視化

（左図）とヒルベルトコード上での符号の存在確率の

可視化（右図）  

 

以上の手順で作成される USAX 文字列間の距離は，

文字が割り当てられている多次元空間上の領域間の最

小距離の合計によって定義される．例えば，2 次元空

間に 5 種類の文字を割り当てると，その空間はヒルベ

ルト曲線に従って 5 つの領域に分割される（図 7 (A)）．



 

 

文字間の距離は前述のようにこの領域間の最小距離に

よって定義されているため，図 7(A) におけるマス目 1

つを距離 1 とした場合，図 7(B) のような距離表とし

て算出しておくことが出来る．この距離表を用いた 2

つの USAX 文字列 �̂�={a b d d}， �̂�={c d d a}間の距離  

dist(Ĉ,  �̂�)は 3 となる．USAX 文字間の距離表は SAX と

同じくあらかじめ算出することが可能であるため，実

際にデータ間の距離の計算を行うときはこの表の値を

参照するだけで良い．  

 

図 7: (A) 2 次元空間に  5 種類の文字を割り当てた時

の空間例， (B) (A) に対応する文字間の距離表  

 

4. 既存手法との比較  

第 2 節にて述べた SAX は，時系列データを効率よく

マイニング出来る索引であるが， 1 次元の時系列デー

タしか扱うことが出来ない．よって SAX を多次元時系

列データに適用するために，既存研究では前処理とし

て多次元のデータを 1 次元に次元削減するアプローチ

がとられてきた．本節では 2 種類の次元削減アプロー

チを適用後に SAX を適用する既存手法と，第 3 節にて

述べた USAX との比較を行う．  

4.1 節では多次元データへの SAX 適用の既存研究の

詳細について，4.2 節では既存手法との比較実験につ

いて述べる．  

 

4.1 多次元データへの SAX 適用の既存研究  

SAX を多次元時系列データに適用するために，既存

研究では前処理として多次元のデータを 1 次元に次元

削減するアプローチがとられてきた．その中に Li[8]

や Tanaka[13]の研究がある．  

[8] では多次元データに対して重心距離法を用いた

後 SAX を適用している．重心距離法とは軌跡データ

や形状データのような多次元データをその重心から各

点までの距離を用いて 1 次元表現に変換する手法で

ある．Li はこの手法によって得られた 1 次元表現に対

して SAX を適用することにより，大規模画像データセ

ットから例外画像を動的に検出する手法を提案した．  

[13] では多次元データに対して主成分分析を用い

た後 SAX を適用している．主成分分析とは複数の変数

から成るデータの相関を少数の合成変数で表現する手

法である．この手法で表現される合成変数は必要に応

じて次元数を調節することが出来る．また第一主成分

に一番多くの情報量が含まれるという性質上，扱うデ

ータによっては第一主成分のみを使用すれば十分で，

多くのデータ量を削減することが出来る．Tanaka はこ

の手法を用いてモーションセンサから得た 3 次元セン

サデータを 1 次元表現に変換し，そのデータに対して

SAX を適用することにより動的に未知頻出パターン

を検出する手法を提案した．  

これらの手法はどちらも多次元データを SAX に適

用するために次元削減を行っていることに注意したい．

更に，これらの手法は対象データの特徴や使用用途に

よっては次元削減を行っていても有効に機能すること

が各論文にて示されているが，次元削減を行うことに

よって情報が著しく欠落するようなデータも存在する． 

重心距離法は前述のように重心からデータの各値

までの距離を使用して時系列状 1 次元データに変換し

ている．従って元データにおいて重心からの距離が等

しい異なる値は全て同じ情報として扱われるという特

徴を持つ．この特徴は軌跡情報など絶対的な位置を必

要とするデータの場合に情報を著しく欠落させる原因

となる．例えば，同じ速度で異なる方向に動く 2 つの

多次元軌道状データを考える（図 8）．このようなデー

タに対して重心距離法を適用すると，重心から各値ま

での距離推移がどちらもほぼ同じになる．よって元デ

ータ上での軌跡の傾きは異なるにもかかわらず 1 次元

変換後の値の推移がほぼ同じとなってしまう．  

 

図 8: 重心距離法が有効に働かない例  

 

また主成分分析は，SAX に適用させるという目的を

達成するために第一主成分のみを使用して 1 次元化を

行うが，この第一主成分の寄与率が低い場合，元デー

タの情報が欠落する．なぜなら第一主成分の寄与率が

低いということは，言い換えれば第二主成分以下の部

分空間に元データの特徴が多く表れているということ

である．これはマイニング時の誤検出を引き起こす．

主成分分析は適用前に一度全てのデータを同じ空間に

マッピングする必要があるため，この問題は大きなデ

ータセットを扱う際によく発生する．例えば，図 9 の

左部のような 4 つの異なる特徴を持つデータセットを

考える．これらのデータセットに対して主成分分析を

適用するために，データを同じ空間にマッピングした



 

 

結果が図 9 の右である．元のそれぞれのデータが持つ

特徴のない，相関の乏しいデータとして表現されてい

ることが見てとれる．従って第一主成分の寄与率は低

くなる．  

 

図 9: 主成分分析が有効に働かない例  

 

4.2 既存手法との比較実験  

本項では USAX と既存手法との比較実験の結果につ

いて述べる．我々は実験に 2 種類のデータセットを使

用した．  

1 つ目のデータセットは疑似的に生成された 3 次元

時系列データである．このデータは進む方向によって  

4 種類に分類される．図 10 はデータを可視化したもの

である．それぞれ  {data0a, data0b}，{data1a, data1b}, 

{data2a, data2b}, {data3a, data3b} を同グループとして

扱った．  

 

図 10: 実験に使用した疑似 3 次元時系列データ  

 

2 つ目のデータセットは UCI[12]の Machine Learning 

Repository 中の Character Trajectories Data Set である．

このデータは  2858 個の実際の筆跡データセットで，

ペンタブレットによる入力を軌跡（ x 軸と y 軸）と筆

圧（ z 軸）からなる 3 次元のデータとして取得したも

のである．当レポジトリに関する各時系列データの説

明が見つからなかったため，我々はこのデータセット

内から視覚的に類似していると思われる 4 グループ（1

グループに 2 個のデータ）を抽出した．図 11 はデータ

の一部を視覚化したものである． {data1, data2}，

{data101, data102}, {data151, data152}, {data231, 

data232} がそれぞれ視覚的に類似したものと判定し

た．  

 

図 11: 実験に使用した Character Trajectories Data 

Set の一部  

 

4.2.1 節では文字列変換後のデータ量の比較実験と  

USAX における距離表作成時間の測定結果について，

4.2.2 節では既存手法との符号表現変換精度を比較す

るため行ったクラスタリング実験の結果について述べ

る．  

 

4.2.1 データ量の比較と距離表作成時間の計測  

本項では 2 つの実験の結果について述べる．1 つ目

の実験では，元データのデータ容量と比較手法（重心

距離法 (CDM)と主成分分析 (PCA)）を適用後 SAX 文字

列に変換したあとのデータ容量，そして USAX を適用

後のデータ容量の比較を行った．比較手法と USAX に

ついては，それぞれに文字列圧縮（今回はランレング

ス圧縮を使用）を適用後のデータ容量ともあわせて比

較した．この実験には Character Trajectories Data Set を

使用した．実験に使用された各パラメータは以下の通

りである．比較手法の SAXの文字種類は 8に設定した．

USAX の文字種類は，比較手法と条件を同じにするた

め83 = 512 と設定した．実験の結果を図 12 に示す．  

結果から，USAX は元データの約 1/40 の容量に削減

できていることが分かる．更に文字列の圧縮を行うと

容量は約 1/54 にまで削減できている．また，比較手法

はそれぞれ USAX の約 1/2 の容量で文字列化を行って

いることも分かる．しかし USAX は比較手法の 64 倍



 

 

の文字種類を使用した高解像度な文字列化を行ってい

るにもかかわらずそのデータ容量が高々 2 倍に収まっ

ているという点に注意して下さい．これは，比較手法

がどんなに少ない文字種類を使用しても 1 文字の表現

に必ず 1 バイトを使用するのに対して，USAX は 2 バ

イトで収まるほどの文字種類を使用して文字列化を行

っているからである．従って，この実験結果は USAX

が充分に小さなデータ容量で精度の高い文字列化を行

うことが出来るということを示している．  

 

 

図 12: データ量比較実験結果の可視化  

 

2 つ目の実験では，距離表の作成時間の測定を行っ

た．実験時の各パラメータと測定結果を表 1 に示す．

この表から，2 次元データの距離表作成には 1，2 秒程

度の時間しか必要としないことが分かる．更に， 3 次

元データの場合でも十数分で作成することが出来るこ

とが分かる．第 4 節で述べたように，この距離表は一

度だけ作成すればよく，実際に距離を比較する際には

表を参照するだけである．よってこの実験結果は，

USAX で使用される距離表の作成時間が十分高速であ

るということを示している．  

 

表 1: 距離表作成時間の測定結果  

  解像度 文字数 Br 
 作成時間

[ms] 

  9 16 7 1320 

2 

dim 
9 64 6 1830 

  9 144 6 2560 

  9 64 7 5991 

3 

dim 
9 512 6 209930 

  9 1728 6 708923 

 

4.2.2 クラスタリング結果の比較  

本項では，疑似 3 次元時系列データセットと

Character Trajectories Data Set を使用した階層的クラ

スタリングの結果について述べる．この実験では元デ

ータ，比較手法 2 種を適用した後に SAX を適用した文

字列，USAX を適用した文字列の計 4 つをクラスタリ

ング対象とした．実験に使用したパラメータは 4.2.1

節の実験と同じである．  

疑似 3 次元時系列データを使用した階層的クラスタ

リングの実験結果を図 13 に示す．この図から，唯一

USAX だけが元データと同等の結果を得ていることが

分かる．なぜならこのデータセットは相関が弱く，各

データの重心から各値までの距離が等しくなるような

動きをするという特徴をもつからである．このような

データセットを比較手法が苦手としていることは 3 節

にて述べている．重心距離法に至っては階層的クラス

タリングを行うことも出来なかった．主成分分析に関

しては，苦手な特徴をもつデータセットに対して適用

したことで 1 次元化後の寄与率が低くなってしまい，

多くの情報が欠落したことが原因であると考えられる． 

 

図 13: 疑似 3 次元時系列データを使用した階層的ク  

ラスタリングの実験結果  

 

次に Character Trajectories Data Set を使用した階層

的クラスタリングの実験結果を図 14 に示す．図から

分かるように，どの手法も元データと同程度の結果を

得ている．これは，このデータセットが強い相関をも

ち各データの重心から各値までの距離が異なるような

動きをするという特徴をもつからである．つまり比較

手法に有利なデータセットということになるが，にも

かかわらず USAX も有効に働いていることが分かる． 

以上の実験結果から，USAX はどんなデータセット

でも効果的に文字列に変換することのできる手法であ

るといえる．  
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図 14: Character Trajectories Data Set を使用した  

階層的クラスタリングの実験結果  

 

5. 高次元データへの USAX の適用  

5.1 データの高次元化に伴う課題  

多次元時系列データの文字列化を行う USAX では，

データの高次元化に伴い以下の 3 つの課題が生じる．  

 

 必要な文字の種類の増大  

例えば 4 次元のデータに対して，各次元が 8 分割と

なる よう 分 割し た 場合 に必 要な 文 字数 の 目安 は

84=4096 種類である．一方アルファベットは大文字と

小文字を区別したとしても 52 種類しか存在せず，必要

な符号数には全く足りない．この課題の解決策として，

USAX では文字データを一度バイナリ化し BASE64 を

適用している．BASE64 とは，バイナリデータを 64 種

類の英数字のみを用いてエンコードする方式である．

しかし前述のように USAX 文字列化に必要な文字種類

は次元が高くなるにつれ指数関数的に増大するため，

高次元のデータには対応できない．  

 

 距離表のサイズの増大  

距離表は使用する文字数の全組み合わせ分の大き

さとなるため，例えば，先ほどと同様に 4 次元のデー

タ用の距離表を作成する際の距離表のサイズは 4096

×4096=16777216 となり，そのデータ容量は約 57.6MB 

になる（表 2）．よって，29 次元などより高次元のデー

タ用の距離表を作成するために必要な容量は表 3 の予

想値から判断して現実的ではないといえる．この課題

の解決策として，距離表の容量にしきい値を設定し，

そのしきい値を超えるようであれば距離計算をキャッ

シュ方式に変更するという対応や，出現確率の高い文

字同士の距離計算のみ事前に行っておき，それ以外の

文字同士の距離は必要になった時に行いキャッシュと

して保存しておくなどの対応が考えられる．しかしこ

れらは本質的な課題解決にはならない．  

表 2: 距離表のデータ容量の比較  

  データ容量  

1dim 434[B] 

4dim 57.6[MB] 

29dim(予想値 ) 1.72×   3 [TB] 

 

 次元の呪い  

高次元データの信頼性が次元の呪いにより低くな

ってしまう点である．次元の呪いとは．高次元のデー

タほどデータ間の距離が互いに等しくなってしまい汎

化誤差が向上しなくなる現象のことである．つまりそ

もそも高次元のデータに対して直接 USAX を適用する

ことは有効でないと考えられる．  

 

5.2 USAX と次元圧縮の併用  

5.1 節で述べた 3 つの課題を解決するために，我々

は高次元データについて以下の手順を行うことを提案

する．  

(1) 高次元のデータに対して主成分分析を適用し，

しきい値以上の累積寄与率をもつ次元まで次

元を削減する．  

(2) USAX を適用し 1 次元の文字列データに変換す

る．  

主成分分析と USAX の組み合わせにより，高次元デ

ータの次元を 1 次元にまでデータ圧縮し，かつ元デー

タ空間中の位置関係情報を損失が少ない索引になると

考えられる．  

実際に，我々は上記の手順を用いて高次元データに

対する階層的クラスタリング作成実験を行った．実験

に使用したデータは CMU[3]の Graphics Lab Motion 

Capture Database の Mocap データセットである．この

データセットは 2431 個のモーションキャプチャデー

タセットで，人間の様々な動作を 29 次元のデータとし

て取得したものである．図 15 は走る動作の動画の一部

である．我々はこのデータセットの中から  ，歩く，走

る，ジャンプするの 3 グループ（1 グループに 3 個の

データ）を抽出し実験に使用した．  

 

図 15: Mocap データセットの動画の一部  



 

 

先述したような USAX と主成分分析を併用する手法

の有効性を検証するため，我々は以下の 2 つの表現で

階層的クラスタリング作成実験を行った．SAX 適用時

の文字種類は 7，USAX 適用時の文字種類は 2048，解

像度が 9，Br が 6 である．  

1. 1 次元まで次元削減したあと SAX を適用した文

字列データ  

2. 4 次元まで次元削減したあと USAX を適用した

文字列データ（累積寄与率のしきい値は 80%に

設定）  

実験の結果を図 16 に示す．線で囲ったデータが正

解とみなしたデータである．  

 

図 16: Graphics Lab Motion Capture Database のデータセ

ットを使用した階層的クラスタリングの実験結果  

 

結果を見て分かるように，高次元データに対して次元

削減を行った後 USAX を適用した場合の方が優れた結

果を得た．この結果をもたらした理由は，主成分分析

による次元削減時の累積寄与率の差によるものと考え

られる．このデータセットの場合，1 次元まで削減し

たときの累積寄与率は約 37%であるのに対して，4 次

元まで削減したときの累積寄与率は約 84%である（図  

17）．つまり 1 次元まで削減した場合のデータより 2

倍以上の特徴を維持しているためその後の文字列化の

精度にも影響したと考えることが出来る．この結果か

ら，提案手法である USAX は高次元データに対しても

有効な索引であるといえる．  

 

図 17: Graphics Lab Motion Capture Database のデータセ

ットに主成分分析を適用した際の累積寄与率  

 

6. まとめと今後の課題  

本稿では，空間充填曲線を用いて多次元空間内のデ

ータの位置関係を損なうことなく文字列に変換する

Universal SAX（USAX）の評価実験と，より高次元の

データへの適用手法の提案と適用実験について述べ，

USAX は既存の手法よりも多次元時系列データのマイ

ニングに有効な索引であることを示した．  

今後は，提案手法の改良とそれに伴う評価実験を行

っていく．多次元空間を区分するアプローチはヒルベ

ルト曲線以外にも多くの種類があるため，それらの手

法を検討し，より有効な変換手法を模索する．  
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