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グラフ構造を用いたデータマイニング結果の可視化方法について
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1．はじめに
今日の情報化社会において，大規模なデータ
を扱う機会が増えてきたが，大量のデータの中
から必要な情報を得ることは容易ではない．必
要なデータを自動的に抽出するアルゴリズムは
様々あるが，データを自分の目で見て確かめつ
つ情報を取り出す方法は，直感的であるだけで
なく，自動的な手法よりも有効な場合も多い．
また，系列データマイニングでは一般に大量の
データが出力され，全体像や頻出するパターン
の把握が難しい．本研究の目的は，ノードとエ
ッジから構成されるネットワークデータを効果
的に可視化する方法を構築し，パターンの把握
を容易にする手法として，グラフを使った表示
方法を開発する．

4.

Vis.js のコーディング方法
Vis.js のネットワーク可視化機能では，数千も
のノードとエッジをブラウザ上で滑らかに動作
することが可能である．Vis.js では，ノード，エ
ッジのプロパティ（属性）を指定することで，
様々な表示ができる．しかし，ブラウザ上に表
示するためには， Vis.js が解釈できるよう，元
のデータを HTML ファイルに変換する必要があ
る．

var nodes = new vis.DataSet([
{id: 1, label: '現在',shape:'box'},
{id: 2, label: 'テレビゲーム
',color:{background:'white'}, shape:'circle'},
{id: 3, label: '大学生',
shapeProperties:{borderDashes:[5,5]}},
{id: 4, label: '娯楽性',}]);

2. Vis.js について
Vis.js[1]は，米国の MIT などが開発した ブ
ラウザベースの可視化ツールである．Vis.js には，
タイムライン，ネットワーク，2D グラフや 3D
グラフ等を可視化する機能がある．データを動
的に可視化する機能があり，表示したデータを
部分的に移動したり，特定のオブジェクトに繋
がっているデータだけを色を変えて表示したり
するといった機能がある．
3．ネットワークデータについて
ネットワークとは，複数の要素が互いに接続
された網状の構造体のことである．ネットワー
クを構成する各要素のことをノード(Node)，ノ
ード間の繋がりのことをエッジ(Edge）と呼ぶ．
多くの情報がネットワークで表現することがで
きる．数学的にはグラフと呼ばれ，行列によっ
て表現される．グラフは，相互に関連のある多
数の要素の結びつきを表現するために広く使わ
れている．紙の上に描かれた自由形式のマイン
ドマップであれ，多数の要素間の結びつきの一
般的なデータモデルを視覚的に表現したもので
あれ，データのネットワークを視覚表現するこ
とによって，それに精通している人にとって意
味のある関連性が示されているからである．

var edges =
{from: 1,
{from: 2,
{from: 2,

new
to:
to:
to:

vis.DataSet([
2, arrows:'to', dashes:true},
3, arrows:'to,middle'},
4, arrows:'to'}]);

図 1. Vis.js のネットワークデータの例
図 1 は Vis.js が処理できるネットワークデー
タの例である．ノードを設定する際には，ID，
Label 等の指定を行う．図 1 のノードでは，長方
形や楕円形に形を変え，破線状になっている．
エッジを設定する際には，指定されたノード間
の ID で繋がりを設定し，矢印のプロパティを加
えることが出来る．図 1 のエッジでは，矢印の
数を増やし，ノードと同じように破線状に変更
している．
5.

データマイニングからの変換
Apriori アルゴリズムに代表されるデータマイ
ニングの抽出結果は，大量に生成されることが
知られている．また，抽出されるデータのパタ
ーンも，類似するもの，類似しないものが混在
している．図 2 は、系列データマイニングの出
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力データ[2]のサンプルである。実用的なデータ
をマイニングすると、図 2 のようなデータが数
百から数千行生成される。このようなデータを
Vis.js を使ってグラフ表示する手法を開発した．
004→00O→004→003→00O→ 9
004→00O→005→0NQ→005→004→003→003→
004→003→004→ 9
005→00Q→003→01N→005→004→003→005→
005→00Q→003→0QV→004→003→011→00Q→
005→00Q→003→0RN→004→003→ 2

り易くするために，最初のノードは四角形で，
それに続くノードは楕円で表示している．なお，
図 5 では，004 などの記号をプログラムのステ
ートメント（制御文など）に書き換えて表示し
た．

6
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2

図 2. 系列データマイニング出力データの例
図 2 のデータを先頭から解析して、共通する
ノードを抽出したものが、図 3 である．例えば、
図 5. 図 4 に対応するデータの表示結果
要素 004→00O は上から 2 行が共通ている。ま
た，Vis.js の表示に備え，共通する要素には通し
図 6 は，系列データマイニングの出力データ
番号（例: 1，2，3 など）を付けている．なお，
99 行（ノード数で約 1000 個）のデータを Vis.js
アルゴリズムの実装上の制約から，共通要素と
で表示したものである．
して，1 個多い要素を抽出している．共通要素と
して 1 個多い要素は後続の処理で無視するよう
にしている．

図 3. 共通要素を抽出したデータ
共通要素以外の要素には、10000 番から始ま
る番号を付与する。図 3 のデータに対応するノ
ード ID のリストを図 4 に示す．図 4 の ID を使
って Vis.js のノードデータを生成する。さらに、
ノードの並びから Vis.js のエッジデータを生成
す る ． 例 え ば ， ノ ー ド 系 列 1,2,10000,
10001,10002 なら，1 => 2 =>10000 =>10001
=>10002 というエッジを作り出す．

図 4. ID の採番を行ったデータ
図 5 は，図 4 に示したデータを Vis.js で規定
された HTML ファイルに変換し，ブラウザで表
示したグラフである．ノード系列の最初を分か

図 6. Vis.js によるグラフ表示の例
6. おわりに
本文では系列データマイニングの結果を，ネ
ットワークデータとして可視化する手法につい
て述べた．グラフによる表示は，リストに比べ
て直感的に分かり易い．しかし，データ数が数
百以上になると，表示されるノードの識別が困
難になることも判明した．対応策としては，ネ
ットワークデータの階層的な表示方法が考えら
れる．
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