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ARG 第7回Webインテリジェンスとインタラクション研究会 
 企画セッション２「不揃いなデータ達の分析を行う前のTips」 

“データ分析でよく使う前処理の整理と対処”

佐々木一 
Hajime SASAKI



自己紹介
✓ 氏名：佐々木一 (Hajime SASAKI) 

✓ 出処：柏市出身、新宿区在住。 

✓ 最近の趣味：海釣り。キャンプ。ビールづくり（国内では1%以上のアルコール醸造は酒税法で禁止されています。) 

✓ 好きな言葉：ランダムフォレスト 

✓ 嫌いな言葉：多重共線性、3D円グラフ 

✓ 背景：航空宇宙工学 →某重工業@名古屋→ 技術経営（東工大）→技術経営（東大） 

✓ 技術経営（MOT）：技術を差別化の根幹とする企業の経営課題における領域およびその
学問体系。 

✓ 人工知能とか機械学習とか統計学の手法研究は専門ではありません >< 

✓ どちらかというと、ビジネスの意志決定や科学技術政策のためのデータ分析が多いで
す。



こんなことをやっています（その１）
✓学術/技術俯瞰分析: 膨大に増加する学術論文や特許の引用関係ネットワー
クをクラスタリング、ラベリングによって構造化。 

✓萌芽予測: 近い将来、注目される確率の高い学術論文や特許技術の予測。
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こんなことをやっています（その2）
✓企業取引ネットワークによる地域中小企業クラスタの評価と提案

(RESAS, 2015)



こんなことをやっています（その3）
✓リンク予測による特許技術の異分野への適用の予測モデル

Noise insulation materials 
inside fairing panel. 

Acoustic glass fiber 
for room interior 

Gas Initiation technology 
for air bag 

Ignition plug technology of  
torpedoes 

Deployable Structures 
technology�

Drinking cans package�

航空宇宙、原子力、防衛産業などでは、当初想定していなかった全く異なる市場で技術が生かされることがある。 
→technological spin-offと呼ぶ 
→事前に予測が可能となれば、政策的にも企業戦略的にも資するモデルが提案できる。



Contents
✓データ分析プロセスのフレームワーク 

✓なぜ前処理が大変なのか 

✓代表的な前処理 
✓ 前処理その1：欠損値の対応(Missing Data) 

✓ 前処理その2：外れ値の対応(Outlier Detection) 

✓ 前処理その3：連続値の離散化(Sampling) 

✓ 前処理その4：データ操作(Data Wrangling) 

✓その他の前処理Tips 
✓マネジメント編 

✓ツール編 

✓まとめ 

✓References.



データ分析プロセスのフレームワーク
KDD

(Knowledge Discovery in
Database)

CRISP-DM
(Cross Industry Standard
Process for Data Mining)

SEMMA
(Sample, Explore, Modify,

Model and Assess)
Business Understanding
（ビジネス課題の理解）

Selection
（データ取得）

Sample
（データ取得）
Explore

（データ理解）

Transformation
（データ加工）
Data Mining

（データマイニング）
Modeling
（モデリング）

Model
（モデリング）

Interpretation/Evaluation
（解釈と評価）

Evaluation
（評価）

Deployment
（施策の実行）

Assess
（評価と施策の実行）

Modify
（データ加工）

Preprocessing
（前処理）

Data Preparation
（データ準備）

Data Understanding
（データ取得と理解）

(Fayyad, 1996) (SAS Enterprise Miner, 2008)(Chapman, P. et al, 2000)



(Likit. P., 2015)



なぜ前処理が大変なのか
✓データフォーマットの多様性（テキスト、数値、画像、地理空
間、時系列など） 

✓データソースの多様性（ウェブ、DB、スプレッドシート、
csv、JSON、PDFでの提供） 

✓容量 
✓信頼性 
✓不十分なメタデータ 
✓ツールの使い分け 
✓分析前に決めなきゃいけないことがたくさん

(Likit. P., 2015)



代表的な前処理

✓前処理その1：欠損値の対応(Missing Data) 
✓前処理その2：外れ値の対応(Outlier Detection) 
✓前処理その3：連続値の離散化(Sampling) 
✓前処理その4：データ操作(Data Wrangling) 

✓ 他にも、テキストマイニング・自然言語処理ドメインであれば「表記ゆれの統一」、「形
態素解析」、「ストップワード除去」、「単語ベクトル化」などもよく行いますが、今
回は割愛。



代表的な前処理

✓前処理その1：欠損値の対応(Missing Data) 
✓前処理その2：外れ値の対応(Outlier Detection) 
✓前処理その3：連続値の離散化(Sampling) 
✓前処理その4：データ操作(Data Wrangling) 

✓ 他にも、テキストマイニング・自然言語処理ドメインであれば「表記ゆれの統一」、「形
態素解析」、「ストップワード除去」、「単語ベクトル化」などもよく行いますが、今
回は割愛。



前処理その１：欠損値の対応
✓欠損値の発生要因：データの手入力、センサーエラー、測定ミス、
回答拒否（個人情報、プライバシーの保護）、途中離脱（実験協
力者への配慮）など。 

✓欠損値があることで 
✓作業効率が低下する 
✓データ分析作業やデータ加工作業が複雑になる 
✓結果にバイアスが生じる (Luengo, J., 2011)



欠損値の対処３ステップ
✓ステップ1. 欠損値の特定・可視化 。　(Identify the missing data.) 

✓ステップ2. 欠損メカニズムの理解 。　(Examine the causes of the 
missing data.) 

✓ステップ3. タイプに応じた削除若しくは置換。 (Delete the cases 
containing missing data or replace (impute) the missing values with reasonable 
alternative data values.)



ステップ1:欠損値の特定・可視化



欠損値への対処
欠損値の特定

最尤法 欠損値の削除 欠損値の補完

リストワイズ ペアワイズ 単一代入 多重代入　　　



欠損値への対応方法
概要

削除
リストワイズ法 欠損値を持つサンプル（行）を削除

ペアワイズ
相関係数などの算出において、2変数いずれかが
欠損値を持つサンプルを削除 

最尤法
サンプルごとに欠損パターンに応じた尤度関数を
仮定して最尤推定を実施して得られる多変量正規
分布を用いて平均値や分散共分散行列を推定 

単一代入法

平均値代入法 平均値により欠損値を補完

回帰代入法
欠損値のないサンプルに回帰分析を行い、欠損値
を含む項目の推定式を元に欠損値を補完 

確率的回帰代入法
回帰代入法により推定した値にランダムに誤差を
加えて欠損値を補完 

多重代入法
欠損値に代入したデータセットを複数作成し、各
データセットに対して分析を実行し、その結果を
統合することにより欠損値を補完 



ステップ２：欠損メカニズムの理解
欠損はランダムか 
• MCAR（Missing Completely At Random）

– 欠測が完全にランダム
各データの欠測確率が「どの」データにも依存しない

• MAR （Missing At Random）
– 欠測をデータ内で統制すればランダム
各データの欠損確率が欠損データには依存しない
・これを仮定することが多い

• NMAR （Not Missing At Random）
– 欠測がランダムではない
各データの欠損確率が欠損データにも依存
・欠測メカニズムをモデル化して組み込む必要あり

(D.B. Rubin, 1976) 



原則、MARとして対応するのが無難
✓事前知識及び可視化の結果からNMARの疑いがある場合のみ対応を
考える  

✓欠測をモデリング: Heckmanモデル等 

✓感度分析: モデルや特定のパラメータを変えてどの推定結果が変わ
るか

(Ichikawa, D., 2015)



(Ichikawa, D., 2015)



多重代入法

(高橋, 伊藤 2014)



MARを前提に、最尤法か多重代入法で。
✓欠損値の割合に注目 

‒ 10％未満→リストワイズでも良いという話も 
‒ 10％以上→最尤法か多重代入法 

(Ichikawa, D., 2015)



代表的な前処理

✓前処理その1：欠損値の対応(Missing Data) 
✓前処理その2：外れ値の対応(Outlier Detection) 
✓前処理その3：連続値の離散化(Sampling) 
✓前処理その4：データ操作(Data Wrangling) 

✓ 他にも、テキストマイニング・自然言語処理ドメインであれば「表記ゆれの統一」、「形
態素解析」、「ストップワード除去」、「単語ベクトル化」などもよく行いますが、今
回は割愛。



前処理その２：外れ値の対処
✓外れ値：他の観測データと比べて著しく乖離したデータ(F.E. Grubbs, 
1969) 

✓外れ値が存在したまま分析を進めてしまうと、分析結果が著しく変わって
しまい、本来の性質と異なる結果が得られてしまうことがある。



✓3つのアプローチ



統計モデル
✓統計的検定アプローチ：Smirnov-Grubbs検定＞正規分布前提 

✓深さアプローチ：ISODEPTH等>計算コスト上低次元の場合に限られる 

✓偏差アプローチ：当該外れ値を排除した際に分散がどの程度減少するかと
いう観点から検出。

T＞k で帰無仮説を棄却し、対立仮説を採用。つまり、有意水準αで、かけ離れた値は
異常値とみなして棄却される。

有意水準 α を決め、スミルノフ棄却検定表よりデータ数 n のと
きの値 k を得る。



✓空間的な近さに基づくモデル

✓距離に基づくアプローチ：DB-outlier: 異なる密度を持つデータには注意
が必要 

✓密度に基づくアプローチ：考え方「外れ値は近くにある点が少ないはずだ」
→極端に密度が小さい点を外れ値とする。：LOF(Local Outlier 
Factor)等：閾値の設定をどうするか？



高次元アプローチ
分類 アルゴリズム アイディア Ref.

角度に基づく方法 ABOD 外れ値は、自身と他の二点のデータのなす確度の分
散が小さい。

(Kriege, H.P., & 
Zimek, A., 2008)

グリッドに基づく方法 Aggarwal and Yu 空間をグリッドで分割してデータの個数が少ないグ
リッドに属する点を外れ値とする。

(Aggarwal, C. C., 
& Yu, P. S.,2000)

距離に基づく方法 SDO
各店に対して、k近傍点の分散が最も小さくなる超平
面との距離を外れ値スコアとする。 

ランダムな部分空間の選択 Feature Bagging
部分空間をランダムに選択する試行を複数回繰り返
し、各至高における外れ値スコアの平均値を算出す
る。 

(Lazarevic, A., & 
Kumar, V.,2005)

コントラストが高い部分空間の選択 HiCS

ある座標の周辺確率密度関数と、他の座標の条件付
き確率密度関数が大きく異なる（コントラストが高
い）点を外れ値として検出する。このような部分空
間を探索し、外れ値スコアを算出する。部分空間の
探索と外れ値スコアの算出を完全に分類している点
に特徴がある。 

任意の方向の部分空間への斜影 COP

各店のk近傍点に対してロバスト主成分分析を実行し
マハラノビス距離の分布を推定。これにより、座標軸
方向だけでなく、任意の方向の部分空間への斜影に
より外れ値を検出することが可能になる。 



Angle-based outlier detection

これは外れ値↑

↓外れ値ではない

↑外れ値ではない



代表的な前処理

✓前処理その1：欠損値の対応(Missing Data) 
✓前処理その2：外れ値の対応(Outlier Detection) 
✓前処理その3：連続値の離散化(Sampling) 
✓前処理その4：データ操作(Data Wrangling) 

✓ 他にも、テキストマイニング・自然言語処理ドメインであれば「表記ゆれの統一」、「形
態素解析」、「ストップワード除去」、「単語ベクトル化」などもよく行いますが、今
回は割愛。



前処理その３：連続値の離散化
✓離散化の目的 

✓データ記述の簡略化 

✓データおよびその処理結果に対する理解しやすさの向上 

✓多くのデータ処理システムに寄る数値属性を含むデータ処理の実行



✓そのデータ、本当に連続値じゃないとダメですか？



2つの観点

✓トップダウンで処理するかボトムアップで処理するか 

✓分割に教師データが必要か、否か





使い分けとRで用いられる関数
教師データ無し 教師データあり

トップダウン

等間隔による離散化(EWD) 
→discretize関数 

当頻度区間による離散化(EFD) 
→discretize関数

エントロピーを用いた離散化
(CAIM,CACC,Aeva) 
→disc.Topdown関数 

最小記述長原理による離散化(MDLP) 
→mdlp関数

ボトムアップ k-means カイマージ 
→chiM関数



代表的な前処理
✓前処理その1：欠損値の対応(Missing Data) 
✓前処理その2：外れ値の対応(Outlier Detection) 
✓前処理その3：連続値の離散化(Sampling) 
✓前処理その4：データ操作(Data Wrangling) 
✓前処理その5：次元削減(Dimension Reduction) 

✓ 他にも、テキストマイニング・自然言語処理ドメインであれば「表記ゆれの統一」、「形態素
解析」、「ストップワード除去」、「単語ベクトル化」などもよく行いますが、今回は割愛。



前処理その4：データ加工(Data wrangling)
✓ 前処理の中で最も出戻り作業（試行錯誤）が多い行程

(Kandel, S., et al., 2011)



前処理その4：データ加工(Data wrangling)

✓ Tips: チートシートを活用







その他の前処理Tips
✓マネジメント編 

✓■Tips: 何をどこまでやるかの合意形成。 

✓■Tips: 「前処理8割」をクライアントやマネジメントサイドと共有する。 

✓■Tips: データ処理とデータ分析は同一人物が実施する。 

✓■Tips: ルール化&ドキュメント化 

✓ツール編 

✓■Tips: エクセル前処理禁止 

✓■Tips: NYSOLのMコマンドの活用。 

✓■Tips: AWKの活用。



Tips: 何をどこまでやるかの割り切りと合意形成

データの前処理 

データの品質管理 
= 

目指すのは、完璧な品質ではなく、限られた資源の中でのより良い品質。 

BestよりもBetterを。



　Tips: “前処理8割”をクライアントやマネジメントサイドと共有する。

✓例えば

(Ozaki. T., 2013)



　Tips: “前処理8割”をクライアントやマネジメントサイドと共有する。

✓例えば 

✓前処理の重要性をわかり易い言葉で布教する。 

✓cf.「前処理っていうのはデータの品質管理行程なんです。」 

✓cf.「しかし製造業のそれと違って、前処理作業を分担すると、余計に
時間とコストがかかります。」 

✓前処理にかかる時間をスケジュールに（やや多めに）計上する。 

✓前処理にかかる予算を見積もりに（しっかり）計上する。



Tips: 原則）前処理とデータ分析は同一人物が実施する。
✓ほとんどの前処理は対象となる分析の枠組みに合わせて整形する必要があ
る。 

✓従って、当該分析の枠組みを知らなければいけない。 

✓また、適用する分析（モデル）はデータによって臨機応変に変わるし、変
えなければいけない。 

✓一方、当該ビジネスにおいて分析プロセスが固定され、前処理プロセスも
ルール化され、ルーチンワークとなっている場合であれば、”前処理担当者”
の存在意義もありうる（かもしれない）。 

✓が、その時点でその前処理は自動化（仕組み化）できるのでは？？？？



Tips: ルール化＆ドキュメント化
✓各前処理において、採用する手法のデフォルトを決めておく。 

✓ex) 欠損値はMARとして多重代入法 

✓チームであれば、ドキュメントにして共有。（これ大事） 

✓定期的にレビューを設けて改訂する。



　Tips： エクセル前処理禁止
エクセル前処理の闇あれこれ 

✓ログが残らない（見えにくい） 

✓処理内容がセル一つ一つに隠れていて、視認性が最悪 

✓ロジックが残らない（処理の時系列がわからない） 

✓どのような順番でどのような理由でどのようなプロセスが行われたかが
わからない。 

✓要するに、情報が情報として残らない（不十分なメタデータ） 

✓気づかないうちに、レポート材料（図表）を作り始めている。→混乱。 

✓そもそも、重い。





NYSOL(Mコマンド）

(Kitajima. S., 2014)
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既存研究

(Kitajima. S., 2014)



M-1  

2

3

4

”dplyr” ”data.table” 

	

(R_base )

(R_pkg )

© KSK Analytics Inc., NYSOL Partner

(Kitajima. S., 2014)



(Kitajima. S., 2014)
R_base R_pkg PostgreSQL NYSOL

10

1

30

R  

1 2 3 4 5 6
	 	 	 	

100KB 1MB 10MB 100MB 1GB 10GB



AWK
✓C言語等に似た文法構造のライトウェイトスクリプト言語 

✓変数に型がない 

✓正規表現を使った文字列のマッチング機能が強力 

✓入力レコードとフィールドといった表のような構造を持つデータの扱いに
長けている。

(Nakajima. M. et al., 2015)





まとめ
✓前処理8割(~9割)。 

✓データの多様化は進む一方。従って、前処理業務からは不可避。 

✓前処理ルールを決めてドキュメント化&共有。 

✓決めた以上の前処理はやらないという割り切り。 

✓ツールを活用。 

✓不要な前処理をしなくても良いように、データ収集のあり方から見直す。

ご清聴ありがとうございました
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