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散布図選択による多次元データ可視化へのグラフ彩色問題の適用

伊藤貴之 ∗中林明日香 ∗ 萩田真理子 ∗

概要. 現実社会のデータの多くは多変数・多次元である．限られたディスプレイ空間に多次元データの特
徴を表現する手法として，選択的な散布図表示が有効である．閲覧する価値のある重要な散布図を選択す
るための指標は既にいくつか提案されており，これらの多様な指標を同時に参照して多様な散布図を選択す
ることが，データの特徴を網羅的に理解する上で有効であると考えられる．この考えにもとづいて本報告
では，多数の指標を同時に参照した散布図選択手法を提案する．本手法では多数の指標の各々に沿って散布
図のスコアを算出し，スコアの類似度が高い散布図を接続することで，散布図群をノード群としたグラフ
を生成する．このグラフに彩色問題を適用することで，非常に類似した複数の散布図を同時に選択しない
ように散布図を選択する．本報告ではアパレル小売店の販売情報と気象情報の関係をあらわす多次元デー
タへの適用事例から提案手法の有効性を議論する．

図 1. 提案手法による散布図選択結果の例．次元間の相
関，クラスタや例外点の分離性，クラス間の分離
性，といった多様な指標に沿って単一の多次元デー
タから多様な散布図を選択している．

1 はじめに

タッチパネルデバイスの普及や，ウェブブラウザ
上での対話操作技術の発達などに影響を受けて，情
報可視化システムのデザインにも変化が生じている．
ダッシュボードと呼ばれる情報一覧型のデザインが
その典型例である．ダッシュボードでは広大な表示
空間に多数の可視化画面を並べて表示することで，
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単純なスクロール操作だけで多様な情報を閲覧でき
る仕組みを提供している．このようなデザインの普
及により，情報可視化技術においても，従来の探索
的・反復的なインタラクションだけでなく，閲覧す
る価値のある多数の可視化結果を最初から全部選出
しておき，スクロール操作だけでそれを全部閲覧す
る，という手軽なインタラクションの実現が容易に
なった．逆に言えば，このような単純なインタラク
ションだけで重要な現象を全て閲覧できるようにす
るためには，多数の有用な可視化結果を適切に自動
選択することが重要な研究課題となる．
多次元データ可視化は情報可視化の最重要課題

の一つである．多次元データ可視化手法には，散布
図行列 (SPM: ScatterPlot Matrix) や平行座標プ
ロット (PCP: Parallel Coordinate Plots) のよう
に座標軸を明示した幾何学的な手法の他に，アイコ
ンベースの手法や画素ベースの手法が知られている．
幾何学的な多次元データ可視化手法の研究では近年，
次元選択を施すことで重要な次元だけを重点的に可
視化する手法 [5, 19, 21] が多数発表されている．
一方で，多数の散布図を用いた多次元データ可視

化手法の研究の一環で，散布図の価値を数値評価す
る手法がいくつか発表されている．その代表例であ
る Scagnostics [18] は，これまで多くの散布図選択
手法 [17, 10, 22] に適用されてきた．Scagnostics
には多数の数値指標が提案されているが，その中の
単一の指標にもとづいて散布図を選択しただけでは，
データに潜む多様な現象を網羅的に発見できるとは
限らない．ある時は次元間の相関性に興味深さが潜
んでいるかもしれないし，またある時にはクラスタ
やクラスの分離性に興味深さが潜んでいるかもしれ
ない．そこで，多様な指標に沿って多様な散布図を
選択することで，データ中の多様な現象を網羅的に
可視化できる可能性が高まると考えられる．
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本報告では，多様な指標にもとづいて高速に散布
図を選択する一手法を提案する．提案手法では任意
の 2変数を 2軸とした多数の散布図を生成する．続
いて，各散布図について，複数の指標に沿って複数
のスコアを算出し，そのスコア群を並べたベクトル
を生成する．そしてベクトル間の類似度が一定値以
上である散布図を連結することで，散布図のグラフ
を生成する．このグラフに彩色問題を適用して，エッ
ジで連結された隣接散布図には異なる色を割り当て
る．その結果として，同一色が割り当てられた散布
図群は「互いに一定以上の非類似度を有する多様な
散布図群」を構成する．そこで，同一色が割り当て
られた散布図の中から，ユーザ指定の個数の散布図
を選出して画面表示することで，図 1に示すように
多様な散布図をユーザに提示することができる．

本報告では，アパレル小売店の販売実績と気象情
報から構成される多次元データを用いた適用事例を
紹介し，提案手法の有効性を議論する．

2 関連研究

2.1 多次元データ可視化のための次元選択

次元選択は多次元データの中から興味深い部分
のみを可視化する手段として広く議論されてきた．
Claessen ら [2] は多次元データを散布図と平行座
標プロットで，Suematsu ら [15] は低次元平行座標
プロットの集合で，Zheng ら [22] は少数の散布図
の集合で可視化する手法を提案し，その中で次元選
択を適用してきた．しかしこれらの手法では次元選
択のための対話操作を搭載していないため，可視化
結果を動的に調節することはできなかった．

多次元データ中の低次元空間を適応的に可視化
するための対話操作を備えた手法も近年になってい
くつか報告された．Lee ら [6] と Liu ら [7] は多
次元データから抽出した低次元空間に次元削減を適
用する手法を提案した．Nohno ら [11] は平行座
標プロットにて表示する軸の数を適応的に調節する
手法を提案した．Itoh ら [5], Watanabe ら [17],
Nakabayashi ら [10] の一連の手法では，画面に表
示される低次元平行座標プロットの規模や散布図の
数を単純なスライダー操作で調節する手法を提案し
た．また，これらの操作を支援するために次元間の
関係を可視化する機能を備えた多次元データ可視化
手法 [5, 19, 20]も報告されている．

以上のように，多次元データ可視化のための次元
選択手法は多数発表されている．しかし，多様な指
標を同時に参照することで有限個の多様な散布図を
選ぶ，という考え方にもとづいて多次元データ中の
多様な現象を表現する手法は見当たらない．本報告
はこの点に注目した手法を提案する．

2.2 散布図の数値評価

散布図の特徴を数値評価する手法も既にいくつか
発表されている．その中でも最も有名な Scagnostics
[18] では，散布図を構成する点群の分布から 9種類
の指標を算出する手法を提案している．Scagnostics
の改良手法として，次元間の相関に着目した改良手
法 [4, 13] や，クラスの分離性に着目した改良手法
[1, 12, 14] が報告されている．また Wang ら [16]
は，視覚認知を考慮した Scagnostics の改良手法を
提案している．
多次元データから生成した多数の散布図群の概観

と探索を目的とした手法もいくつか発表されている．
Dang ら [3] は多数の散布図群から類似する散布図
を発見するための探索的な可視化手法を提案してい
る．Matuteら [8]は多数の散布図群の分布を一覧す
るための可視化手法を提案している．本論文の提案
手法はこれらの手法と目標設定が近いが，提案手法
はディスプレイ空間の制約を考慮して有限個の散布
図を選択表示するという点でこれらの手法と異なる．

3 散布図選択へのグラフ彩色問題の適用

本章は提案手法による散布図選択の処理手順を示
す．本手法では多次元データから生成された散布図
群の各々に対して，複数の指標に沿って複数のスコ
アを算出し，それをベクトルとして扱う．提案手法
による散布図選択の概念を図 2 に示す．提案手法で
は以下の要件を満たすようにベクトル群を選択し，
それらに対応する散布図群を表示する．

要件 1: 距離の近すぎるベクトル群を選ばずに，距
離の離れたベクトル群を選ぶことで，多様な
散布図を選ぶことができる．

要件 2: 長いベクトルを選ぶことで，特徴的な散布
図を選ぶことができる．

指標 A

指標 B

指標 C要件1:距離の離れた
ベクトル群を選ぶ
要件2: 長いベク
トルを選ぶ

要件1: 距離の近すぎる
ベクトル群を選ばない

要件2: 短いベク
トルを選ばない

図 2. 提案手法による散布図選択の概念を示すために，
複数の指標を座標軸とした多次元空間を描いた図．
青い矢印で描かれたベクトルが各散布図に対応す
る．提案手法では 要件 1,2 を満たすように有限個
の散布図を選択する．
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3.1 データ構造

本報告では提案手法が解くべき問題を以下の通り
定式化する．m 次元データ Aは n個の標本 A =
{a1,a2, ...,an} を持っており，i番目の標本 ai は
m 次元ベクトル ai = (ai1, ai2, ..., aim) を有する
とする．また各標本には 1個以上のクラスが割り当
てられている場合もあるものとする．そして，この
データから N 個の散布図 S = {s1, s2, ..., sN} が
生成されるとする．また，各散布図についてM 種
類の指標に沿ってスコアを算出し，そのスコアをM
次元ベクトル si = (si1, si2, ..., siM ) として格納す
る．本章では i番目と j番目の散布図のコサイン類
似度を dij = (si · sj)/(|si||sj |)　と記述する．
3.2 散布図選択のための指標

提案手法では複数の指標に沿って散布図のスコア
を算出する．現時点で実装されている指標を以下に
示す．

3.2.1 相関

筆者らの実装ではk番目の散布図の1番目のスコ
アを単純に以下の式で算出する．

sk1 = |Spear(i, j)
2| (1)

ここで Spear(i, j) は散布図の 2軸となる i番目
と j番目の次元間のSpeaman順位相関係数である．
この値が大きいほうが正または負の相関が高く，閲
覧するに値する散布図であると評価される．

3.2.2 細さ

散布図上で点群が細長い領域を構成していると，
その点群はモデル化が容易である場合が多い．そこ
で点群が集中する領域の細長さを指標とする．筆者
らの実装は Wilkinson ら [18] の実装に準じるもの
である．具体的には，点群を接続する Delaunay三
角メッシュを生成し，閾値以上の長い辺をもつ三角
形を削除した上で，以下の値を算出する．

sk2 = 1−
√

4πArea(T )/Perimeter(T ) (2)

ここで Area(T ) は三角メッシュ T の総面積であり，
Perimeter(T ) は T は外周を構成する三角形辺の長
さの合計値である．

3.2.3 クラスタや例外点の分離性

散布図を構成する点群が有限個のクラスタに明確
に分離する場合や，あるいは明らかに例外とみられ
る点が存在している場合も，閲覧することで知見が
得られる場合が多い．これらを検出するために，筆
者らの実装では分離性に関する Wilkinson ら [18]
の Clumpy という指標に沿って，以下の値を算出
する．

sk3 = max(1− length(el)/length(el+1)) (3)

ここで前項で論じた通り，筆者らの実装では点群を
連結するDelaunay三角メッシュを生成し，メッシュ
を構成する三角形辺をその長さでソートする．長い
順に l番目と l + 1番目の辺の長さから，上述の式
が最大となる値を算出する．

3.2.4 クラスの分離性

特定のクラスを有する点群がほかの点群から明確
に分離している散布図も，閲覧することで知見を得
られる場合が多い．筆者らの実装では情報エントロ
ピーにもとづいてクラスの分離性を数値化している．
具体的には，i番目と j 番目の次元から構成される
散布図について，以下の値を算出する．

H(i, j) = − 1

n

n∑

k=1

C∑

c=1

p(yk = c|(aki, akj) log p(yk = c|(aki, akj)

(4)
ここで yk は k番目の標本のクラス，(aki, akj) は k
番目の標本の座標値，C はクラスの数である．筆者
らの実装では散布図をL個の部分領域に分割し，l
番目の部分領域におけるエントロピーH(i, j)lを上
述の式により算出する．そして最終的に，以下の式
により k番目の散布図のスコアを算出する．

sk4 = (Hmax −
∑

H(i, j)l)/Hmax (5)

ここでHmax は
∑

H(i, j)l の最大値である．

3.3 グラフ彩色問題の適用

グラフ彩色問題は組み合わせ最適化に関する多様
な問題に適用されおり，筆者らも写真選択の組み合
わせ最適化のためにグラフ彩色問題を適用している
[9]．提案手法では散布図選択のためにグラフ彩色問
題を適用する．
散布図の集合 S と散布図ペアを接続するエッジ

の集合 E で構成されるグラフ G = {S,E} がある
とする．提案手法では，i番目と j 番目の散布図が
有するベクトルのコサイン類似度 dij が閾値 dthres
よりも大きいときに，この 2つの散布図をエッジで
接続する．
続いて Gを構成する各散布図に固有の色を割り

当てる．この時，エッジで隣接する 2つの散布図に
は必ず別々の色を割り当てるという制約を与える．
この制約により，類似度の高い散布図には必ず異な
る色が割り当てられる．結果として，同一の色を割
り当てられた散布図群は互いに一定以上の非類似度
を有する散布図で構成される．図 3 にこの工程を示
す．提案手法ではまず |sk| の値が最大である散布図
の 1つを選出し，この散布図に色識別子 ck = 0 を
与える．続いて提案手法では，幅優先探索によって
散布図を再帰的に探索し，各散布図に色識別子を割
り当てる．このとき，j番目の散布図について，そ
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れとエッジで接続している隣接散布図群に既に割り
当てられている色識別子を羅列し，どの隣接散布図
にも割り当てられていない色識別子のうち値が最小
であるものを散布図 j に割り当てる． 例えば散布
図 j の隣接散布図に色識別子 0,1,3が割り当てられ
ていれば，散布図 j の色識別子は cj = 2となる．
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図 3. グラフの彩色．エッジで接続された隣接散布図に
は必ず別の色を割り当てる．

続いて提案手法では，ユーザが指定した個数の
散布図を自動選択して表示する．ここで提案手法
では，同一の色識別子が割り当てられた散布図群の
中から所定の個数を選択する．同一の色識別子が割
り当てられた散布図群は互いに一定以上の非類似
度を有する．よって，この中から散布図を選択する
ことで要件 1 を満たす．また，同一の色識別子が
割り当てられた散布図群の中から，スコアの最大値
max(sk1, sk2, sk3, sk4) が大きい順に散布図を選ぶ
ことで 要件 2を満たす．
以上をまとめると，提案手法は以下の処理手順で

散布図を自動選択する．

1. コサイン類似度 dij が一定値以上である散布
図 i と j をエッジで連結する処理を反復する
ことで，グラフGを生成する．

2. ベクトルの長さ |sk|　が最大である散布図の
1つを選択し，探索の出発点とする．

3. グラフ Gを構成する散布図を幅優先探索し，
その各々に色識別子を割り当てる．このとき
色識別子には，エッジで連結された隣接散布
図に割り当てられたいずれの色識別子とも異
なるものを選ぶ．

4. 同一の色識別子を有する散布図を集めて，
max(sk1, sk2, sk3, sk4)の値が大きい順に，ユー
ザ指定の個数だけ散布図を選ぶ．

4 適用事例

本章では，アパレル小売店の販売情報と気象情報
を提案手法で可視化した事例を示す．本事例では説
明変数（気象値）を散布図の横軸に，目的変数（販
売値）を散布図の縦軸に割り当てている．表 1 に
各変数を示す．この可視化結果では，2016年 5月 1

日から 2017年 7月 31日までの記録を，散布図中に
て 457個の点群で示している．点群のうち青色は平
日の記録を，ピンク色は休日の記録をあらわしてい
る．なお，このデータは現実のデータに微小な乱数
値を加算したものであり，現実の販売実績とは異な
る値を可視化している点に注意されたい．

表 1. 説明変数（気象値）と目的変数（販売値）．
説明変数
(気象値)

MinTemp 最低気温
MaxTemp 最高気温
SumRain 降水量
SumSunTime 日照時間
MaxWind 最大風速

目的変数
(販売値)

Revenue 総売上額
Guest1 販売者数
Guest2 訪問者数
Ratio 販売率
PerGuest 販売者あたり売上額
AveUnit 商品あたり金額
AveNum 販売者あたり商品数

図 1 は提案手法による散布図選択結果の例であ
る．いくつかの散布図からは次元間相関が見受けら
れ，またいくつかの散布図からはクラスタや例外が
明確に見受けられる．またいくつかの散布図は青色
とピンク色の点群が明確に分離している．この図か
ら，提案手法が多様な散布図を自動選択しているこ
とがわかる．
図 4, 5, 6 はそれれぞれ，相関，クラスの分離

性，クラスタや例外の分離性，の各々のスコアが高
い値を有する 4 つずつの散布図を示したものであ
る．図 4 に示す散布図は，横軸が MinTemp また
は MaxTemp で縦軸が PerGuest または AveUnit
である．この散布図から当該小売店では，夏場には
単価の安い商品が売れるか 1人当たりの購買額が低
い傾向があり，年の平均よりやや寒い時期（3月や
12月頃）に単価の高い商品が売れるか 1人当たりの
購買額が高い傾向がある，という明確な相関が見受
けられる．図 5 に示す散布図は，縦軸が Revenue,
Guest1, Guest2 のいずれかである．つまり当該小
売店では，総売上額，販売者数，購買者数において
平日と休日に明確な差があることがわかる．図 6 で
はクラスタや例外が明確にみられる散布図が選ばれ
ている．この中で左から 2番目の散布図では，縦軸
にRatioが割り当てられており，購買率が異常に高
い日（購買せずに帰った人の割合が低い日）を明確
に見つけることができる．提案手法による図 1 の散
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布図選出結果は，このような多様な特徴を有する散
布図をバランスよく選出した結果であることが見受
けられる．
一方で，4種類のいずれのスコアも高くない散布

図の例を図 7 に示す．これらの散布図を注意深く
観察しても，当該小売店の販売実績に関する興味深
い現象を示しているようには見受けられない．提案
手法はこのような散布図を選ばないことに成功して
いる．

図 4. 「相関」のスコアが高い 4つの散布図．

図 5. 「クラスの分離性」のスコアが高い 4つの散布図．

図 6. 「クラスタや例外の分離性」のスコアが高い 4つ
の散布図．

図 1 に示された 16個の散布図について，正規化
した 4つのスコアを可視化した結果を図 8 に示す．
この結果からも，提案手法が多様なスコアを有する
16個の散布図を選択できていることがわかる．
提案手法による散布図選択結果は閾値 dthres の選

択に大きく依存する．閾値 dthres を小さくすると多
数のエッジが生成され，結果として色数も多くなる．
図 1 に示したデータにおけるエッジ数と色数の変化
を表 2 に示す．ここで，色数が多くなるほど「非常
に類似した複数の散布図」の選択を避けることが容
易になるが，代わりに同一の色を割り当てられた散
布図の数が減少するので，スコアの低い散布図も選
出せざるを得なくなる可能性が高まる．閾値 dthres
の調節に対するmax(sk1, sk2, sk3, sk4) の変化を図
9 に示す．この図からも，提案手法では閾値 dthres
を注意深く調節する必要があることが示唆される．

図 7. いずれのスコアも高い値を有さない散布図の例．

図 8. 図 1 に示された 16個の散布図のスコア分布．

5 まとめ・今後の課題

本報告ではグラフ彩色問題を用いた散布図選択手
法を提案した．提案手法では複数の指標に沿って算
出された散布図のスコアからベクトルを構成し，そ
のベクトルの類似度にもとづいて散布図のグラフを
生成する．そしてこのグラフに彩色問題を適用し，
同一の色を割り当てられた散布図の中から所定の個
数の散布図を選択する．本報告ではアパレル小売店
の販売実績のデータに提案手法を適用した事例を紹
介し，提案手法の有効性を議論した．
今後の課題として，まずスコア算出のための指

標の改善や追加があげられる．2.2節で論じた通り，
Scagnosticsには多くの指標があり，いくつかの改
良手法が提案されており，これらを追加実装するこ
とが可能である．一方で，適切な散布図の個数は入
力データの次元数とスコア算出のための指標数に依
存する．そこで，スコア算出の指標数が少ないため
に十分な個数の散布図を選べないという状況が生じ
るのを避けるためにも，スコア算出の追加実装が重
要であると考えられる．また，スコア算出の各指標
の重要度はデータの数値分布や可視化の用途に依存
することから，スコア算出に際して指標に重みをつ
けてデータに応じて調節することも有用であると考
えられる．
さらに，提案手法の拡張性を検証したい．特に，

より多くの次元数や標本数を有するデータでのテス
トを試みたい．また，適切な散布図の個数と配置に
ついて，データの数値分布の観点だけでなく，イン
タラクションの観点からも検証したい．これらの改
良と検証を試みたのちに，より多様なデータで提案
手法の適用事例をつくり，さらにユーザ評価実験に
も着手したい．
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