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ごあいさつ

特定領域研究「情報洪水時代におけるアクティブマイニングの実現」（略称：アクティブマ
イニング）は，平成 13年度から平成 16 年度までの，4年間の研究としてスタートしました．

大量データが氾濫している今日の状況は情報洪水に例えることができ，1) 膨大な情報空間
を的確に監視し情報を効率的に収集する，2) 収集した多様な形態の情報源から目的にかなっ
た価値ある知識を発掘する，3)ユーザの視点の変化や状況変化に即応し，既存の知識を洗練
したり，あらたな知識を再獲得する，ことが大きな問題となっています．

本領域研究は，これら 3つの課題に対応し，

1. 必要な情報源を探索し前処理を実施するアクティブ情報収集，
2. 種々の構造を持つデータに適した柔軟なマイニングを実現するユーザ指向アクティブマ
イニング，

3. 理解しやすい表示と結果に対するユーザの積極的なフィードバック環境を提供するアク
ティブユーザリアクション，

の研究を実施し，3つの連携機能を実現する環境を構築することを主目標にしています．

1年間を経過した現在，研究は，上述の 3つの課題のそれぞれで順調に進展しています．1)

の情報収集では，効率的な情報収集のためのメタ情報源の自動学習，マイニング結果に関連
のある既存知識の高速探索，前処理の半自動化，伝言ゲーム型の情報収集・前処理結果の交
換などが，2)のマイニングでは，構造データからの共起パターンの高速発見，時系列データ
の抽象化，データの特徴に最適なマイニングアルゴリズムの自動構築，スパイラル的例外性
発見，専門家が容易に関与し得る環境の構築などが，3)のユーザリアクションでは，マイニ
ングの対象となる元データやマイニング結果の知識の視覚化，視覚化を通した専門家の主観
的発見プロセスのモデル化などが大きく進展しました．

研究は多岐に渡っていますので，全体像を広く皆様に理解して頂くために，全体を俯瞰でき
るよう配慮した研究概要紹介をここに作成しました．ぜひ，ご一読頂き，「アクティブマイニ
ング」の研究領域とその活動に対するご理解をを頂ければ幸いです．

今後とも変わらぬご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます．

　 平成 14年 9月
　 領域代表者 　元田 　浩
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I. A01班 アクティブ情報収集

A01-02 WWWにおけるメタ情報源の獲得

(A01-02-1) 対話的文書検索によるアクティブ情報収集 1
山田 誠二（国立情報学研究所）, 岡部 正幸（科学技術振興事業団）

(A01-02-2) WWW情報管理のためのWebページにおける部分情報の更新モニタリング 3
山田 誠二（国立情報学研究所）, 中井 有紀（東京工業大学）

(A01-02-3) WWW上の情報収集／可視化のための免疫ネットワークを用いたクラスタ
リング

5

高間 康史（都立科学技術大学），廣田 薫　（東京工業大学）

A01-03 分散動的情報源からのアクティブ情報収集

(A01-03-1) 分散動的情報源からの知的情報収集と発見知識フィルタリングへの応用 7
北 村 泰彦（ 大阪市 立大学 大学院 工学研 究科），朴 勤 植（大阪 市立大 学
大 学院医 学研究 科），飯田 暁 ，村尾 拓 哉（大阪 市立大 学大学 院工学 研
究科）

(A01-03-2) マルチエージェントによる情報収集・監視・統合 9
平山 勝敏（神戸商船大学商船学部），北村 泰彦（大阪市立大学大学院工
学研究科）

A01-04 多段階学習方式によるデータ収集と前処理の自動化

(A01-04-1) 伝言ゲーム型の情報収集とデータ前処理 11
沼尾 正行（東京工業大学情報理工学研究科），市瀬 龍太郎 (国立情報学
研究所知能システム研究系)，伊藤 雄介，Cholwich Nattee（東京工業大学
情報理工学研究科）

(A01-04-2) データ前処理 13
沼尾 正行 (東京工業大学情報理工学研究科），市瀬 龍太郎 (国立情報学研
究所知能システム研究系)，山田 有吉，Cholwich Nattee(東京工業大学情報
理工学研究科）

(A01-04-3) 高次元インデックス構造を用いたトリップデータ解析について 15
河野 浩之（京都大学）

II. A02班 ユーザ指向アクティブマイニング

A02-05 構造データからのアクティブマイニング

(A02-05-1) Graph-based Induction による構造データからの特徴的なパターン抽出 17
元田 浩，鷲尾 隆，吉田 哲也，松田 喬（大阪大学産業科学研究所）

(A02-05-2) 多頻度部分グラフ抽出手法ＡＧＭの高速化 19
鷲尾 隆，吉田 哲也，元田 浩，西村 芳男（大阪大学産業科学研究所）

(A02-05-3) ユーザ指向マイニング 21
ホ・ツー・バオ，グェン・トロン・ズゥン，グェン・ドック・ズゥン，河崎 さおり
(北陸先端科学技術大学院大学)

(A02-05-4) トレランス・ラフ集合モデルによるテキストマイニング 23
ホー・ツー・バオ，河崎 さおり（北陸先端科学技術大学院大学），グェン・
ゴク・ビン（ハノイ工科大学）

(A02-05-5) 時系列抽象化による肝炎データのマイニング 25
ホー・ツー・バオ，グェン・ドック・ズゥン，河崎 さおり，グェン・トロン・ズゥ
ン (北陸先端科学技術大学院大学)



(A02-05-6) 多様な経営データへのデータマイニング技術応用研究 27
矢田 勝俊（関西大学商学部）

A02-06 メタ学習機構に基づくアクティブマイニング

(A02-06-1) メタ学習機構に基づくデータマイニングアプリケーションの自動合成 29
山口 高平，福田 直樹（静岡大学情報学部），橘 恵昭 (愛媛大学法文学部)，
和泉 憲明 (産業技術研究所サイバーアシストセンター)，阿部 秀尚 (静岡
大学大学院理工学研究科)

(A02-06-2) 慢性肝炎データのクラスタリングに基づくルール発見支援 31
山口 高平，大崎 美穂（静岡大学情報学部），小森 麻央，中矢 尚美，佐藤
芳紀 (静岡大学大学院理工学研究科)

A02-07 例外性発見に基づくスパイラル的アクティブマイニング

(A02-07-1) スパイラル的例外性発見 33
鈴木 英之進，山田 悠，渡辺 健志，武智 文雄，山口 直記，長浜 光俊，長木
悠太，中本 和岐，後藤 匡史（横浜国立大学）

(A02-07-2) 状況変化の検知手法 35
鈴木 英之進（横浜国立大学）

(A02-07-3) スパイラル発見の自動調節機構 37
鈴木 英之進，長木 悠太，稲谷 秀太郎（横浜国立大学）

(A02-07-4) 特異性指向マイニング技法の研究 39
鍾 　寧（Ning Zhong），大島宗哲（前橋工科大学工学部）

A02-08 利用者からの要求を考慮したテキストデータからの知識抽出

(A02-08-1) 未知語を含む英文文書内の単語の品詞推定 41
松本 裕治，新保 仁，中川 哲治 (奈良先端科学技術大学院大学)

(A02-08-2) 利用者の要求に応じた検索のための大規模テキスト処理と知識抽出 43
松本 裕治，新保 仁 (奈良先端科学技術大学院大学)，山田 寛康（北陸先端
科学技術大学院大学），工藤　拓 (奈良先端科学技術大学院大学)

III. A03班 アクティブユーザリアクション

A03-09 ラフ集合に基づくアクティブマイニングによる診療情報生成システムの
開発

(A03-09-1) ラフ集合に基づくアクティブマイニングによる診療情報生成システムの
開発

45

津本 周作（島根医科大学医学部医学科医療情報学講座），高林 克日巳
（千葉大学医学部附属病院医療情報部），柳樂 真佐実 ，平野 章二（島根
医科大学医学部医学科医療情報学講座），

A03-10 アクティブマイニングによる化学物質群からのリスク分子発見

(A03-10-1) アクティブマイニングによる化学物質群からのリスク分子発見 47
岡田 孝（関西学院大学情報メディア教育センター），高橋 由雅，加藤 博
明（豊橋技術科学大学知識情報工学系）

(A03-10-2) 生理活性分子群における構造特徴のマイニング 49
岡田 孝（関西学院大学情報メディア教育センター）



(A03-10-3) データスケープ探索を可能とするルール表現 51
岡田 孝（関西学院大学情報メディア教育センター）

(A03-10-4) 分子の構造類似性にもとづくデータマイニング 53
高橋 由雅，藤島 悟志，横江 恭子（豊橋技術科学大学知識情報工学系）

(A03-10-5) タンパク質構造マイニングのための三次元モチーフ辞書の作成 55
加藤 博明，高橋 由雅，宮田 博之，近松 信一（豊橋技術科学大学知識情
報工学系）

A03-11 ヒューマン・システム・インタラクションに基づく知識評価と選択

(A03-11-1) ヒューマン・システム・インタラクションに基づく知識の評価と選択 57
大澤 幸生，寺野 隆雄，吉田 健一（筑波大学）

(A03-11-2) チャンス発見のためのデータビジュアライザ 59
大澤 幸生（筑波大学）

(A03-11-3) ヒューマン・イン・ループ型の知識評価手法の開発 61
寺野 隆雄（筑波大学）

(A03-11-4) インターネット管理業務における意思決定支援技術 63
大澤 幸生，吉田 健一（筑波大学）
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(A01-02-1) 対話的文書検索によるアクティブ情報収集

研究代表者 山田 誠二 （国立情報学研究所）
研究協力者 岡部 正幸 （科学技術振興事業団）

背景とねらい
アクティブマイニングがアクティブとなるための要で

あるアクティブ情報収集は，不特定・非定常・大規模・分

散知識源の中から，ユーザの目的や興味に合致するデー

タやそれらの関連を効率良く探索し前処理するための

情報収集を目指す．このようなアクティブ情報収集のた

めには，ユーザの目的や興味に合致した質の高い情報を

いかに効率よくたくさん集めるかが最重要課題の一つと

なる．

我々は，この課題に対し，ユーザとのインタラクショ

ンを持ちながら，その興味にあった情報検索システムの

開発が，アクティブ情報収集の実現のための最も重要な

要素技術の一つであると考える．そこで，適合フィード

バックと関係学習を用いて対話的に文書を検索するシス

テムの実現により，アクティブ情報集の実現のための基

盤となる技術の開発を目指す．

我々はこれまで，再検索時に新たな適合文書を獲得す

るために有効な単語間の関係を学習する方法を提案し

（図 1），新聞記事を使った検索実験を通して，その効果
を確認している．本研究では，この方法を拡張し，Web
検索エンジンが返すヒットリストから，適合ページのみ

を選びだすフィルタの自動生成へ適用する．なお，この

フィルタは複数のルール集合で構成され，各ルールは，

キーワード，論理演算子，近接演算子，タグ情報の組み

合わせによって表現される．

研究計画とアプローチ
図 2は，提案システムを使った検索処理の概要である．

以下，各ステップで行われる手続きを説明する．

1. 初期検索 ユーザから入力されたクエリを検索エン

ジンに与え，ヒットリストを得る．

2. ユーザによる検索結果の判定 検索結果で上位に

ランクされたWebページをユーザに判定してもら
い，適合ページ（正例ページ）と非適合ページ（負

例ページ）に分けて，訓練ページとする．

3. 訓練ページの解析 フィルタを生成する際に必要な

情報を訓練ページの解析により得る．各キーワード

のページ中における出現場所と近接しているキー

ワードの組み合せを各訓練ページ毎に調べる．

図 1 対話的文書検索のインタフェース

4. フィルタの生成 3. で得られた条件候補集合を使っ
て，関係学習により正例ページを含み負例ページを

排除するフィルタを生成する（図 3）．
5. クエリの修正と再検索 ページの判定や解析を行う

中で，クエリに付け加えるべき単語などが見つかっ

た場合，また適合ページが全く見つからない場合な

どに，クエリを修正して検索エンジンから新たな検

索結果を得る．
6. フィルタリング処理 検索結果で上位にランクされ

たWebページからフィルタリングを行い，ユーザ
に提示する．

主要成果
図 4は，フィルタありWeb検索とフィルタなしWeb

検索を行った際の，判定ページ数と獲得適合ページ数の

関係を示したものである．各値は，20個のトピックに
ついての平均値である．最初の 10ページはどちらも同
じものを評価するので差はないが，それ以降提案システ

ムを用いたものは，フィルタリングによって提示される

ページが違うため，差が生じている．50ページを判定
した段階でフィルタありWeb検索は平均 5ページ多く
適合ページが得られている．
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1,294 pages found

        1. PDA software, ..........
            .....................
        2. Handspring
            ......................
        3. Mobile News .............
            ......................
        4. MobileNet.com .........
            ......................

Search Result

relevant :- ap(title, mobile), ap(anchor, PDA).
relevant :- near(para, palm, os), ....................

Constructed Rules

page no.3

page no.2

<title>
 mobile, palm pilot
</title>
<a href=http://....>PDA</a>
<h2>palm os</h2>
<p>Palm os information ...
  ..........................

page no.1

background knowledge

page no.1
 ap(title, mobile) ap(title, palm)
 ap(anchor, PDA) near(para, palm, os)
 .................
page no.2
 ..................

フィルタ

1. 初期検索

  2. ユーザによる
  検索結果の判定

3. 訓練ページの解析
4. フィルタの生成

検索エンジン 検索結果

Query

mobile PDA palm os

5. クエリの修正
   と再検索

6. フィルタリング処理

入力

図 2 関係学習によるWebページフィルタリング

図 3 フィルタ（ルール）の学習

この効果によって，ユーザは少数の適合文書を判定す

るという操作を行うだけで，通常の検索エンジンが返す

役に立たないページをたくさん含んだヒットリストに適

切なフィルタリングをかけることができ，欲しいWeb
ページを早くたくさん見つけることが可能となる．

今後の計画と見通し
今後，提案システムに対し，以下のような改良を予定

している．

• ユーザがページの判定をスムーズに行うためのイン
タフェースの工夫．

0
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10 20 30 40 50

判定ページ数

獲
得
適
合
ペ
ー
ジ
数 フィルタあり

フィルタなし

図 4 獲得適合ページの平均値

• Webページの適合/非適合を直感的に判定できるよ
うな視覚化機能を実現する．

• ヒットリスト中のWebページをクラスタリングし
て判定してもらうことにより，ユーザの負荷となる

判定ページの必要数を削減する．

連絡先
山田誠二

国立情報学研究所

〒 101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
Tel&Fax: 03(4212)2562 E-mail: seiji@nii.ac.jp
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(A01-02-2) WWW情報管理のための
Webページにおける部分情報の更新モニタリング

研究代表者 山田 誠二 （国立情報学研究所）
研究協力者 中井 有紀 （東京工業大学）

背景とねらい
現在インターネット，WWW の普及にともない，

WWWを用いた情報収集が日常的に行われるようになっ
ている．WWWという情報源の特長として，そこでの情
報が時々刻々更新されることがあげられる．Webの情報
の多くは，それを一度収集すれば済むものではなく，収

集した後に，更新をチェックして最新の情報を獲得する

というWWW情報管理が重要であり，一般にその管理

はコストのかかるタスクである．そして，このWWW
情報管理は，不特定・非定常・大規模・分散知識源の中

から，ユーザの目的や興味に合致するデータやそれらの

関連を効率良く探索し前処理するアクティブ情報収集を

WWWにおいて実現する場合に，特に重要となる．

本研究では，WWW情報管理の基盤技術として，Web
ページ上のユーザによって指定された特定領域にお

ける部分更新があった場合にのみ，ユーザに通知する

PUM(Partial Update Monitoring)システムを提案する．
PUM は，ユーザがその部分更新を知らせて欲しい特定

領域を同定する領域同定ルールと，その更新内容が通知

すべきものか否かを判定する更新判定ルールの 2種類の
ルールを対話的な分類学習により獲得することで，適切

な部分更新の通知を実現できる．これにより，ユーザは

PUMの提示する更新の評価を行うだけで，所望の部分

更新を設定できる．

研究計画とアプローチ
PUMの概要を図 1に示す．PUMは部分更新を監視す

るために，ユーザがWebページ上で指定した領域から，
領域同定訓練例と更新判定訓練例の両方を取得し，分類

学習システム RIPPERを用いて領域同定ルール及び更
新判定ルールを学習する．ルールが生成されると，Web
ページで更新があった場合，領域同定ルールで表中のセ

ルなどの監視領域を同定し，更新判定ルールによって通

知すべき更新かどうかを判定する．その結果，通知の価

値ありと判定されればユーザに通知する．

領域同定ルール，更新判定ルールにより更新が判定で

きなかった場合，訓練例を提示しユーザに評価してもら

う．または再度指定部分を入力させることで，訓練例を

図 1 PUMシステムの概要

追加し，再学習を行う．

ユーザとのインタラクションは，図 2 に示すインタ
フェースを通して行われる．このインタフェースは，登

録されたURLを表示するURLウインドウ（図中の上），
その URLのWebページを表示するWebブラウザウイ
ンドウ（図中の右下），学習されたルールを表示するルー

ルウインドウ（図中の左下）からなる．PUMにおいて，

ユーザへのWebページの提示，更新結果の提示，そして
ユーザによるWebページ上の領域指定は，すべてWeb
ブラウザウインドウを通じて行われる．

主要成果
PUMが有効に適用できるWebページのクラスは，訓

練例で扱える属性，つまり分類学習システムの扱える訓

練例の属性に依存している．現在，PUMの領域同定ルー

ルで同定できる監視領域は，HTML構文木で先祖の同
じタグをもつ兄ノードの個数で同定できる葉ノードの領

域，相対座標で同定できる表中のセル，あるいは，0行，
0列が各列，行の内容を説明する列，行ヘッダとなって
いる表のセルである．経験的に PUMで扱う典型的な監

視領域は，列，行ヘッダを持つ表中のセルと考えられる

ため，PUMは妥当なWebページのクラスに適用可能で
ある．しかし，リスト中のある特定部分やパラグラフ中

のある一行などは同定できない．次に，更新判定ルール
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図 2 PUMインターフェース

図 3 為替レート

で判定できる更新は，新旧Webページ間の差分におい
て，ある文字列が追加された場合と数値の場合にある差

分関係が成り立っている場合である．

実験の結果，図 3のような為替レートのWebページ
を監視し，特定の国の為替レートをモニタリングして，

そのレートが増加した場合だけに通知できることが確認

された．また，図 4にあるようなCDのランキングリス
トのWeb ページにおいて，特定のアーティストの新曲
がランクインしたら通知することもできた．さらに，掲

示板や天気予報（図 2）のWebページにも適用可能で
あった．

今後の計画と見通し
今後は，相互に依存した複数の監視領域や表以外の監

視領域への対応，ユーザに対するルールの直接的な修正

図 4 CDランキング

の要求，学習されたルールの表示方法を検討していく予

定である．

連絡先
山田誠二

国立情報学研究所

〒 101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
Tel&Fax: 03(4212)2562 E-mail: seiji@nii.ac.jp
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(A01-02-3)  WWW 上の情報収集／可視化のための免疫ネットワークを用いたクラスタリング 
 

研究分担者 高間 康史（都立科学技術大学） 

   研究協力者 廣田 薫（東京工業大学） 

 

背景とねらい  
Web上には個人，企業を問わず多くの情報発信者か

ら，多様な情報が時々刻々と公開されており，情報の

不足よりも人間の情報処理能力における過負荷が問題

となることから，情報の取捨選択や構造化といった作

業を効果的に支援するシステムの開発が急務である．

本研究では，Webの主要な特徴である，情報の(1)動的

性質，特に時系列性，(2)情報の多様性（話題，記述

形式，信憑性など）に焦点を当て，これらを考慮した

情報源発見の支援を目的とする． 

 

研究計画とアプローチ 

1) 免疫ネットワークメタファに基づく話題分布強調

型キーワードマップ 

検索結果やオンラインニュース記事など，関連のあ

る記事集合中に含まれる話題の多様性を可視化する手

法を提案した．提案手法では，互いに排他的な文書ク

ラスタに対応する話題の集合をキーワードクラスタと

して抽出するために，免疫ネットワークモデルの活性

伝搬モデル（式(1)-(5)）を採用しており，互いに共

起しないキーワードを中心とするキーワードクラスタ

を抽出可能である．また，抗原や抗体間の関係につい

てのメタファをキーワードマップに導入することによ

り，提案手法で発見した話題を強調したキーワード配

置を安定して得ることも可能である． 

( )( ,bi
i i b

dX s X f h k
dt

= + − )
jA

  (1) 

,b b g
i ij j ij

j j
h J X J= +∑ ∑    (2) 

( ) ,gi
g i

dA r k h X
dt

= − i

j

   (3) 

,g g
i ji

j
h J X=∑     (4) 

( ) ( ) ( )
2

1 1

,hf h p
h h

θ
θ θ

=
+ +

  (5) 
 

 

※ Xi, Ai…抗体，抗原濃度，s…抗体補充率， 

kb…抗体死滅率，Jb,Jg…抗体間／抗原・抗体間親

和度，kg…抗原死滅率，r…抗原再生率 

 

図：キーワードマップ（左）と免疫ネットワーク

（右）のアナロジー（対応関係） 

 

2) 時系列的文書集合族からの話題ストリームの発見 

一連の情報検索過程や日毎に更新されるオンライン

ニュース記事といった，時系列的文書集合族がWeb上

では多く入手可能であることに着目し，これらから主

要な話題の流れ（ストリーム）を発見する手法を提案

した．上述の免疫ネットワークメタファに基づく話題

分布強調型キーワードマップに，免疫記憶細胞のモデ

ルを導入することにより，一度発見された話題の抽出

感度を上げ，ストリームとして抽出することを実現し

 

Keyword
(weakly activated)

Document

Landmark
(cluster identifier)

Keyword
(suppressed)

Antibody
(weakly activated)

Antigen

Antibody
(highly activated)

Antibody
(suppressed)
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た． 

 

主要成果 
1) 免疫ネットワークメタファに基づく話題分布強調

型キーワードマップ 

アンケートにより，代表的なクラスタリング手法で

あるK-meansにより生成された文書クラスタと，話題

に関する一貫性などについて提案手法と比較した結果，

３データセット中２セットで，提案手法の方がよい評

価が得られた．結果が悪かったデータセットは社会カ

テゴリに属するニュース記事であり，前処理（キーワ

ード抽出）部分で特徴的なキーワードの抽出に失敗し

たことが原因と考えられるため，フレーズ抽出処理な

どを提案手法と組み合わせることにより結果を改善で

きると考える．また，キーワードマップの配置に関し

ては，話題分布を強調した配置が得られること，およ

び実行毎の配置の変動が従来手法よりも減少すること

を示した． 

 

表：提案手法とK-meansとのアンケートによる比較 

2  
 

ニ

実

数

倍

 

今

軟

と

査・検討を始めたところである． 
 

 
免疫記憶細胞あり 

 

 

免疫記憶細胞なし 

図：2001年9月17～21日（5日間）の間にYahoo! News

のエンターテインメントカテゴリで公開されたオンラ

インニュース記事から抽出された話題ストリーム 
) 時系列的文書集合族からの話題ストリームの発見 

５日間，および２週間の間に発信されたオンライン

ュース記事列を対象として，話題ストリームの抽出

験を行った結果，ストリームを構成する話題数（複

回抽出されるキーワード数で計測）の割合が２～３

となった．  

後の計画と見通し 
現在までに開発したシステムを基盤として，より柔

かつ多様な観点からWeb情報源を収集，可視化可能

なるように，以下の拡張を行う予定であり，現在調

 

1) 名詞句で表現される話題情報以外のメタ情報とし

ての，情報の主観性／客観性，信憑性などの抽出 

2) 上位・下位関係など，話題間に存在する多様な関

係の発見・可視化 

3) 時系列文書集合族における，話題の融合，詳細化

などといった変遷の取り扱い． 

 4.002.3評価平均

4.250.48サイズ分散

55クラスタ数

Set3

3.133.82評価平均

4.6250.32サイズ分散

45クラスタ数

Set2

3.904.33評価平均

3.60.48サイズ分散

45クラスタ数

Set1

K-means提案手法評価項目データ

4.002.3評価平均

4.250.48サイズ分散

55クラスタ数

Set3

3.133.82評価平均

4.6250.32サイズ分散

45クラスタ数

Set2

3.904.33評価平均

3.60.48サイズ分散

45クラスタ数

Set1

K-means提案手法評価項目データ

連絡先 
 

高間 康史（研究分担者） 

〒191-0065 東京都日野市旭が丘6-6  

都立科学技術大学 電子システム工学科 

電子メール： ytakama@cc.tmit.ac.jp 

電話／FAX： ０４２－５８５－８６２９ 
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（A01-03-1）分散動的情報源からの知的情報収集と発見知識フィルタリングへの応用 

研究代表者 北村泰彦（大阪市立大学大学院工学研究科） 

研究協力者 朴 勤植（大阪市立大学大学院医学研究科） 

      飯田 暁，村尾拓哉（大阪市立大学大学院工学研究科） 

 

背景とねらい 

インターネット上の情報源を用いたアクテ

ィブマイニングを成功させるためには，その

情報源の特徴を考慮した情報収集を行う必

要がある．Web に代表されるインターネット

情報源の特徴は(1)情報の多様性（さまざま

な情報が存在するが，構造化が十分でない．）

(2)情報の部分性（情報が断片的に多数のサ

イトに分散して存在する．）(3)頻繁な更新

（情報が頻繁に更新される）(4)アクセスコ

スト（情報源にアクセスするには時間や費用がかかる）にまとめられる．従来の情報収集では主に(1)や(2)に起因

する問題が扱われてきたが近年の Semantic Web や Mediator 技術により，その解決の道が開かれてきた．本計画研

究では(3)や(4)に起因する問題を中心的な課題とし，分散している動的情報を効率よく収集・統合するアクティブ

情報収集システムに必要な要素技術の開発とデータマイニングや意思決定問題への応用について研究する． 

 

研究計画とアプローチ 

知的情報収集手法の開発：分散動的情報源から効率よく情報

収集を行う手法を開発する．このためには(1)分散動的情報源

のモデル化手法（どのような情報がどこに存在するのか，情

報はどれくらい重要であるか，情報はどれくらいの頻度で更

新されるか，を表現できるモデルを開発する．），(2)知的情報

収集アルゴリズム（分散動的情報源のモデル記述に基づき，

効率よく情報収集するアルゴリズムを開発する．）(3)分散動

的情報源の監視機構（分散動的情報源は時々刻々変化する場

合があり，その変化に追随するような監視機構が必要にな

る．）の開発行う． 

発見知識フィルタリングへの応用：知的情報収集手法をデー

タマイニングシステムに組み込む．データマイニングシステ

ムでは機械学習の手法を用いることにより多量の知識が発見

されるが，その中には利用者にとって必ずしも有用でないも

のも含まれる．そこでインターネット情報源を利用すること

により，そのフィルタリングを行う．その手順は以下の通りである，(1)[知識駆動情報検索]発見された知識に関

連する情報検索を行うクエリーを生成する．(2)[知的情報収集]クエリーで示される情報を効率よく収集する．

(3)[知識フィルタリング]収集した情報を用いて発見知識のフィルタリングを行う．(4)[適合性フィードバック]

知識フィルタリングの良し悪しをフィードバックして，フィルタリングの性能を向上させる． 

多様な情報
部分的な情報
頻繁な更新
アクセスコスト

アクティブ
情報収集・統合
システム

インターネット

データ
マイニング
システム

ユーザ意思決定

多様な情報
部分的な情報
頻繁な更新
アクセスコスト

アクティブ
情報収集・統合
システム

インターネット

データ
マイニング
システム

ユーザ意思決定

インターネット情報
(MEDLINE)

インターネット情報
(MEDLINE)

発見された知識発見された知識

提示する知識
（発見知識＋
インターネット情報）

提示する知識
（発見知識＋
インターネット情報）

知識駆動

情報検索

知的情報収集

知識フィルタリング

適合性

フィードバック
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主要成果 

動的・静的情報に基づく知的情報収集ア

ルゴリズムの開発：航空便空席照会サー

ビスを対象として情報収集に関与する情

報をメタ情報，静的情報，動的情報に分

類し，それに基づく情報収集アルゴリズ

ムを開発した．動的情報（空席情報）は

頻繁に更新される情報であり，情報収集

の主な対象となる．動的情報を効率よく

収集するためには，動的情報の価値を評

価するための比較的安定した情報が必要

になり，それが静的情報（ダイヤ情報）

である．メタ情報（乗り継ぎ情報）は動

的情報と静的情報を統合する役割を果たす．

提案手法(DAP)の有効性を三つの情報源を統

合した空席照会サービスを開発することに

より行った．提案手法は情報の古さのみを考

慮する手法(FIFO)より少ないアクセス回数

で精度の高い解が得られた． 

 

今後の計画と見通し 

知的情報収集アルゴリズムの汎用化：これま

でに開発された知的情報収集アルゴリズム

は航空便乗り継ぎにおける空席照会を対象

としたものであり，今後はその汎用化が求め

られる．現在のモデル化では静的情報，動的情報を明確に区分しているが，静的情報も長期的には変化することも

ありその更新も自動的に行えることが求められる．これによりシステムのメンテナンスがより容易になる．また，

実際の情報源がどのように更新されるのかを監視する機構をその中に組み込むことも必要になる． 

発見知識フィルタリングへの応用：知的情報収集アルゴリズムの具体的な応用領域として本特定領域研究の共通分

野である肝炎データマイニングを対象とした発見知識フィルタリングに応用する．発見知識に関連する情報収集で

は，多数の検索キーワードの組み合わせの中から肝炎に関する最新情報を効率よく収集することが必要になる．こ

のためには過去の検索の履歴を保存し，そのヒット数や情報源の更新頻度を考慮して情報収集の効率化を図る．本

手法の精度を向上するためには医学的な知識は不可欠であるので，医療情報専門家に研究協力者として参加してい

ただき，その助言を得て研究を進める．  

 

連絡先 

北村泰彦（研究代表者） 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 大阪市立大学大学院工学研究科 

電子メール kitamura@info.eng.osaka-cu.ac.jp 

電話＆FAX 06-6605-3081 

（インターネット）
情報源

メタ情報

動的情報

travel(X,Y):-
travel(X,Z),travel(Z,Y),airport(Z)

travel(X,Y):-flight(F,X,Y),available(F)

available(JAL124)
available(JAS315)

静的情報

flight(JAL124,Sapporo,Itami)
flight(JAS315,Itami,Kagoshima)
airport(Sapporo)
airport(Itami)
airport(Kagoshima)

恒常的

月1回

頻繁

問題：札幌・鹿児島間の空席のある
航空便の乗り継ぎを求めよ．
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（A01-03-2）マルチエージェントによる情報収集・監視・統合 

研究分担者 平山勝敏（神戸商船大学商船学部） 

研究代表者 北村泰彦（大阪市立大学大学院工学研究科） 

 

背景とねらい 

インターネットをベースとした Web は今や地球規模に広がり、情報を発信するための基本的な道具として広く利用

されている。Web の特徴は、集中的な管理機構なしに膨大な数の情報源がボトムアップに構築され、それらが互い

に連携しながら、あたかも一つの自律分散型データベースのように振舞う点である。しかし利用者にとっては、そ

のような大規模でしかも頻繁に更新される情報源から効率よく有用な情報を発見することは一般に困難である。本

研究では、Web のような動的で大規模な情報源から効率よく有用な情報を発見する手段の一つとして、マルチエー

ジェントによる情報収集・監視・統合モデルを構築し、それに基づいたシステムの設計および基本的なアルゴリズ

ムの設計を行う。 

 

研究計画とアプローチ 

Web 情報源の情報を収集、監視、統合するための一つの

枠組みとして図 1 に示すようなマルチエージェントによ

る情報収集・監視・統合モデルを構築する。このモデル

では、情報収集エージェントと情報統合エージェントと

いう 2 種類のエージェントが存在する。このモデルでの

Web 情報の収集・監視・統合の手順の概略は次の通りで

ある。 

(1) Web 情報源の監視依頼 

ユーザからの依頼を受けて情報統合エージェントは監視

する Web 情報源とそれを監視する情報収集エージェント

のペア（CTA ペア）を複数個生成する。情報統合エージ

ェントは情報の質や収集のためのコスト等を考慮しなが

ら適切なペアを生成できるものとする。なお、状況の変

化に対応するために各ペアにはそれぞれ前提条件が付けられている。すなわち、状況が変化した場合には別の Web

情報源を監視するように情報収集エージェントに指示することができる。このような条件付きペアをもとに情報収

集エージェントに特定の Web 情報源を監視するよう依頼する。 

ユーザ

ユーザ

情報収集エージェント 情報統合エージェント

図 1：マルチエージェントによる情報収集監視統合モデル 

(2) Web 情報源の監視 

依頼を受けた情報収集エージェントは自分の監視スケジュールにその Web 情報源を加え、以後、そのスケジュール

に従ってその Web 情報源を監視する。 

(3) Web 情報源の内容変更通知 

監視している Web 情報源の内容に変更があった場合には、その旨を依頼主である情報統合エージェントに通知する。 

(4) Web 情報源の内容変更に伴う処理の実行 

情報収集エージェントから内容変更を通知された情報統合エージェントはそれに伴った処理（ユーザに通知する、

別の Web 情報源に切り替える等）を実行する。 

 

主要成果 

このモデルで個々の情報統合エージェントが独立に情報収集エージェントに Web 情報源の監視を依頼すると、特定
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の情報収集エージェントに監視の負荷が集中する場合がある。そのような監視タスクの集中を避けるために本研究

ではまず次の 2 つの方法を検討した。 

グリーディ法：タスクが発生する度に、その時点での情報収集エージェントの負荷状況を考慮しながらディスパッ

チングルールを使ってタスクを割り当てる。 

動的再割り当て法：タスクの発生や状況の変化の度に、既存の割り当てを見直して動的にタスクの再割り当てを行

う。 

前者の方法では、いかに効果的なディスパッチングルールを考案するかが鍵となる。一方、後者の方法では、動的

にタスクの再割り当てを行うための新しい仕組みを考案する必要がある。その効果への期待と問題としての複雑さ

への魅力から、現在後者の方法を採用して研究を行っている。現時点での成果は次のとおりである。 

問題の定式化 

タスク割り当ての問題を図 2 のような動的分散制約充足

問題として定式化した。分散制約充足問題とは制約充足

問題における変数と制約が複数エージェントに分散され

た制約充足問題である。この場合、情報収集エージェン

トが変数に相当し、その値域は監視可能な Web 情報源の

集合となる。また、それぞれの情報統合エージェントが

生成した CTA ペア（情報収集エージェントとそれが監視

する Web 情報源の（条件付きの）ペア）と情報収集エー

ジェントが受け入れ可能なタスクの数が制約となる。そ

れらの変数と制約が情報統合エージェントに分散されて

おり、情報統合エージェントはそれらの制約をすべて満

たすように情報収集エージェントへのタスクの割り当て

を決める。なお、一部の制約（CTA ペアに由来する制約）

には、それが有効となるための条件が付けられているため、この問題は動的な分散制約充足問題となる。 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

・ ABCの監視タスクの上限は2
・ 1が…のとき
　(A, 1)(B, 5)または(A, 1)(C, 5)
・ 1が…でないとき
　(A, 2)(B, 5)または(A, 2)(C, 5)

・ ABCの監視タスクの上限は2
・ 8が…のとき
　(C, 8)(A, 5)または(C, 8)(B, 5)
・ 8が…でないとき
　(C, 7)(A, 5)または(C, 7)(B, 5)

分散制約充足
　それぞれの制約を満
　たすようにA, B, Cへ　

　のタスクの割り当てを
　決める。

図 2：動的分散制約充足問題としての定式化 

アルゴリズムの設計 

上のように定式化により汎用の分散制約充足アルゴリズムを適用することができる。しかし、従来の分散制約充足

アルゴリズムは基本的に静的な問題を対象としており、動的分散制約充足問題に特有の条件付きの制約をうまく扱

うことはできない。そこで条件付きの制約を環境変数（エージェントが値を操作できない変数）と制約に書き換え

ることにより、従来の分散制約充足アルゴリズムでも対応できる形式に変換した。また、アルゴリズムには環境変

数の値に依存しない安定な値を優先的に探すというヒューリスティックスを導入した。 

 

今後の計画と見通し 

設計したアルゴリズムをもとに動的再割り当て法を構成し、シミュレーション実験により性能を評価する。また、

グリーディ法については、考えられるディスパッチングルールをいくつか用意して、同様にシミュレーション実験

によりそれぞれを評価する。また、以上のシミュレーション実験からもっとも効果的な方法を選択し、マルチエー

ジェントによる情報収集・監視・統合モデルを具体化したシステムの開発を行う。 

 

連絡先 

平山勝敏（研究分担者） 

〒658-0022 神戸市東灘区深江南町 5-1-1 神戸商船大学輸送システム工学講座 

電子メール：hirayama@ti.kshosen.ac.jp  電話：078-431-6262  FAX：078-431-6362 
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(A01-04-1)伝言ゲーム型の情報収集とデータ前処理

研究代表者 沼尾 正行 (東京工業大学情報理工学研究科)
研究分担者 市瀬 龍太郎 (国立情報学研究所知能システム研究系)
研究協力者 伊藤 雄介 (東京工業大学情報理工学研究科)
研究協力者 Cholwich Nattee (東京工業大学情報理工学研究科)

背景とねらい

情報収集および前処理は、情報提供者、ドメイン

専門家、マイニング専門家の共同作業になることが

ほとんどで、それらの間で大量のデータが交換され、

更新が頻繁に行われることに特徴がある。このよう

な共同作業を支援するため、通常、メールとWeb
ページが用いられるが、不便な点が多い。データマ

イニングの作業はルーチンワークではないので、従

来のグループウェアの適用も困難である。

本研究グループでは、データマイニングに限らず、

一般的な情報交換のツールとして、口コミ支援シス

テムを提案し、システムを構築して実験を進めてい

る。口コミによる情報収集では、相手を意識して情報伝達するので、相手の興味のありそうな情報であるかを判断して

伝えることや、個人の情報収集では見逃してしまうような重要な情報を伝え合うことができる。口コミ支援システムは

自然言語、画像、URL より構成されるメッセージを交換することを目的に設計されたものだが、データマイニング用の
データの交換、評価、前処理結果および手順の交換、マイニング結果の交換、評価などにも便利に使えると考えている。

研究計画とアプローチ

G IANTG IANTG IANT

電子コミュニティ上において効率

の良い情報収集や円滑なコミュニ

ケーション支援をするシステムとし

て、WAVE(Word-of-mouth-Assisting
Virtual Environment) を提案する。
WAVEは、口コミを電子コミュニティ
上に再現することで、人間のコミュニ

ティそのものが、分散化された情報収

集システムとして機能し、グローバル

な情報交換ネットワークを形成する。

また、WAVE上でユーザーが情報の発
信、公開、閲覧、評価、取得をシーム

レスに行うことができるように、ユー

ザーインターフェースにも工夫を行っ

た。これにより、従来よりも効率のよ

い情報収集や円滑なコミュニケーショ

ンを行うことができる。

主要成果

現在、システムを公開している。

http://www.nm.cs.titech.ac.jp:12581/wom/
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本システムを用い、被験者数十人程度の実験を行

い、システムの有効性について評価した。情報がど

のように流れていくか、情報が伝達するにしたがっ

て評価がどのように変化して行くか、多くの人々を

伝達していった情報はどのような内容か、などにつ

いてログデータを解析した。また、システムをユー

ザーに使用してもらった感想を、アンケートを行う

ことで調査した。そして、ユーザー間で、どれくら

い情報のやり取りがなされたか、コミュニティの可

視化などを行い、クリーク、ブリッジなどの構造的

役割を発見し、システムで口コミが再現されている

かを確認することができた。

今後の計画と見通し

現在のシステムでは，情報の推薦のために，各

ユーザが 1～ 5の評価値を与えているが、さらにマ
イニング結果の精度 (precision)や再現率 (recall)な
どを取り入れることも考えられる。推薦は、情報提

供者への過去の評価、ユーザの嗜好、経過時間、伝

達人数を考慮に入れているが、データマイニングの

場合なら、情報提供者への過去の評価、ユーザの嗜

好、前処理の質、精度、再現率などを基に推薦する

ことになるであろう。
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連絡先

沼尾 正行 (研究代表者)
〒 152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1 東京工業大学情報理工学研究科
電子メール：numao@cs.titech.ac.jp ; 電話：03-5734-2684 ; Fax：03-5734-2689

sugano
    12 



(A01-04-2)データ前処理

研究代表者 沼尾 正行 (東京工業大学情報理工学研究科)
研究分担者 市瀬 龍太郎 (国立情報学研究所知能システム研究系)
研究協力者 山田 有吉 (東京工業大学情報理工学研究科)
研究協力者 Cholwich Nattee (東京工業大学情報理工学研究科)

preprocessing data mining visualization

problem data target data
preprocessed

data

converted
data rules

knowledge

gain select preprocessing convert data
mining

visualization

KDD Process�Fayyad 1996)

背景とねらい

データマイニングではその解析アルゴリズムとし

て、相関ルール、決定木、クラスタリング、ニュー

ラルネットワーク、遺伝アルゴリズムなど多くのも

のがある。これらの解析アルゴリズムに大量に蓄積

されているデータを適用するためには、何らかの前

処理が必要となる。前処理には構造の変形や値の標

準化などが含まれるが、これらの作業は事例によっ

て処理が異なり、また経験の求められる複雑な作業

であるので、熟練した専門家によって処理される必

要がある。そのためにデータマイニングではその処

理コストの実に 60% が前処理に費やされている。

<?xml version="1.0"?>
<XML>

<unit>
<key>1</key>
<R1>a<R1>
<R2>l<R2>
<R2>m</R2>

</unit>
<unit>
<key>2</key>
<R1>b<R1>
<R2>n<R2>

</unit>
<unit>
<key>3</key>
<R1>c<R1>
<R2>l<R2>
<R2>n</R2>

</unit>
</XML>

XML Document

<?xml version="1.0"?>
<XML>

<unit>
<key>1</key>
<R1>a<R1>
<R2>l<R2>
<R2>m</R2>

</unit>
<unit>
<key>2</key>
<R1>b<R1>
<R2>n<R2>

</unit>
<unit>
<key>3</key>
<R1>c<R1>
<R2>l<R2>
<R2>n</R2>

</unit>
</XML>

XML Document

XML

unit

key R1 R2 R2

unit

key R1 R2

unit

key R1 R2 R2

XML Element Tree (DOM Tree)

XML

unit

key R1 R2 R2

unit

key R1 R2

unit

key R1 R2 R2

XML Element Tree (DOM Tree)

XML

unit

key R1 R2

1
*

1
*

Unit Tree

解析アルゴリズムに対して入力するデータの構

造は、一部グラフ構造など他の構造をとる場合もあ

るがほとんどがフラットな表形式のデータ構造をと

る。従って、現時点では前処理に用いるツール、ア

プリケーションとして表形式のデータ、および表の

関係を扱うことのできる関係データベースが用いら

れる。関係データベースは、大量のデータを高速に

処理することができる。しかし、関係データベース

を用いた前処理では。表同士の関係の生成や修正、

新たな列 (属性) の生成や修正などに大きなコスト
がかかる。そのため、前処理の最初の段階でデータ

の構造をしっかり決めておかなければ後の段階での

コストが大きくなる。さらに、実際に前処理を行う

上では、バックトラックの管理が必須となる。通常

前処理では明確にそのゴールが定まっておらず、前処理を行ったデータを観察したり、解析を行ってみたりなどの作業を

行わないと、その前処理への評価が得られないことが多いため、何度も違う方法で前処理を行う必要があるからである。

また、同一のデータであっても解析の方法や目的が異なれば前処理もまた異なるものとなる。以上をまとめると、関係

データベースよりも強力なデータ構造を持ち、バックトラックの容易性を実現する処理系の実現が必要となる。

研究計画とアプローチ
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本研究では、蓄積されたデータに対して前処理を施し、解析ア

ルゴリズムが直接扱えるデータに変換する過程を明確に定義し、

その過程に含まれる処理を効率的に行えるデータ構造、及び自動

化アルゴリズムの提案と、実際のシステム構築を行った。具体的

には、前処理で扱うデータをすべてXML形式に統一し、利用者
が処理の過程を記述する部分には XML から一意に変換される
データ構造を用いて効率化を図り、利用者が一度作成したデータ

変形フィルタについては自動的に並べ替えて利用者に提案する。

このように、本システム上で扱うデータ形式は、XML 形式に
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限定している。これは、XML が現在一般的に用いられる表現形式をほとんど表現することのできる表現力を持ち、現在
Web でのデータ交換を中心に標準としての地位を築きつつあるのが理由である。また、広範囲に渡る前処理を行うため
には、文字、属性、タプルなど、多くの処理単位を一元的に認識する必要がある。XML は、文脈構造に柔軟性があり、
データを処理する上での自由度と処理能力を高めるが、同時に著しい計算時間の増大を引き起こす原因となる。そこで本

研究では、データマイニングには全体から見ると小さな構成単位を大量に処理する特色が存在することに着目したデー

タ構造へ XML を変換し、その変換されたデータ構造に対して処理を行うことで効率化を図っている。

主要成果

実際の臨床データから決定木を作成する事例について、本研究で作成したシステム TransX(図) を用いて前処理を行っ
たものと関係データベースを利用して前処理を行ったものとを比較した。TransX 上で行った前処理と、既存データベー
スアプリケーションなどを用いた前処理では、特に処理順序と構造の変更に対する処理について TransX 上で行った方
が直感的で扱いやすく、有用であることが示された。

今後の計画と見通し

XML 変形を用いたデータマイニングにおける前処理は、有用であり、実用性の高いものに発展可能である。実用性を
高めるためには、データ量の増加に耐えられる XML 処理系，XML 定義を完全に満たす XML 解析器の登場が待たれ
る。今後の課題としては、XML の特徴を活かした前処理系の提案、変形に対してのXML 問い合わせ言語の使用、解析
アルゴリズムを統合した処理系の提案、構成的適応インタフェース (Constructive Adaptive User Interface) の導入など
がある。

連絡先

沼尾 正行 (研究代表者)
〒 152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1 東京工業大学情報理工学研究科
電子メール：numao@cs.titech.ac.jp ; 電話：03-5734-2684 ; Fax：03-5734-2689
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(A01-04-3) 高次元インデックス構造を用いたトリップデータ解析について

研究分担者 河野 　浩之 (京都大学)

はじめに

位置情報検索を用いた位置確認やコンテンツ配信などの普及に伴い，地理情報システム (GIS: Geographic Information
System)のアプリケーションが広がっている．また，PHSや GPS機能付き携帯端末，各種センサーの高度化など交通計
画に利用できる位置情報収集デバイスが多様化しており，主要な社会行動調査に関わるトリップデータ収集手法，さら

に，そのデータ活用方法も大きく変化すると予想している．そこで，長期間にわたるトリップデータを蓄積し，計算コ

ストの高い解析処理やデータマイニングを行うために，時空間データ処理の足元を支える高次元データ構造の整備が必

要になる．我々は，これまでの空間データマイニング研究の進展を踏まえながら，トリップデータをデータウェアハウ

スへと蓄積し，データマイニングへの活用に必要な技術開発に取り組んでいる．

トリップデータと時空間問合せ

R1

t=t1

t=t2

R2

図 1: 等速移動領域問合せの様子

GISの利用が増えるにつれ，そのデータ処理の基盤となる空間データベー
ス (spatial database)で処理すべき問合せの種類やデータ量などが明確になり，
システム実装に必要な技術開発が進んでいる．

では，t1，t2(t1 < t2)を時刻，R1，R2を地図上の矩形領域とする時，トリッ

プデータに対して，どのような問合せ処理が必要なのだろうか？また，以下の

ような問合せは有効であろうか？

1. 定時刻問合せ Qts = (R1, t1): ある時刻 tにおいて，領域 R1 内に存在す

るオブジェクトを出力する．

2. 時間帯問合せ Qwin = (R1, t1, t2): ある時間帯 t1から t2の間に領域R1内

に存在するオブジェクトを出力する．

3. 等速移動領域問合せ Qmov = (R1, R2, t1, t2): 図 1に示したように，位置
ベクトル xと時刻 tの 空間 (x, t)内で，(R1, t1)と (R2, t2)とを結ぶ台形
内に存在するオブジェクトを出力する．

交通工学の観点からは，移動オブジェクトに対する上記 3種の時空間問合せは，トリップデータ解析に利用できそうで
ある．つまり，定時刻問合せにより出力されるオブジェクトの集合に基づいて，交通密度や空間平均速度といった，ある

瞬間の交通状況を表現する空間交通流パラメータが算定できる．また，空間平均速度に比べて安定的した性質をもつ時

間平均速度などの時間交通流パラメータの算定には，時間帯問合せが利用できる．さらに，等速移動領域問合せは，進

行方向と経過時間を考慮した時空間領域の交通密度を求めることで，混雑状況の予測に利用できると思われる．そこで，

これらの問合せを効率よく実行するデータ構造が必要になる．

(<xi1s:yi1s:td1s,
 xi1e:yi1e:ti1e>,vi1,ni1)

(<x(i-1)1s:y(i-1)1s:t(i-1)1s,
  x(i-1)1e:y(i-1)1e:t(i-1)1e>,v(i-1)1,n(i-1)1)

(<x(i-2)1s:y(i-2)1s:t(i-2)1s,
  x(i-2)1e:y(i-2)1e:t(i-2)1e>,v(i-2)1,n(i-2)1)

i

i-1

i-2

j=1 j=2

j=1

j=1

 (<xi2s:yi2s:ti2s,
  xi2e:yi2e:ti2e>,vi2,ni2)

図 2:
∑

-treeのノードに対するデータ構造

トリップデータ解析と高次元データ構造

我 は々，領域内の静的オブジェクト検索を行うためのMBR(minimum
bounding rectangle)を用いた k-d木や R-treeやMD木などを含
めて，時空間データなどの多次元データのインデックス技術に関

する研究を進めてきた．また，多次元データベースに対する合

計・平均・最大・最小などを求める領域演算を高速化するデータ

キューブのようなデータ構造に関する研究も行ってきた．

本研究では，トリップデータを対象に，時空間インデックスや

データキューブ技術の活用を検討し，各ノードとその下位のノー

ドに含まれるオブジェクト数，速度の和などをデータキューブ的

なデータ構造を用いて格納する
∑

-tree を提案する．
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携帯端末

位置情報データベース 地図情報データベース

探索
問合せ

携帯端末

結果

携帯端末 携帯端末

位置データ

データ補正

図 3: 位置情報収集システムの構成

∑
-tree は，全オブジェクト数が n の時空間データ

(x, y, t) が存在する時，これらの時空間データ (x1, y1, t1),
(x2, y2, t2), · · · , (xn, yn, tn)を格納する木構造をもつ．この時，
オブジェクト距離の近いものを集めて親ノードを構成するの

ではなく，オブジェクトの移動方向などの空間的制約を考慮

した木構造を生成する．例えば，トリップデータに対する空

間的制約として，オブジェクトの存在する道路車線を考えて，

一定の車線区間中に存在するオブジェクト距離の近いものを

集めて上位ノードを構成する．このようにして，データ格納

を行うノード L1, L2, · · · , LN を構築する．

また，各オブジェクトの速度属性を考えて，速度を含めた

データ (x1, y1, t1, v1), (x2, y2, t2, v2), · · · , (xn, yn, tn, vn)を葉
ノードに格納し，次式で表す速度和 VL1 , VL2 , · · · , VLN を上位

ノードに格納する．

VL1 =
i∑

l=1

vl, VL2 =
j∑

l=i+1

vl, · · · , VLN =
n∑

l=k+1

vl

さらに，交通パラメータを計算するために必要なオブジェクト数 nijやオブジェクト速度和 Vij も各ノードに格納する．

すなわち，図 2に示すように，ノード Luに，ノードの座標領域 (x, y, t) ⊂ Lu, 各種交通データの和 (速度の和 VLu や

全通過車両数 NLu など)を格納する．また，上位のノードに，ノード領域に属する子ノードの各属性値の和を繰り返し
格納する．ここでは，各ノードの 2頂点の座標（始点 (xijs, yijs, tijs), 終点 (xije, yije, tije)）を用いることで，ノード空
間を (< xijs : yijs : tijs, xije : yije : tije >)表した．

図 4: トリップデータ変換の様子

以上，移動オブジェクトを扱う時空間インデックスを構成

する際に，空間的制約や速度変化を考慮した領域に分割し，加

えて，データキューブで用いられるような前処理データを追

加する
∑

-treeを構成することで，あるノード内に存在する
全オブジェクトに対するデータの和演算を含む解析処理コス

トを低減することを可能にした．

今後の課題

本研究に先立って，携帯端末から実際に収集した位置デー

タを，図 4のようなトリップデータに変換するアルゴリズム
や，図 3のようなトリップデータ解析システムを提案してき
た．今後，より規模の大きなトリップデータの解析を進め，交

通計画や交通管制に利用するアプリケーションの業務支援，さ

らに，数学的モデルに基づく性能評価やシミュレーション技

術におけるパラメータ決定などに有効であることを検証する

ことを目標にしている．

連絡先

河野浩之（研究分担者）

〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻

電子メール: kawano@i.kyoto-u.ac.jp
電話: 075-753-5493; Fax: 075-753-3358
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(A02-05-1）Graph-based Inductionによる構造データからの特徴的なパターン抽出

研究代表者 元田 　浩 (大阪大学産業科学研究所)
研究分担者 鷲尾 　隆 (大阪大学産業科学研究所)

吉田 哲也 (大阪大学産業科学研究所)
研究協力者 松田 　喬 (大阪大学産業科学研究所)

背景とねらい

従来のマイニング研究では，通常のデータベースを念頭にお

き，データは属性とその値のペアで表現されることを前提と

しており，属性の値と同定したいクラスの関係を決定木，分

類規則，相関規則などで表現するアルゴリズムの開発が中心

である (右図）．大量データを扱うためにアルゴリズムには
ディスクへのアクセスを最小化するなど高速処理を可能にす

る種々のアイディアが提案されている．

GOT = GPT = HBV = active

T-BIL = GPT = HBV = cured
active10^5

cured3

GOT

inactive2

active1

HBVT-BILGPT

active10^5

cured3

GOT

inactive2

active1

HBVT-BILGPT
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一方，Webに代表されるネットワーク情報，巨大分子化学情
報，DNA配列, 患者の病歴など多くのデータはデータ中の要
素同士に関連があり全体として構造を持っている．このよう

なデータに対しては，従来の手法をそのまま適用することは

困難であり，構造をもつデータからのマイニングは新しい挑

戦である．本研究では構造をグラフで表現し（左図），

• グラフ構造データから特徴的なパターンを高速に抽出す
る技術を開発すること

• 開発した技術を実データに適用し，専門家との密接な連
携を通じてタスク依存の構造を抽出すること，とくに，

開発した技術を肝炎データ解析に適応し，その効果を実

証すること

を目指す．

研究計画とアプローチ

部分グラフの同型問題（右図上）は NP 完全であるため厳
密解を得ることは困難である．巨大なグラフに対しても許

容時間内に特徴的なパターンを抽出できなければならない．

このため，当初の 2年間は，O(N2)（N はグラフのノード

数）の計算時間でグラフ構造からパターンを近似抽出できる

Graph-based Induction（GBI)を更に発展させ，タスク依存
の特徴的なパターンをより正確に抽出する技術を開発する．

GBI 法はグラフ構造データ中に現れる特徴的なパターンを，
隣接する二つのノード（ペア）を逐次的にチャンク (逐次ペ
ア拡張)してゆくことにより発見する．Greedy 探索手法を
採用しているため近似解しか求められないが，ペアが逐次拡

張されることにより複雑なパターンも発見できる（右図下）．

1
3

2

4
1

3
2

1
3

2

7 8

5

96

7

5

4

1
3

2

1
3

2

1
3

2

4
1

3
2

1
3

2

1
3

2

1
3

2

1
3

2

1
3

2

7 8

5

96

7

5

4

11

11

11

5
7

4

6 9

4

7 8

5

11

11

11

5
7

4

6 9

4

7 8

5

1

3
2

1

3
2

1110
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

111110
2

10
2

GBI法は一般グラフ構造を対象とする汎用的な手法であるが，パターンを特徴づける指標は対象領域やタスクに依存し，
頻度などの指標を一律に適用するには無理がある．これまで開発してきた GBI法の実データへの適用を通じてこの問題
点を明らかにし，解決策を提案する． さらに，パターン抽出というマイニング手法の開発にとどまらず，データのグラ

フ表現への変換などの前処理や抽出されたパターンの専門家への提示といった後処理も含めて，対象領域の専門家との
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密接な連携で得られるフィードバックを積極的に取り込み，グラフ構造データからタスク依存の特徴的なパターンを抽

出する技術を開発する．

主要成果

従来の GBI 法における，1) パターンの意味の曖昧性，2)
Greedy探索に起因する有望パターンの数え落し，3) 同型な
パターンの頻度計算の不備，の 3つの問題点を明らかにし，
解決策として，1) チャンクに用いる評価指標と特徴的なパ
ターンの抽出に用いる評価指標の区別，2) 探索空間を広げる
ために Beam探索法の採用，3)正確にパターンを数えるため
に Canonical Label を採用，の 3点の改良を行い， Greedy
探索法の欠点を補った Beam-wise Graph-Based Induction
(B-GBI) 法を提案した．
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UCI Repositoryの Promoterデータセットを用い，DNAの塩基列データ
の分類に適したパターンの抽出を試みた．通常の分類規則学習法では系列

上のどこかの塩基を基準点とし系列を揃えておく必要がある．グラフ表現

を用いれば相対的な位置関係をリンクとして自然に表現でき，この問題を

回避できる (左図)．B-GBI法で抽出したパターンを属性として用いた分類
規則学習法（C4.5Rule）の LVOによる予測誤差は 2.8%であり，M-of-N
表現を用いた KBANNの 10-CVによる 3.8%と同程度の予測誤差 (実験条
件が違うため，正確には比較できない）を得ることができた．KBANNと
違い領域知識を使わないで，この結果が得られた点は特筆すべきである．

また，千葉大医学部から提供頂いた肝炎データに対して専門家 (医師)と集
中的な解析を行った．検査データから B型肝炎ウィルスの活動性に対する指
標を新たに医師に定義してもらい，肝臓の短期的な指標である GOT, GPT,
TTT, ZTTに着目し，短期（6ヶ月）変動の指標として各指標の 6ヶ月間の標
準偏差を新たな属性に加え解析した．その結果，ウィルスの活動性が低い場

合には TTTの変化が少ない, など，既知の医学知識に合致する妥当性のある
パターン（右上図）や，GOTの変化が大きくてもウィルスの活動性が低い場
合がある，など，意外性のあるパターン（右下図）が多数抽出されたが，現

段階では抽出結果に対して医師から得られたフィードバックを十分に解析に

反映できてはいない．ただし，抽出パターンに対する専門家（医師）との議

論を通じ，検査データ前処理やグラフ表現への変換において医学的に意義の

深い処理に基づいて解析を進めていくための知見を得た．
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今後の計画と見通し

B-GBI法の定量評価を通じて手法を改善する．改良に伴う抽出パターン数と抽出に要する計算時間の変化に対する評価
を続行し，抽出パターンの質を分類精度などの観点から評価し，さらによい特徴的なパターン抽出に効果的な評価指標を

考案する．次に，肝炎データに焦点を絞り，専門家との密接な連携を通じて意外性のある新規な知識（パターン）の抽

出に取り組む．当面の課題としては，グラフ構造への変換において時系列の範囲を前後 2年に限定し，また，検査値の
離散化などに対する前処理を行うことを通じて B型肝炎に対する解析を継続するとともに，C型肝炎へのインターフェ
ロン療法の効果判定に特徴的なパターン抽出に取り組む．

連絡先

元田 　浩（研究代表者）

〒 567-0047 　大阪府茨木市美穂ケ丘 8-1 大阪大学産業科学研究所
電子メール：motoda@ar.sanken.osaka-u.ac.jp ; 電話：06-6879-8540 ; Fax：06-6879-8544
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(A02-05-2) 多頻度部分グラフ抽出手法ＡＧＭの高速化 
研究分担者 鷲尾 隆 (大阪大学産業科学研究所) 
      吉田哲也 (大阪大学産業科学研究所) 
研究代表者 元田 浩 (大阪大学産業科学研究所) 
研究協力者 西村芳男 (大阪大学産業科学研究所) 

 
 
背景とねらい 
 
化学物質の分子構造と物性の関係やインターネ
ットウェブのリンク構造の分析など、近年、大量
のグラフ構造データから有用な知識を発見する
ニーズが増大している。そこで我々はグラフ構造
データの中に部分構造として含まれる特徴的な
パターンを完全探索によって抽出する AGM アル
ゴリズムの開発を行ってきた。これは、大量のグ
ラフデータの集合から、そこに一定頻度以上出現
する部分グラフパターンをすべて見つけ出すも
のである。例えば、従来、変異原性を特徴づける
化学物質の部分構造の記述子は、化学の専門研究
者の学術的知見や経験によって、考案され使われ
て来た。一方、本アルゴリズは大量の発ガン性化
学分子構造データから、虱潰しに探索することに
より、発ガン性を特徴づける新しい化学構造の記
述子を発見できる可能性がある（右図）。このよ
うな研究は、今後の創薬やナノテク研究、新なＩ
Ｔネットワーク技術開発に繋がるものと期待さ
れる。 
 

部分グラフと計算時間・パターン数の関係 

 

変異原性を有する化学物質構造の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかしながら、計算機によって頻出する部分グラ
フ構造を完全探索するためには、数学的には部分
グラフ同型問題と呼ばれる問題を多数回解かね
ばならない。この問題を解くのに必要とされる計
算演算回数や途中で導かねばならない多頻度出
現の部分グラフパターン数は、求めようとする部
分グラフの大きさについて非多項式オーダーで
増加する NP 完全問題であることが分かっている。
従来アルゴリズムは少しでも大きな記述子パタ
ーン（部分グラフ）を得ようとすると、数時間、
時には数週間の計算を要してしまう問題があっ
た（左図）。そこで、 
－AGM アルゴリズムの多頻度部分グラフ探索の 
完全性を損なわないと同時に、 

－新たな条件を付加して計算時間を短縮 
する手法の提案 

をめざす。また、この手法によって得た結果を、
現実のデータの専門家、特に今回は化学者にレビ
ューしてもらい、得られた記述子の妥当性や新規
性の評価を行う。これにより、提案高速化手法の
実用性の高さを検証する。 
 
 
 

研究計画とアプローチ 
 
AGM アルゴリズムは、はじめに大きさが１、即ち多頻度出現ノードを探索する。そこからスタートし
て、より大きなサイズの多頻度部分グラフを組み合わせて求めていく。例えば、Ｎ（窒素）原子が指定
した頻度以上データに出現しなければ、Ｎを含むより大きなサイズの同じ指定出頻度の部分グラフはデ
ータには現われ得ない。同様に C-Cl という部分構造が指定した頻度以上現われなければ、これを含む
より大きな同頻度以上の多頻度部分グラフ構造は有り得ない。この原理を利用し、逆に指定した頻度以
上データに現れることが既に分かっている大きさｋ（ノード数ｋ）の多頻度部分グラフを２つ組み合わ
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せて、大きさ k+1 の部分グラフの候補を生成する。生成候補数は共通でないノード間の結合の有る無し
と種類で決まる。そして、生成された候補が実際のデータ中に指定した頻度以上現れるか、データを検
索して調べる。従って、すべての多頻度部分グラフ発見の高速化の鍵は、探索の完全性を維持しつつ如
何にこの候補生成数を少なく抑えるかにかかっている。今回は、効率的に生成候補数を削減する手法を
開発し、更に変異原性データに関する新たな記述子を見出すことを試みる。

主要成果 
 
右図にあるように AGM アルゴ
リズムでは、１箇所のノード以
外が共通な構造を持つ２つの
多頻度部分グラフを合成して、
新たな多頻度部分グラフの候
補を生成するが、その際、共通
でないノード同士を結合した
ものとしないもの、また結合の 

大きさ４の２つ多頻度グラフから大きさ５の候補を生成 

 
 

種類によって幾通りもの候補が生成される。従来
手法ではすべてを候補としてデータ検索を行っ
ていたが、H-H や H=H が既に多頻度部分グラフ
として見つかっていなければ、右側の２つの候補
は多頻度では有り得ないので棄却される。このよ
うに候補生成時に生まれるノードペアの頻度を
確認することで、時間のかかるデータ検索を回避
でき、多頻度部分グラフ導出の高速化が図られる
（右図）。この高速化手法を、先述の変異原性デ
ータに適用した。より大きなサイズの記述子候補
を導出できるようになったため、化学者が通常気
が付かない複雑な変異原性を決める記述子パタ
ーンが得られた。右図はその１例である。NO2基
はマイナスに帯電するのに対し、側の H がプラス
に帯電し、互いに引き合って NO2基がベンゼン環
平面と同じに平らになることで、RNA２重螺旋に
入りこみやすくなり、遺伝子を傷つける要因とな
ることが想像される。これに対して、側にＨ以外
のマイナスに帯電する塩基が付いている場合に
は、互いに反発しあって NO2基がベンゼン環平面
に対して立ってしまう。そうなると、その立体構
造が邪魔をして RNA２重螺旋に入りこみ難くな
り、遺伝子を傷つけ難くなり、変異原性が抑えら
れると考えられる。 
 
 
 

結合種類と計算時間：AGM’は改良手法 

 
 

 
化学者により評価された変異原性の記述子 

今後の計画と見通し 
 
今後は多くの分野で求められる多頻度部分グラフパターンが連活グラフであることから、連結グラフに
探索範囲を絞り込むことによって、更に大幅な高速化を実現する予定である。これにより、より実用的
なグラフマイニングアルゴリズムを得て、実用応用分野における成果を得て行きたい。 
 
連絡先 
 
鷲尾 隆（研究分担者） 
〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 8-1 大阪大学産業科学研究所 
電子メール：washio @a r. sa nken . o sa ka - u . a c. j p ;電話： 06-6879-8541 ; Fax： 06-6879-8544 
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(A02-05-3) ユーザ指向マイニング 
 

研究分担者 ホー・ツー・バオ (北陸先端科学技術大学院大学) 
研究協力者 グェン・トロン・ズゥン (北陸先端科学技術大学院大学) 
 グェン・ドック・ズゥン (北陸先端科学技術大学院大学) 
 河崎 さおり (北陸先端科学技術大学院大学) 

 

背景とねらい

知識発見(KDD)プロセスの複雑性とこのプロ
セスにおけるユーザの果たす役割の重要性が
従来から指摘されている． 
– KDDプロセスは連続する複数のステップか
ら成り，各ステップにおけるタスクは多様
なアルゴリズムによりそれぞれ遂行される．
しかし，アルゴリズムの選択肢が多すぎる
ため，ユーザが適切な選択をするのは困難
である．  

– 興味深さは，モデルの正確性や簡易性だけ
でなく新規性や有用性に関するユーザの主
観的な判断に依存するため，興味深いモデ
ルを獲得するのは困難である．  

本研究ではKDDプロセスへのユーザの積極的
な参加を支援し，所望の結果を得るためのデ
ータマイニング技法とツールを開発すること
を目指す． 

 

研究計画とアプローチ 

システムの支援を通じてユーザがデータマイニングに

おいて中心的な役割を果たす．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本研究では KDD プロセスにおけるモデル選
定に着目し，モデル選定のためのユーザ中心
アプローチに焦点を当てる．ユーザの KDD
プロセスへの積極的な参加を促進するため，
モデル評価を通じた支援を行う．  
– 定量的評価: モデルの特性とデータマイ
ニングプログラムの性能指標を通じて行
う． 

– 定性的評価:視覚化ツールの支援を通じて
ユーザが行う． 

このアプローチを実現するために新しい概
念アーキテクチャを提案し，また，視覚化と
モデル評価に対する手法およびアルゴリズ
ムを提案する． 
 
モデル選定と視覚化に焦点を当て，協調機構を備えた

エージェント・ベース・アーキテクチャとしてシステ

ムを実装する．各モジュールはそれぞれの目標達成の

ために他のモジュールと通信して協調する． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要成果 
 
D2MSシステム 
D2MS (Data Mining with Model Selection)システ
ムを実装した．このシステムはユーザのKDD
プロセスへの積極的な参加を支援するために
下記の機能を提供する: 
− KDDプロセスの各ステップにおける大規模
データからの決定木学習 

− 視覚化を通じた適切なモデル選定支援  

D2MS による効果的なデータと知識の視覚化  
，，  
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知識発見におけるモデル選定   
− ユーザ中心アプローチにより，ユーザは容
易に様々なマイニングアルゴリズムを選択
して組合すことができる. 

− データと知識の視覚化により，ユーザは発
見したモデルを積極的に選択，生成，評価
できる． 

データとルールの視覚化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高性能データマイニング手法 
– CABRO: スケーラブルな決定木マイニング
手法． 

– LUPC: 排他的・包括的な制約を持つ少数派
クラスのルールマイニング手法． 

決定木の多様な表示方法: 拡大縮小並列表示，魚眼表示，

T2.5D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2MS 視覚化ツール  
– データ表示: 並列表示, データサマリー，ク
エリー表示． 

– ルール表示: 各ルールとそのルールが適用
されるデータ，特定クラスに対するルール，
クエリーに関連するルールの表示． 

– 決定木表示: 魚眼表示, 拡大縮小並列表示，
T2.5D (決定木の2.5次元表示)． 

Ho, T.B., Nguyen, T.D., Nguyen, D.D., Kawasaki, S., 
“Visualization Support for User-Centered Model Selection 
in Knowledge Discovery and Data Mining”, International 
Journal of Artificial Intelligence Tools, Vol. 10 (2001), No. 
4, 691-713.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可視化ツールを用いることにより，ユーザはマイニング

過程において重要な仮説を検出できる．例えば，胃がん

データに対し，分類クラス「alive」における症状

「metastasis」の検出において次のルールを発見した． 

“IF sex = M & type = B1 & liver_metastasis = 3 & mid-
dle_third = 1 THEN class = alive”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の計画と見通し 
– D2MS の実装と内容の充実を図る．特にデ
ータの前処理，後処理，データマイニング
手法を組み込む． 

– ユーザの持つ背景知識を効率的に KDD プ
ロセスに統合する手法を開発する．  

– 現実の問題への適用を通じ，本研究のアプ
ローチの検証および改善を行う．特に，専
門家（医師）との共同作業を通じて医療デ
ータに対するマイニングを行う． 

 
  

 
連絡先:  Tu-Bao Ho, 北陸先端科学技術大学院大学, 〒923-1292 石川県能美郡辰口町旭台 1-1 

Phone & Fax: 0761-51-1730, Email: bao@jaist.ac.jp, http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ho  
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(A02-05-4) トレランス・ラフ集合モデルによるテキストマイニング  
 

研究分担者 ホー・ツー・バオ (北陸先端科学技術大学院大学) 
研究協力者 河崎 さおり (北陸先端科学技術大学院大学) 
 グェン・ゴク・ビン (ハノイ工科大学) 

 
主要成果 背景とねらい 

テキストマイニングにおいては，テキスト形
式の文書を表現する適切なモデルを用いる必
要がある．テキスト処理と情報検索における
効率と有効性を向上させるため，下記の課題
に取り組む． 

TRSMテキストマイニングシステムの枠組み 
 
 
 
 

– 曖昧検索技術による有効性向上  
– クラスタリング手法による効率性向上   

 本研究では，トレランス・ラフ集合モデルを
用いた文書表現モデル，クラスタリングアル
ゴリズム，クラスタに基づく情報検索，テキ
ストマイニング手法の開発を目指す． 

 
 

 トレランス・ラフ集合モデル 
 TRSMおよび TRSMに基づくテキストマイニ

ング手法の枠組みを構築した（上図）．下記の
ものを定義することでTRSMに基づくテキス
トマイニングの実行が可能となる． 

研究計画とアプローチ 
 
トレランス・ラフ集合モデル 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

– 文書データベースにおける各語のトレラン
ス・クラス; 

– 文書データベースにおける各文書の上近
似・下近似  

 
階層型／非階層型クラスタリング 
下記の課題に取り組んだ．  
– TRSMでのクラスターの特性表現; 
– TRSMでの文書およびクラスタの類似度; 
– 階層型クラスタリングアルゴリズム; 
– 非階層型クラスタリングアルゴリズム; 

 – クラスタリング結果の評価． 
  
本研究では80年代初期にPawlakが提唱したラ
フ集合を用いて文書を数学的に表現する．そ
の際，従来のラフ集合における同値関係(反射
律，対称律，推移律)に基づくイクイバレン
ス・ラフ集合モデル(ERSM)の代わりに，より
適切な文書表現が可能なトレランス関係(反
射律と対象律)に基づくトレランス･ラフ集合
モデルを提案する．  

階層型クラスタリングアルゴリズム 
 
 
 
 
 
 
 

  
研究計画:  

 – トレランス・ラフ集合モデル(TRSM)の開発; 
 – TRSMクラスタリング手法の開発; 

 – TRSMによるクラスタ･ベース情報検索およ
び他のテキストマイニング手法の開発.   

  

http://www.jaist.ac.jp/~skawasa/
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非階層型クラスタリングアルゴリズム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRSM情報検索 
 
TRSMを用いた情報検索に対し，下記の開発を
行った．  
– TRSM包含概念の拡張; 
– ラフ等価性とラフ包含を用いたトレラン
ス・ラフ・マッチング・アルゴリズム; 

– ランキング関数と二次ランキング． 
 
TRSM 等価性と包含 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRSM クラスタに基づく情報検索 
TRSMクラスタリングにより生成された関連
クラスタから関連文書を検索することで
TRSMクラスタに基づく情報検索を実現した． 
– クラスタリングの傾向を考慮した情報検索; 
– クラスタリングの安定性を考慮した情報検
索; 

– 有効性  (検索の精度と再現率 ) と効率性 
(計算量)の評価. 

 
Ho, T.B., Kawasaki, S., Nguyen, N.B., “Cluster-based 
Information Retrieval with a Tolerance Rough Set Model”, 
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent 
Systems, Vol. 2 (2002),  No. 1, 26-32. 
 
Ho, T.B., Nguyen, N.B., “Nonhierarchical Document 
Clustering by a Tolerance Rough Set Model”, Interna-
tional Journal of Intelligent Systems, Vol. 17 (2002), No. 
2, 199-212.  

クラスタリングの安定性と傾向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有効性の評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
効率性の評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の計画と見通し 
– TRSM テキストマイニングアルゴリズムに
おける TRSM のパラメタの影響評価;  

– 文書データベースに新規文書が追加された
際の，語彙や文書のトレランス・クラスの
逐次的な更新;  

– TRSM の拡張における (1) 対称律の制約を
緩和したモデルの検討; (2) ３語以上の共
起性に基づくトレランス・クラスの検討;  

– 大規模テキスト集合に対して適用可能な非
階層型／階層型クラスタリングアルゴリズ
ムの組合せ方式の検討; 

– TRSM に基づく他のテキストマイニング手
法の開発． 

 
 

 

連絡先:  Tu-Bao Ho, 北陸先端科学技術大学院大学, 〒923-1292 石川県能美郡辰口町旭台 1-1 
Phone & Fax: 0761-51-1730, Email: bao@jaist.ac.jp, http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ho  

mailto:bao@jaist.ac.jp
http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ho
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(A02-05-5)  時系列抽象化による肝炎データのマイニング 
 

研究分担者 ホー・ツー・バオ (北陸先端科学技術大学院大学) 
研究協力者 グェン・ドック・ズゥン (北陸先端科学技術大学院大学) 
 河崎 さおり (北陸先端科学技術大学院大学) 
 グェン・トロン・ズゥン (北陸先端科学技術大学院大学) 

背景とねらい

時系列データを時系列抽象化(TA)手法を用い
て汎化し，ルール学習手法，特に我々が開発
した視覚効果の高いデータマイニングシステ
ム D2MS，を適用し，肝炎データにおいて新
規性の高い興味深いパターンを抽出すること
を目指す． 

1982年から2001年に千葉大学付属病院で収集
された肝炎データは，下記の特徴を持つため
肝炎研究に対する貴重なデータ資源であ． 
– 患者数1000人弱に対し，臨床検査値（不定
期な時系列データ）を関係データベースと
して蓄積している． 

時系列抽象化のタスク遂行においては，タ
イムスタンプ付データ（イベント）と抽象化
における目標を入力として受け取る．この入
力に対し，高い抽象レベルで記述した文脈依
存の値やパターン（通常は定性的なものであ
り，間隔に基づくもの）の集合を出力する．
時系列抽象化の過程は大きく２つの要素
(a)(b)からなる（左下図）．  

– 専門家（医師）から，マイニングにおける
明確な６つの課題が提示されている． 

時系列肝炎データの関係データベース 

 
 
 
 (a) 基本時系列抽象化：タイムスタンプ付デー

タのエピソードへの変換．  
 (b) 複合時系列抽象化：エピソード間における

特定の時間関係の解析．エピソードは基本
時系列抽象化や他の複合時系列抽象化を
通じて生成される． 

 
 
 

 
 

時系列抽象化を用いた肝炎データマイニングを下記の

４つのステップを通じて行う．  
本研究では，時系列データの抽象化に対する
効率的な手法を開発し，肝炎の病理データに
おける患者の状態と傾向を適切な期間で抽象
化したデータの生成を行う．次に，生成した
抽象化データに対してルール学習手法を適用
して肝炎データ解析を行う． 

 
 
 
 
 
 

  
 研究計画とアプローチ  

関係データベースや時系列データに対して直接マイニ

ングを行うのではなく，時系列データ抽象化手法を用い

て時系列データを統合した表形式データを生成し，ルー

ル学習手法を適用してマイニングを行う． 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
基本時系列抽象化では状態（e.g., low, normal, 
high, またはトレンド  (e.g., increase, stable, 
decrease) を単一次元の時系列データから抽
出する．ここでは抽象化の構造を 
  <エピソード, 状態とトレンド＞ 
として定義する． 

http://www.jaist.ac.jp/~skawasa/
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主要成果 

肝炎データへの有望なアプローチとなりうる
方法論を開発し，開発した方法論の肝炎デー
タへの適用を通じて，今後更に解析を進めて
いくための知見を得た．  

問題に対する適切な文脈依存のエピソードの
決定手続き 
– 入力: 期間の異なる検査値からなる統合デー

タ（時系列データ）; 
– 出力: 検査値に対する，長さ∆ の文脈依存エ

ピソード． 

エピソードにおける状態の決定手続 
– 入力: 各患者の検査値に対する各エピソード

における時系列データ; 
– 出力: 検査値を抽象化した状態: “extremely 

high”, “very high”, “high”, “normal”, “low”, 
“very low”, “extremely low”． 

 
定性的状態検出: 検査値に関する時系列データに従って

患者の状態を抽象化する 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エピソードにおけるトレンド検出手続 
– 入力: 各患者の検査値をあらわす時系列デー

タ; 
– 出力:区分的線形回帰を用いて生成される値

の組合せとして得られる，検査値の定性トレン
ド: “extremely fast increasing”, “fast increasing”, 
“increasing”, “stable”, “decreasing”, “fast de-
creasing”, “extremely fast decreasing”． 

 
B型肝炎とC型肝炎の時系列的な差異の解析
（課題1），肝腺維化段階と検査結果の関係の
解析（課題2）に関して手法を適用し，予備調
査を行った． 

 
定性的傾向検出: 各患者の長期的な時系列データの動き

を反映して一般的な方向性を検出する． 
 
 
From abstracted data, our induction program 
LUPC yielded various rules for the above two 
problems, for example  
 
 

Rule 2:  acc=0.833(5/6); cover=0.044(6/136) 
IF T-BIL = normal & decreasing-decreasing AND 

 T-CHO = normal & decreasing-increasing AND 
 U-GLU = normal & stable-stable 

THEN Stage F2 
 
B 型肝炎と C 型肝炎に対して 17.820% ± 
4.933%のエラー率（10-stratified CV）のルー
ルを抽出した．また，LUPC における排他的/
包括的制約を用い，一貫性の非常に高い様々
なルールを抽出した．しかし，いくつかルー
ルは，重要な検査項目において長期的・短期
的な変化に関する医学的な知見とは矛盾して
いる可能性もある． 
 
今後の計画と見通し 
• 肝炎データベース，肝炎解析に関する知識
と理解を深め，前処理プロセスを改善する． 

• 肝炎解析に対して適切な時系列抽象化を行
うための数学モデルを確立する． 

• 背景知識を用いて適切なエピソードを発見
する．特に，可変長のエピソード発見に取
り組む． 

• 可変長のエピソードに対するトレンドを定
性的に発見し，その特徴を明らかにする． 

• 解析結果に対する後処理と評価を行う． 
• 肝炎データから新規性の高い重要なパター
ンやモデルを発見する． 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

連絡先:  Tu-Bao Ho, 北陸先端科学技術大学院大学, 〒923-1292 石川県能美郡辰口町旭台 1-1 
Phone & Fax: 0761-51-1730, Email: bao@jaist.ac.jp, http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ho   
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（Ａ02-05-6）多様な経営データへのデータマイニング技術応用研究 

 
研究分担者 矢田 勝俊（関西大学商学部） 

 
本研究の背景と目的 
 近年、ＯＡ化の進展、情報機器の低価格化、ハードの性能の向上といった環境のもとで、膨大なデー
タが経営の現場で蓄積されている。流通に関するデータだけでも、受発注データ、販売ＰＯＳデータ、
インターネットアクセスログ、通信販売データなど、多様なデータが存在する。しかしながら、多くの
企業は将来の自社の戦略計画、生産計画、マーケティング戦略に、それら蓄積されたデータを十分に活
用しているとは言いがたい。もし、これらの大量のデータから有用な知識が発見されれば、より有効な
マーケティング戦略が策定可能になると考えられている。 
 一方、データベース、人工知能、統計など様々な研究の学際領域としてデータマイニングという研究
が注目を集めている。データマイニングとは、上述したような膨大なビジネスデータから効率的に有用
なルールやパターンを抽出する技術である。金融やインターネットを利用したビジネスなど、まだわず
かではあるが、その応用の試みが始まっている。 

 本研究の目的は、多様な経営データに対して、最
新のデータマイニング技術を応用し、ビジネスに有
用な知識を発見するための様々な基礎研究を提供す
ることである。我々の試みは、既存のアルゴリズム
の改良のみならず、システムアーキテクチャやデー
タ構造といった基礎技術的なものから、知識表現や
評価基準、知識発見プロセスの戦略といった、応用
のための枠組みまで、広範囲な領域を含む。本研究
はＩＤ付きＰＯＳデータやＥＣにおけるＷＥＢログ
など、主に流通に関わるデータに焦点を当てながら、

ビジネスにデータマイニング技術をどのように応用していくのか、その総合的な研究を行う。 
 
本研究のアプローチと内容 
 本研究では、データマイニング技術をビジネス
に応用するための総合的な研究を志向するため、
以下の３つの観点から研究を実施し、それらを統
合する必要がある。 
 
＜システムアーキテクチャ・データ構造＞ 
 現在の典型的なデータベースシステムは、その
多くが検索・集計の簡易化と効率化を目標に使わ
れており、データ間のパターンやルールを生成す
るために作られたわけではない。データを自由自
在に加工し、それらに潜む原石を掘り起こし、価
値を転換していくためには、それにあったシステムアーキテクチャ、データ構造が必要と考えられる。 
 我々は、データマイニング志向の独自のシステムアーキテクチャ、「ＭＵＳＡＳＨＩ」を提唱している。
ＭＵＳＡＳＨＩは、大量データの効率的処理、継続的な知識発見プロセスを支える柔軟性を目的にした
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システムの設計思想である。実装技術としては、履歴ベースという考え方を導入し、特徴的なデータ構
造を採用している。 
＜知識表現・評価基準＞ 
 ビジネスアクションに結びつくような有
用な知識を発見するためには、業務上の課
題に応じた新しい知識表現、評価基準を開
発する必要がある。 
 例えば、従来からマーケティングなどで
利用されているバスケット分析は、購買時
点でのブランド購買推移を扱っているが、
メーカーは一時点の購入機会だけではなく、
長期にわたる複数購入を対象にしたブラン
ド間の関連購買に興味があるだろう。我々
は、Association Strengthを導入し、ＩＤ
付きＰＯＳデータのように、時系列の購買
データから、ブランド間の関連性を抽出する方法を提案している。 
＜知識発見プロセスとビジネスプロセス＞ 
 ほとんどの場合、データマイニングソフトにデータを入れただけでは、有用な知識を発見することが
できない。深い専門知識と高度なデータオペレーションのスキルが必要である。そのプロセスこそが企
業としての能力を構築する作業であり、競争上、重要なステップになる。 

 従来の知識発見プロセスは、単にデー
タ処理の典型的パターンを表現したもの
が多く、どのような処理で実際にどのよ
うな知識を求めていくのか、具体的な示
唆を得られるようなモデルにはなってい
ない。我々は時間の経過による変化の考
慮の程度、分析レベルの2次元のマトリ
ック上でプロセスを表現することで、こ
れらの問題に対する解決策の1つを提示

している。 
 
今後の計画 
 特に今年度は、これらを実際の企業に導入し、実務上の問題を明らかにし、さらに必要な基礎研究を
明らかにする。そして、業務上のコストパフォーマンスを測定し、その有用性を検証する。最終的には、
流通業界への普及を推し進め、メーカー、卸、小売店、そして大学をネットワークで統合し、新しい産
学共同のあり方を提示したい。 
 
連絡先 
 矢田 勝俊（研究分担者） 
 〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35 関西大学商学部 
電子メール : yada@ipcku.kansai-u.ac.jp ; 電話 : 06-6368-1121 ; FAX : 06-6330-3106 

 

ブランド間関連購買の知識表現と評価基準（矢田）
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（A02-06-1） メタ学習機構に基づくデータマイニングアプリケーションの自動合成 

研究代表者  山口 高平 (静岡大学情報学部) 

研究分担者   福田 直樹 （静岡大学情報学部） 

橘  恵昭  (愛媛大学法文学部) 

和泉 憲明 （産業技術研究所サイバーアシストセンター） 

  研究協力者   阿部 秀尚 （静岡大学大学院理工学研究科） 

 

背景とねらい 

知識発見アプリケーションの開発現場では，データ前処理（加工）とデータマイニングが試行錯誤的に

行われ，開発コストが大きいという問題がある．本研究では，データ前処理とデータマイニングとユーザ

価値基準をリポジトリ化し，データマイニングアプリケーションをメタ学習機構により合成するツール

(図１)を開発することによって，知識発見アプリケーション開発の全工程を支援することをめざす．また，

本ツールを肝炎データセットに適用し，その有用性を評価する． 
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図１ メタ学習に基づくデータマイニング                  図２ ＣＡＭＬＥＴの概観 

アプリケーション合成ツール 

 

 

研究計画とアプローチ 

先行研究として，帰納メソッドリポジトリを用いて，

メタ学習により帰納アプリケーションを自動合成するツ

ールであるCAMLET（図２）を開発してきた． 

CAMLETでは，データセットと目標正解率が与えられ，

８種類の制御構造の下で，帰納メソッドリポジトリから

部品を選択し，それらの組合せにより帰納アプリケーシ

ョンを合成し，コンパイルし実行する．実行後，その正

解率が目標正解率を超えていなければ，超えるまで，こ

の部品合成プロセスを繰り返し実行する． 

今までは，仕様空間の探索についてはランダム探索や

遺伝的アルゴリズム的探索を使用し，１００回仕様を合

成して，正解率が目標正解率を超えなければ，合成を打

ち切っていた．今後，大域探索と局所探索と融合したよ

うな仕様空間探索方法を考案するとともに，図３に示す

ような，合成プロセスを並列処理化する並列CAMLETの実

装を完成させ，仕様探索の効率化をはかる．           

図３ 実装中の並列ＣＡＭＬＥＴ 
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主要成果 

ポルト大学のStatLogプロジェクトにおける８種類の共通データに対し，正解率の比較実験を行った．

その結果，本ツールで合成された帰納アプリケーションの平均正解率は，StatLogプロジェクトにおける

代表的な24種類の学習アルゴリズムのどのアルゴリズムよりも高い値を示した（表１）． 

さらに，効率的な仕様探索を実現するために，相関ルールに基づいたメタルール（仕様書き換えルール）

を学習し，仕様探索に適用した．その結果，ランダム探索や遺伝的アルゴリズム的探索よりは安定した仕

様書き換えが実現できることを確認できたが，最良の仕様を短時間で見つけ出す点については不十分であ

り，仕様書き換えルール自身の構造を改善していく課題が残った． 

 

表１ StatLog プロジェクトのデータセットを利用した正解率比較実験結果 

 

今後の計画と見通し 

まず，仕様書き換えルールを改良し，大域探索と局所探索と融合した仕様空間探索方法を確立し，学習

パラメータも調整する機構を導入する． 

次に，並列CAMLETのPE数を１６個まで増強し，計算性能自身を向上させる．次に，本方法は，分類器

合成型のメタ学習機構であるが，分類器選択型のメタ学習機構と性能の比較評価を行う． 

さらに，データ前処理とメトリクスのリポジトリをも構築し，ユーザの価値基準を反映した帰納アプリ

ケーションを合成可能とするツールへと発展させる．特に，データ前処理については，問題解決メソッド

と関連付けてモデリングを行う． 

最後に，本特定領域の共通データである肝炎データセットに適用し，ツールの有用性を評価する． 

 
連絡先 
山口高平(研究代表者) 
〒432-8011 静岡県浜松市城北 3-5-1 静岡大学 山口研究室 
電子メール:yamaguti@cs.inf.shizuoka.ac.jp 電話:053-478-1473 FAX:053-473-6421 
 
 

Algorithm australian diabete s dna letter satimage segment shuttle veh ic le Average

C AM L ET 8 7 .3 % ( 1 ) 7 6 .4 % ( 5 ) 9 5 .0 % ( 3 ) 8 2 . 0 % ( 10 ) 8 8 .3 % ( 4 ) 9 6 .1 % ( 5 ) 9 9 .8 % ( 1 ) 7 9 . 2 % (6 ) 8 8 . 0 %
BayTree   82 .9% 72 .9% 90 .5% 87 .6 % 85 .3% 96 .7% 98 .0% 72.9% 85 .9%
C4.5     84 .5% 73 .0% 92 .4% 86 .8 % 85 .0% 96 .0% 90 .0% 73.4% 85 .1%
NewId    81 .9% 71 .1% 90 .0% 87 .2 % 85 .0% 96 .6% 99 .0% 70.2% 85 .1%
IndCart  84 .8% 72 .9% 92 .7% 87 .0 % 86 .2% 95 .5% 91 .0% 70.2% 85 .0%
Cn2      79 .6% 71 .1% 90 .5% 88 .5 % 85 .0% 95 .7% 97 .0% 68.6% 84 .5%
Cal5     86 .9% 75 .0% 86 .9% 74 .7 % 84 .9% 93 .8% 97 .0% 72.1% 83 .9%
Dipol92   85 .9% 77 .6% 95 .2% 82 .4 % 88 .9% 96 .1% 52 .0% 84.9% 82 .9%
KNN      81 .9% 67 .6% 85 .4% 93 .2 % 90 .6% 92 .3% 56 .0% 72.5% 79 .9%
Ac2      81 .9% 72 .4% 90 .0% 75 .5 % 84 .3% 96 .9% 68 .0% 70.4% 79 .9%
BackProp 84 .6% 75 .2% 91 .2% 67 .3 % 86 .1% 94 .6% 57 .0% 79.3% 79 .4%
Alloc80   79 .9% 69 .9% 94 .3% 93 .6 % 86 .8% 97 .0% 17 .0% 82.7% 77 .7%
Smart    84 .2% 76 .8% 88 .5% 70 .5 % 84 .1% 94 .8% 41 .0% 78.3% 77 .3%
Cart     85 .5% 74 .5% 91 .5% 0 .0 % 86 .2% 96 .0% 92 .0% 76.5% 75 .3%
QuaDisc   79 .3% 73 .8% 94 .1% 88 .7 % 84 .5% 84 .3% 0 .0% 85.0% 73 .7%
LogDisc  85 .9% 77 .7% 93 .9% 76 .6 % 83 .7% 89 .1% 0 .0% 80.8% 73 .5%
Radial   85 .5% 75 .7% 95 .9% 76 .7 % 87 .9% 93 .1% 0 .0% 69.3% 73 .0%
Discrim  85 .9% 77 .5% 94 .1% 69 .8 % 82 .9% 88 .4% 0 .0% 78.4% 72 .1%
LVQ       80 .3% 72 .8% 0 .0% 92 .1 % 89 .5% 95 .4% 56 .0% 71.3% 69 .7%
Castle    85 .2% 74 .2% 92 .8% 75 .5 % 80 .6% 88 .8% 0 .0% 49.5% 68 .3%
Bayes    84 .9% 73 .8% 93 .2% 47 .1 % 71 .3% 73 .5% 0 .0% 44.2% 61 .0%
Itru le    86 .3% 75 .5% 86 .5% 40 .6 % 0 .0% 54 .5% 59 .0% 67.6% 58 .8%
Kohonen  0 .0% 72 .7% 66 .1% 74 .8 % 82 .1% 93 .3% 0 .0% 66.0% 56 .9%
Defau lt  56 .0% 65 .0% 50 .8% 4 .0 % 23 .1% 24 .0% 0 .0% 25.0% 31 .0%
Cascade   0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0 % 83 .7% 0 .0% 0 .0% 72.0% 19 .5%
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検査項目数あたりのレコード数の累計
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224日
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（A02-06-2） 慢性肝炎データのクラスタリングに基づくルール発見支援 

 

研究代表者   山口 高平 (静岡大学情報学部) 

研究分担者   大崎 美穂 (静岡大学情報学部) 

研究協力者   小森 麻央 （静岡大学大学院理工学研究科） 

     中矢 尚美 （静岡大学大学院理工学研究科） 

      佐藤 芳紀 （静岡大学大学院理工学研究科） 

 

背景とねらい 
本特定領域で設定された肝炎データセットのような実データから有用な知識を発見するためには，デー

タ前処理の効率化やデータマイニングの適用ノウハウなどを組み入れた，支援環境を開発する必要がある．

最終的には，A02-06-1で開発するツール上でその支援環境を実現することが目的であるが，その準備研究

として，既存の手法を適用し，問題点を整理することを目標とする． 
 
研究計画とアプローチ 
 本データはかなりの悪構造であるため，手作業により必要なデータ前処理を施すことにした．また，マ

イニングの結果が専門家にとって理解しやすいように，肝炎データは時系列データではあるが，それをい

くつかのパターンに分類し，そのパターンの組合せで知識（ルール）を表現する手法を採用することにし

た． 
 
主要成果 
データ前処理については，まず，９５７種類の検査項目から，出現頻度の高い４１種類に絞り込んだ（図

１）．次に，検査周期については，患者に依存して異なっており，これも出現頻度に基づいて，28 日周期

に統一し，空値となるデータ項目については，線形補完によりその値を推定した（図２）． 
また，Dasの手法に基づき，時系列データをある一定長で切り出し，EMアルゴリズムにより切り出さ

れたサブシーケンス群のクラスタリングを行った（図３）．以上の準備の下に，決定木学習により，検査項

目値からGPT の 1年の変化を予見するルールの学習を試みた． 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 一検査項目あたりのレコード数                 図２ 検査項目の検査周期 
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学習されたルール群を専門医に評価してもらった所，ルールによっては理解できないといったコメント

もあったが，乳びとGPTの関連性，GPTの周期性の予測など，興味深いというコメントもいくつかもら

えた．図４は興味深いと評価されたルールの一例であり，ルール形式で記述すると，以下のようになる． 
 

IF  直前２４ヶ月のビリルビンの平均値が高く、TTT（チモール混濁試験）が減少する 

THEN  GPTが減少に転じる 

 

本ルールに対して，専門医からは「GPTは周期的な多少の上下動があるもののほぼ一定と理解してきた．

本ルールは、GPTの上下動の転移を説明する可能性がある．ウィルス活動・バクテリア増殖の周期性と関

連するのかどうか興味深いところである」という評価が得られた． 

 

図３ 波形パターンのクラスタリング             図４  興味深いと判断されたルールの一例 

 

 

今後の計画と見通し 

 本実験を通して判ったことは，マイニングされた結果の後処理である．専門医は，経験や専門知識から

即座にルールの面白さを判断していることが判り，このプロセスを自動化すれば，有効なルール後処理が

実現できると考えられ，そのために肝炎オントロジーのようなモデルが必要だと感じた．また，ルールの

評価から，他に分析したくなる事項が次々と出てくることがあり，それにすぐに対応できるような環境の

構築が重要であると痛感した，この部分は，肝炎オントロジーとデータ前処理の有機的な連携機構を実現

することがポイントである． 

現在，５年以上の中長期的なトレンドを中心に，専門医の意見を聞きながら，GPTが変化する傾向を捉

えようと実験を繰り返している．また，結論部をGPTの変化ではなく，インターフェロンの投与後の効

果などに変えて，実験を行う予定であるが，上記のルール後処理問題と実験を関連させて行いたい． 
また，上記の成果を基礎にして，A02-06-1の成果を投入し，マイニングリポジトリの拡張，データ前処

理メソッドのリポジトリ化，ユーザの興味指標のリポジトリ化を行い，より多様な知識発見アプリケーシ

ョンをメタ学習により効率良く構築できるようCAMLET を拡張していく予定である．  
 
連絡先 
山口高平(研究代表者) 
〒432-8011 静岡県浜松市城北 3-5-1 静岡大学 山口研究室 
電子メール:yamaguti@cs.inf.shizuoka.ac.jp 電話:053-478-1473 FAX:053-473-64 
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(A02-07-1）スパイラル的例外性発見

研究代表者 鈴木 　英之進 (横浜国立大学)
研究協力者 山田 　悠，渡辺 　健志，武智 　文雄，山口 　直記 (横浜国立大学)

長浜 　光俊，長木 　悠太，中本 　和岐，後藤 　匡史 (横浜国立大学)

背景とねらい

例外性は，大多数の傾向とは異なる性質を表し，それ自体が

興味深いことに加えて新しい知識発見の糸口となることが多

く，データマイニングにおいて有用知識の発見に特につなが

りやすい発見知識候補として重視されてきた．研究代表者が

提案した仮説駆動型例外ルール発見手法は，右図の左上に示

すように，多くの例について高い確率で成立するルールと，

このルールに反する例外ルールを同時に求める．右図から分

かるように，この手法は発見された知識の興味深さと発見過

程の効率性の両面において成功を収めた．

本研究では，この手法をアクティブマイニング手法に発展さ

せ，データ，知識，および環境を考慮して例外性を連鎖的に
発見するスパイラル的例外性発見手法を構築し，医学・商業データなどに適用してその有効性を実証する．

研究計画とアプローチ

まず，前章の目的を達成するための基盤システムを構築する．達成すべき重要技術は，種々の要因に基づく発見候補

の限定と，発見過程に基づく適切な学習・発見方法の選択である．

これと並行してデータマイニングにおける重要課題について，有効な学習・発見方法を開発する．スパイラル的発見

では，発見過程に応じて種々の学習・発見方法を用いるため，これらは必要である．

最後に手法に基づく実装システムを医学・商業データなどに適用し，領域専門家による評価などで有効性を実証する．

実際のデータ解析では十分な前処理が必要である上に目標が一意には決められない不確定性が問題となるため，専門家

の意見にしたがい重要で現実的と考えられる解析から進めて行く．

主要成果

基盤システムの構築

右図に示す基盤システムを構築し，例外ルールをスパイラル

的に発見するシステムを実現した．このシステムでは，既に

発見された例外性をデータ，知識，および環境に照らしあわ

せ，新しい例外知識を発見する．データ，知識，および環境

はそれぞれ，与えられたデータ，既に発見された知識，およ

び妥当性・有用性・新規性・意外性に関するユーザの評価値と
定義される．発見手法は，既発見知識と類似する知識を，離散化手法と確率的規準を変更して探索する．提案手法はデー

タマイニングの標準問題として提供されている髄膜炎データに適用済みである．

学習・発見方法の開発

応用領域においてきわめて重要な意味を持ち，そこから有

用な知識の発見が求められている時系列データは，種々の分

野において存在する．時系列データに関する新しいデータス

カッシング手法を開発し，クラスタリング問題でその有効性

を確認した．この手法は，右図に示す平均時系列の構成と，

時系列データを効率良く圧縮するデータ構造に基づく．

sugano
    33



医療データや商業データにおいて頻繁に現われるトランザク

ションデータにおいては，集合の包含関係が本質的な意味を

持つ場合が多いため，集合を値としてとる集合値属性が重要

である．決定木学習において，集合値属性に関する部分集合

分割を定義し，最適な部分集合分割を高速に求める方法を開

発した．この方法は，左図に示すように，エラー率と計算時

間に関して他手法よりも優れていることが確認された．

その他，クラスが多次元である場合に有効な分類モデルである花つき決定木や，決定木学習と統合することにより可

読性を向上した異常値発見手法などを提案し，それらの有効性を実験で示した．

実データの解析

薬局の売上に関する商業データに関して，種々の解析を行っ

ている．特に，粗利が大きく滅多に売れない希少商品に注目

し，これらを購入することが期待される例外的な顧客を特定

する新しい手法を開発した．右図に示すように実験結果は有

望であり，これまで予測が難しかった学習問題について有効

な手法を構築したと考える．この手法は，近年注目を集めて

いるコストセンシティブ分類学習手法と関連し，今後の発展

が期待される．

プロジェクトの共通データとして位置付けられている医療

データである，慢性肝炎データに関しては，統計的前処理手

法を適用し，左図に示すように異常検査値の類形を発見した．

これらの類形は，大規模で疎なトランザクションデータを，

通常の表形式データに変換する上で有用であると考えられる．

さらに，発見問題の設定に関しても医師との共同作業を通して堅実に貢献している．C 型患者に関するインターフェ
ロンの効果に関しては，関連データを解析して学習目標をほぼ特定した．B 型患者に関する病状進行に関しては，ウィ
ルス検査結果毎に類形推移に関するクラスタリング分析を行った．血液検査からの病状進行予測に関しては，関連デー

タを前処理する過程において病状がきわめて重い例外的な患者集団を特定し，今後の解析が期待されている．

今後の計画と見通し

主に慢性肝炎データの解析を進め，スパイラル的例外性発見の評価を進める．この評価は，プロジェクト共通データの

解析に貢献するだけではなく，他の研究班との連携にも寄与すると予想される．この過程において，開発した学習・発

見手法を基盤システムに組み込むことが必要となる．このことにより，例外性発見を広範囲のタスクに渡って支援する

プロトタイプシステムが完成する．

連絡先

鈴木 　英之進 (研究代表者)
〒 240-8501 　横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5 横浜国立大学 大学院工学研究院
知的構造の創生部門 電気電子と数理情報分野

電子メール：suzuki@ynu.ac.jp ; TEL & FAX: (045) 339-4148
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(A02-07-2）状況変化の検知手法

研究代表者 鈴木 　英之進 (横浜国立大学)

背景とねらい

現在提案されている多くのデータマイニング手法では，発見対象やデータが静的であると仮定されている．もっとも

実際においては，データの更新に伴う発見対象の変化が重要な問題となる．

本研究では，例外性発見に基づき状況変化を検知する手法を開発する．この手法は，能動的に有用知識を発見するア

クティブマイニングの重要技術と位置付けられる．

研究計画とアプローチ

まず，前章の目的を達成するためのサンプリング理論を構築する．このサンプリング理論は，最も基本的な発見パター

ンであるルールに関して必要例数を与えるものであり，状況の変化を判定するために必要である．

次に，サンプリング理論に基づき，状況変化の検出法を構築する．この手法は，期間に分けられたデータからルール

を発見し，ルール間の例外性に基づき状況変化を検知する．

主要成果

ルール発見の最悪解析

状況変化の検知手法に関して統一的な規準を確立するため

に，ルール発見の新しい最悪解析を行った．この解析は従来

研究と異なり，右図に示すようにルール発見に重要である複

数の指標に関する誤差が指定値以下である場合を，指定した

確率以上とするために必要な例数を与える．提案する PAGA
(Probably Approximately General and Accurate) 発見は，
図に示すように，分類学習において標準的な PAC (Probably
Approximately Correct) 学習の自然な拡張ともなっている．

PAGA 発見を用いることで，左図に示すように，ルール発見
に必要な例数の最大値が求められる．ただし，マージンの最

小値とは，上の図において必要例数 mを与える式中の MIN
値である．

なお筆者は，ルール発見と例外ルール発見の平均的解析につ

いて，右図に示すように確率変数に多次元正規分布を仮定す

る場合の解析解を既に導いている．これらの式は，PAGA発
見の目的に等価である条件を，推定された一般性と正確性に

関して記述している．

sugano
    35  



この解析解により，左図に示すように，発見されたルールの

信頼性が評価できる．すなわち，上の場合においては一般性

の信頼性だけが保証されるが，下の場合に置いては正確性の

信頼性も保証される．

さらに下の図に示すように，この手法は実データに関しても有効であることが実験によっても示されている．左側の

図より，提案手法は他の方法に比較して信頼性が低いルールをより多く削除することが分かる．右側の図より，提案手

法は他の方法に比較して探索ノード数を減らせることが分かる．これらの手法により，最悪ケースや平均的ケースなど，

目的に応じた状況変化の検出法を構築する事が可能となる．

状況変化の検出法

前節のサンプリング理論に基づき，状況変化の検出法を開発した．この方法は，期間毎に区切られたデータから複数

個のルールを発見することにより，期間毎の状況を推定する．状況変化は，これらのルール間の例外性に基づき検知さ

れる．提案手法は，人工データを用いた初期実験において良好な結果を示した．

今後の計画と見通し

PAGA 発見は，必要に応じてデータを要求するアクティブマイニングにおける基盤理論として有望であると考えられ
る．この理論に基づき，例えば対象とするルールの種類に応じて用いるデータ集合をサンプリング／拡張したり，利用

できるデータ集合に応じて発見対象とするルールの種類を拡張／限定したりする手法も開発できる．

今後の課題としては，複数のルールを発見する場合や結論部を限定しない場合など，より現実的な設定における解析

などがあげられる．さらに WWW など，状況変化がより明確であると考えられる実データへの適用も検討したい．

連絡先

鈴木英之進 (研究代表者)
〒 240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5
横浜国立大学 大学院工学研究院

知的構造の創生部門 電気電子と数理情報分野

TEL & FAX: (045) 339-4148
E-mail: suzuki@ynu.ac.jp
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(A02-07-3）スパイラル発見の自動調節機構

研究代表者 鈴木 　英之進 (横浜国立大学)
研究協力者 長木 　悠太 (横浜国立大学)

稲谷 　秀太郎 (横浜国立大学)

背景とねらい

ほぼ全ての学習・発見手法は，学習・発見条件を定めるパラメータを指定する必要がある．特に発見過程が連鎖的に続

くスパイラル発見においては，これらのパラメータを途中経過に応じて自動的に調節できることが望ましい．研究代表

者は仮説駆動型例外ルール発見において，発見条件を自動的に調節する手法を提案し，有効だが初期パラメータの指定

が繁雑な手法を，使い易くすることに成功した．この方法は，データマイニングプロセスのパターン抽出における，自

動調節機構として位置づけられる．

データマイニングプロセスにおいて最も労力がかかるのはデータの前処理であり，全労力の 8 割が費されるとも言わ
れる．本研究では，パターン抽出の結果をフィードバックすることにより，データの前処理におけるパラメータを自動

調節する手法を開発する．ブースティングは，理論と実験の両面から高正答率を達成することが保証されていることよ

り 1990 年代における機械学習の最高成果と見なされている分類学習手法である．データスカッシングは，巨大データを
適切に圧縮することにより既存の学習・発見手法の適用を可能とするデータ変換法である．本研究においては，パター

ン抽出としてはブースティング，データの前処理としてはデータスカッシングを選択した．

研究計画とアプローチ

まず，データスカッシングとブースティングを反復的に行い，学習結果を洗練して行く手法を開発する．ブースティン

グでは，訓練例毎に分類の困難さを表す重みを出力するため，この情報をデータスカッシングにおける圧縮度合に反映

させることを考えた．

次に，開発した手法を，データに適用する．実験においては，性能を評価するための人工データと，有用性を示すた

めの実データを用いる．

これらと並行して，データスカッシングとブースティングによる異常値発見手法を開発する．ブースティングは分類

学習手法として提案されたが，分類が困難である事例を発見する手法としても用いられることが示されている．

主要成果

高速ブースティング手法 SB ループ

右図に示す高速ブースティング手法 SB ループを構築した．
この手法ではブースティングの結果に基づき，分類が容易，

困難であるデータをそれぞれ強く，弱く圧縮することにより，

高速性と正確性を両立している．この手法はデータスカッシ

ングとブースティングを反復的に用いて複数個の圧縮パラ

メータを調節するため，知的な発見スケジューリングを行っ

ていると見なすこともできる．
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SB ループの実験的評価

構築した手法を，人工データと実データに適用し，その有効

性を確認している．右図に，データマイニングのベンチマー

クデータ集合であるネットワーク侵入データに適用した結果

を示す．図より，提案手法はデータ圧縮を 1 回だけ行うブー
スティングよりも正答率が大幅に高いことが分かる．さらに，

データ圧縮を行わないブースティングと正答率がほぼ同程度

であり，計算時間が大幅に短いことも分かる．

異常値発見手法

左図に示すデータスカッシングとブースティングに基づく異常値

発見手法では，大多数のデータと異なり分類がきわめて困難で

ある異常な事例が高速に発見される．異常値発見の性質より，こ

の手法はスパイラル例外性発見により適すると考えられる．よっ

て実データへの適用を重視し，パラメータの自動調整機構は実

現しなかった．

構築した手法を，薬局 POSデータに適用してデータスカッシン
グを用いない場合と比較した．この結果，提案手法はレシート

を事例とする薬局 POSデータには有効であることが分かった．

今後の計画と見通し

本研究で扱った，パターン抽出の結果をフィードバックすることによる前処理パラメータの自動調節は，種々の応用

が可能である．プロジェクトの共通データとして位置付けられている医療データである慢性肝炎データに適した手法を

開発し，その有効性を評価することを検討している．

連絡先

鈴木 　英之進 (研究代表者)
〒 240-8501 　横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5 横浜国立大学 大学院工学研究院
知的構造の創生部門 電気電子と数理情報分野

電子メール：suzuki@ynu.ac.jp ; TEL & FAX: (045) 339-4148
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(A02-08-1) 未知語を含む英文文書内の単語の品詞推定 
 
  研究代表者 松本裕治（奈良先端科学技術大学院大学） 
  研究分担者 新保 仁（奈良先端科学技術大学院大学） 
  研究協力者 中川哲治（奈良先端科学技術大学院大学） 

背景とねらい 

医学/生物学分野の論文データベースである Medline アブストラクトのマイニングによって専

門用語や専門知識の自動獲得を目指している．そのためには，ある程度の言語解析が必要であ

り，最も基礎技術として，単語の品詞推定を行う必要がある．特に，英語では動詞と名詞が同

形である単語が多数あり，これらを識別することは文の構造を知る上で避けることはできない．

専門分野の論文には，言語処理システムにとって未知の語が頻出するという問題もある．既存

の専門用語辞書も存在するが，専門分野の造語性の高さから，すべての用語を辞書登録するこ

とは現実的に不可能である．本研究の目的は，未知語を含む文書に対する精度の高い品詞推定

システムを構築することである． 

研究計画とアプローチ 

本研究では，未知語の品詞推定処理と品詞推定を同時に実行することによって両者の曖昧性を解消

する方法を取った．単語の品詞推定では，個々の単語に対して辞書に登録されている可能な品詞を

すべて展開するが，辞書に登録されていない未知語に対しては，接頭辞と接尾辞の情報から可能な

品詞候補を確率値付で推定する処理を同時に実行することとした．これにより，すべての品詞候補

の列から最適な品詞列を求める単独の問題として定式化できる．品詞推定には隠れマルコフモデル

などの確率モデルが利用されることが多く，特に品詞タグ付データから確率値を最尤推定によって

求めることが標準的な手法として用いられている．しかし，標準的に採用されている品詞 N-gram
モデルでは，個別の単語に依存する特殊な現象を適切に捉えることが難しい．我々は，以前，

Support Vector Machine(SVM)を用いて，単語自体を素性として学習することにより，高精度の品

詞タグ付けが可能であることを示した．しかし，SVM では，学習時間，実行時間ともに多大な計

算時間を必要とし，実用面で問題があった． 
本研究では，実行速度が早く効率に優れる確率モデルに学習データを再解析させ，確率モデルが

どのような場合に解析誤りを起こすか

を学習するＳＶＭを構築し，それによっ

て確率モデルの出力結果を修正する修

正学習モデルを提案した（右図）．この

学習モデルでは，確率モデルが推定確率

値最大と予測して出力するの解析結果

に誤りがある場合，次点以下の候補を正

解が得られるまで出力させ，それまでの

Example
S

Example
S

修正学習モデルの概念図 

Revise

Result

Lower Capacity
Smaller Cost

Higher Capacity
Larger Cost

tochastic 
Model

Binary 
Classifier

Revise

Result

Lower Capacity
Smaller Cost

Higher Capacity
Larger Cost

tochastic 
Model

Binary 
Classifier
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出力を負例とし，品詞タグ付データの全

例を正例とする２値分類分類器を修正

モデルとして学習する．本手法は，従来

のモデルと比較して次のような利点を

もっている．一つは，従来のＳＶＭモデ

ルでは，可能な品詞連接に対して，正し

くないすべての連接を負例としたため，

学習のための訓練データ量が膨大にな

ったが，修正学習では，負例の数が極め

て少ない．もう一つは，本手法では SVM
本来の利用法である２値分類器として

使用することができることである．左図

に本モデルによる学習/訓練時の概念図を示す． 

修正モデルの学習と実行の概念図 
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主要成果 

100 万語規模の品詞タグ付きデータを対象にし

て，提案手法の評価を行ったところ，効率を大

きく損ねることなく，従来手法を上回る解析精

度を達成することができた．右表で，T3 は，品

詞 trigram に基づく確率モデルである．これに

ＳＶＭに基づく修正学習を適用したところ，有意な精度

正モデル用のＳＶＭが用いるカーネル関数として２次の

の場合の比較を示した．線形カーネルではわずかに精度

合より遥かに少ない計算時間で学習と実行が可能である

最後の行に示した．解析精度では優れているが，学習，

た修正学習モデルにより，適切な精度と効率を合わせ持

OVR

T3 / R
(linear

T3 / R
(polyn

T3 / O

Sys

OVR

T3 / R
(linear

T3 / R
(polyn

T3 / O

Sys

今後の計画と見通し 

実験に用いた修正モデルとＳＶＭモデルでは，学習のた

同等の解析精度を達成できる筈である．両者の違いを詳

点を改善する予定である．また，学習における誤りの重要

の問題がある．修正モデルを利用することにより，効率的

連絡先 

松本裕治（研究代表者） 
〒630-0101 奈良県生駒市高山町 8916-5 奈良先端科学

電子メール：matsu@is.aist-nara.ac.jp 電話：0743-71
向上を達成することができた．表では，修

多項式関数を用いた場合と線形カーネル

が落ちるが，２次の多項式関数を用いる場

．参考のため，ＳＶＭだけに基づく結果を

実行とも多くの時間が必要である．提案し

つ手法を考案できたと考える． 

97.11%4.762549,999,200

96.94%0.01121,027,840L 
)

96.98%0.18161,027,840L 
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96.59%0.00760.004-riginal
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修正学習モデルと従来モデルの比較 

めの同一の素性を用いており，理想的には

細に観察することにより，修正モデルの欠

な要因に学習データ自体に含まれる誤り

な誤り検出を実現することを考えている． 

技術大学院大学 情報科学研究科 
-5240 ＦＡＸ：0743-72-5249 
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(A02-08-2) 利用者の要求に応じた検索のための大規模テキスト処理と知識抽出 

 
  研究代表者 松本裕治（奈良先端科学技術大学院大学） 
  研究分担者 新保 仁（奈良先端科学技術大学院大学） 
    山田寛康（北陸先端科学技術大学院大学） 
  研究協力者 工藤 拓（奈良先端科学技術大学院大学） 

背景とねらい 

ＷＷＷの拡がりにより，大量の電子デー

タが文書の形で存在する．また，学術論

文のような専門性の高い文書も電子化

されてネットワーク上での入手が容易

になってきた．そのため，情報検索に関

する要求が飛躍的に高まっているが，検

索の方法は，質問語の入力による単純な

形態が体勢を占めている．検索意図は利

用者によって異なるので，検索要求を具

体的に記述することにより，知りたい情

報がより直接的に記述された文書の一

部や文書を加工した要約や規則の形で

提示することを目的とし（右図），そのために専門文書内の専門用語の抽出，統語的係り受け等の

基本的な言語処理のために拡張性と頑健性を備えた要素技術を開発する． 

従来の

検索システム

利用者からの

要求を考慮した

検索システム

利用者

質問語

文書集合

質問

+ 要求記述

要求に応じた

検索結果

(部分文書/規則)

従来の

検索システム

利用者からの

要求を考慮した

検索システム

利用者

質問語

文書集合

質問

+ 要求記述

要求に応じた

検索結果

(部分文書/規則)

研究計画とアプローチ 

主として，Medline のように WWW 上で入手可能な学術論文データを対象に，利用者の要求に対

して柔軟かつアクティブな情報検索を行うための手法の開発を最終的な目標としている．そのため

には，文書に対する頑健な解析処理が必要であり，大規模な論文データを対象としたマイニング技

術を用いて，統計的学習手法に基づく言語処理技術を開発する．具体的には，語の品詞解析，統語

的な係り受け解析などを行う言語処理技術，文書中の重要な用語の抽出と意味分類を行う専門用語

同定/抽出，言語解析にえられた表現の用法の類似性に基づく表現間の意味的類似度の抽出，そし

て，言語解析が行われ構造化されたテキストから頻出表現をマイニングするためのテキストマイニ

ング技術の研究を行う．これらを統合することで，文書から様々な専門知識を抽出する．さらに，

これらの結果に基づいて，意味内容を考慮したテキストの自動分類，利用者の指定した要求仕様に

基づいた文書からの情報抽出を行う．テキストマイニング技術は，大規模なテキストデータを対象

に複雑な言語処理を行うに際して文書における高頻出の言語表現や表現間の共起を効率よく測る

ための基礎技術となる．抽出する表現のパタンや共起は利用者が指定することも可能であるが，テ

キストマイニングシステムは利用者の発想を支援するために特徴的な表現パタンを自動抽出する
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言語処理技術 専門用語同定
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ために利用される．（上図） 

主要成果 

言語処理技術に関しては，Support Vector Machine を利用法についていくつかの手法を提案し、

高精度の言語処理システム構築を行った．文書中の専門用語の意味クラス推定について成果を得た． 
具体的な成果の概要は次の通りである． 

ＳＶＭを利用した段階的な文節まとめ上げによる係り受け解析を実現した． • 

• 

• 

名詞句と同定された句が，病名，薬品，治療法などのどのような意味の専門用語であるかをＳ

ＶＭによって事例から学習し，精度よく自動分類する方法を実現した． 
テキストマイニングに関して，様々な言語的構造の制約を考慮したマイニング手法を提案した． 

今後の計画と見通し 

今年度後半には，言語処理に関しては，英語の係り受け解析に関して，トップダウン情報を考慮す

ることによって，精度向上を目指す．テキストマイニングによって，利用者に求められる情報を含

むパッセージ特定のための言語表現抽出を行う．１５年度以降は，これらの基礎技術を利用して，

文書の構造解析，および，病気と治療法や薬品との関係の抽出を行う．これにより，症状間の因果

関係などの医学知識の抽出を行い，利用者の目的や意図を反映した知識抽出を実現する． 

連絡先 

松本裕治（研究代表者） 
〒630-0101 奈良県生駒市高山町 8916-5 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 
電子メール：matsu@is.aist-nara.ac.jp 電話：0743-71-5240 ＦＡＸ：0743-72-5249 
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(A03-09-1) ラフ集合に基づくアクティブマイニングによる
診療情報生成システムの開発

研究代表者 津本 周作 (島根医科大学医学部医学科医療情報学講座)
研究分担者 高林 克日己 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)

柳樂 真佐実 (島根医科大学医学部医学科医療情報学講座)
平野 章二 (島根医科大学医学部医学科医療情報学講座)

背景とねらい

近年，各種臨床検査機器のデジタル化とネットワーク化が急速に進展し，血液検査データ，生化学検査データなど様々な
検査データを自動的かつ時系列的に収集・データベース化することが可能となった．しかし，これらの時系列データは
患者個人単位での参照あるいは少数患者間での比較に限定的に利用されているのみであり，大規模データベースのもつ
スケールメリットを有効に活用できていない．これは，(1)系列を比較する際に，変化の周期に応じた適切な観察スケー
ルを部分系列ごとに個別に設定し，長期的，短期的類似性を同時に評価しなければならないこと，(2)そのような観点か
ら得られる類似性は系列組に依存した相対的なものであり，他系列との間で必ずしも距離の公理を満たさないため，分
類に用いるクラスタリング法の選択が大きく制限されること，の 2 つの問題から，大規模データを対象とした有効な解
析法が存在しないことによる．本研究では，これらの問題を克服する系列の比較分類法を開発し，投薬前後における検
査値の変化パターンをはじめとした様々な知識を時系列検査データベースから獲得する手法を確立する．さらに，類似
パターンを視覚的に提示し，専門家が時系列情報の有効性を評価した上で他の情報との間で重み付けを行うユーザイン
タフェースを構築し，解析結果のスパイラル的活用を促進する．これらを通じ，医療データベース解析におけるアクティ
ブユーザリアクションシステムを確立する．

研究計画とアプローチ

当初の 2年間は，前処理を含む時系列データの解析法について研究を進めてきた．具体的には，(1)異なる期間と間隔に
おいて収集された不均質な時系列データのリサンプリング技術，(2)欠損値が存在する時系列データをより長期的な観点
から比較する可変スケールマッチング技術，(3)比較結果に基づく時系列データのクラスタリング技術，(4)分類された
各クラスタにおける特徴的推移パターンの可視化技術，の各要素技術について開発を進め，それらを臨床検査データベー
スに適用し，適切に分類が行われるかどうか検証した．さらに，時系列データを他の情報，例えば投薬情報や発病時期
情報と組み合わせ，検査値の時間的変化パターンと発病時期の関係，投薬前後の病態変化等に関する有用な知識が得ら
れるかどうかについても共通データを用いて検証を進めている．
これまでに我々は，多重スケールマッチングとラフクラスタリングを組み合わせた新たな解析法を開発した．多重ス
ケールマッチングは対象間の類似性を様々な視野スケールで部分ごとに比較する方法（図 1）であり，時系列データに適
用した場合，検査値の推移パターンの類似性を長期的，短期的両方の観点から調べることができる．マッチングは隣接す

Scale σ Matched Pair

Seq.A Seq.B

Scale σ Matched Pair

Seq.A Seq.BSeq.A Seq.B

図 1: 多重スケールマッチング
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図 2: 本方法の流れ

る変曲点を両端とする部分系列であるセグメントを単位として行われるため，検査値が上昇していた期間，下降してい
た期間を基準に類似性を調べることが可能となる．さらに，変曲点軌跡を追跡することで，部分系列がそれぞれ異なる
スケールから獲得された場合においても，その連続性が保証されるという特徴をもつ．一方，ラフクラスタリングはラ
フ集合論の識別不能性に基づくクラスタリング法であり，相対的類似度のみで類似性が定義されるデータにおいても可
読性の高いクラスタを生成できるという特徴をもつ．本方法では，これらを組み合わせ，多重スケールマッチングによ
り系列間の相対的類似度を求め，その類似度をもとにラフクラスタリングを適用して系列を分類する（図 2）．そして，
分類された系列の特徴を多重スケールマッチングの結果を用いて可視化する．

主要成果

提案法を共通データである肝炎検査データセットに適用し，その有効性を検証した．同データセットには 771例の検査
データが含まれるが，そのうち B型，C 型の分類が明確な 503例を適用対象とした．これらについて，GPT(肝逸脱酵
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素)，ZTT，TTT (膠質反応)，ALB，F-ALB(アルブミン)，T-CHO(総コレステロール)の各検査結果系列をクラスタリ
ングし，得られたクラスタをウイルス型およびインターフェロン (IFN)治療の適用有無により層別した後，その構成比
率が特有のものについて系列の共通点を調べた．その結果，以下に示す仮説を得た．なお，図は同一クラスタから抜粋
した典型的な２系列のマッチング結果を示したもので，系列番号は#で示されている．また，図において同一に着色され
ている部分系列組はマッチングの結果対応すると判定されたものである．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

表 1: GPTのクラスタリング結果

cluster IFN=N IFN=Y total
B C C

1 24 13 42 79
2 9 7 16
3 44 25 24 93
4 6 3 25 34
5 5 4 6 15
6 1 2 3
7 42 19 31 92
...

44 1 1

total 206 100 197 503

1. GPT 系列は IFN 治療の効果をよく表現しており，数種類の特徴的
な推移パターンが見られた．表 1 にクラスタリング結果を示す．第
1のパターンは，C型で IFN治療適用例が多数を占めるクラスタ 4
(B/C/C(IFN) = 6/3/25)に見られた．このクラスタでは，GPTの値
が IFN投与後に下降し平坦化していた (図 3)．このパターンは，IFN
が著効であり，ウイルスの活動が沈静化したケースを示していた．第
2のパターンは，クラスタ 1，5および 7に見られた．このクラスタ
では，GPT の値が長期間に渡り上下動を繰り返した (図 4)．このパ
ターンは B型および IFN 治療非適用の C型の例でも共通して見ら
れることから，IFN治療が有効でない例を示している可能性が示唆
された．

2. ALB, F-ALB, T-CHOについては，生成されたクラスタに明確な特
徴が見られなかった．

3. TTTは全体的に B/C，INF有無に関わらず乱高下していた．一部に右上がり傾向が見られた．

4. ZTTでは，B/C，INF有無に関わらず類似したパターンが見られた (図 5)．緩やかに上昇して最後には下がって落
ち着くものであるが，ピークの位置と IFNの投与時期とは重ならなかった．

IFN

IFN

IFN

IFN

図 3: GPT: #19(C型; IFN有)，
#158(C型; IFN有)

IFNIFN

図 4: GPT: #72(C型; IFN有)，
#892(B型)

IFN

IFN

IFN

IFN

図 5: ZTT: #642(C型; IFN有)，
#645(C型; IFN有)

専門家による検証が必要であるが，IFN投与例において GPTの推移が数種類のパターンに分類されることは興味深い
仮説である．また，ALB等に関しては現在のところ明瞭な特徴が見いだせていないが，肝機能の低下と関連する属性で
あることから，肝炎の活動性，繊維化の度合い等で層別することで新たな知見が得られることが期待される．

今後の計画と見通し

これまでの成果で，時系列を自動的に分類し，その特徴を視覚的に検証することが可能となった．これにより，有益な
パターンを含む属性の重みを上げ，逆に意味の少ない属性の重みを下げる，といった判断をユーザに促し，そのリアク
ションを次点の解析に取り込むことが可能となったと考える．来年度以降，これらの時系列情報を他の診療情報，例え
ば投薬暦等と組み合わせ，医療データベース全体から知識発見を行うシステムへと発展される予定である．その中の各
段階で，ユーザからのリアクションを取り込む方策を導入し，医療データベース解析におけるアクティブユーザリアク
ションシステムを実現していく予定である．

連絡先

津本周作（研究代表者)
〒 693-8501 島根県出雲市塩冶町 89-1 島根医科大学医学部医学科医療情報学講座
電子メール：tsumoto@computer.org　:　電話：0853-20-2172　:　 FAX：0853-20-2170
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(A03–10–1) アクティブマイニングによる化学物質群からのリスク分子発見 
研究代表者 岡田 孝（関西学院大学情報メディア教育センタ－） 
研究分担者 高橋由雅,  加藤博明（豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

背景とねらい 
Combinatorial      High Throughput 

Synthesis       Screening コンビナトリアル合成技術とハイスループットスクリ

ーニング技術の発展により，１週間で 100 万化合物の

バイオアッセイが可能となり，創薬研究の現場はまさ

に情報の洪水に飲み込まれている．  
この大量のデータから，(1) 構造と薬効・副作用との

相関をマイニングし，研究者に理解可能な知識ベース

として提供すること，(2) 例外的な化合物が見つかった

とき，類似構造検索によりリスクレポートを作成する

こと，これら２点が本研究の目的である． 

研究計画とアプローチ 

下図左の流れが活性プロファイル知識ベースの構築を，右側が例外的化合物からの類似性検索によるリスク

レポート生成の流れを表す． 
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概要 
前半２年間： このスキームを効率的に推進す

ためのソフトウェア開発と解析環境の整備およ

機能の検証を行う．生理活性として，変異原性，

ガン性およびドーパミン活性を対象とする． 
後半２年間： 創薬の観点から重要な GPCR（G 

rotein coupled receptor）を中心とする多種の生

活性に対して，MDDR データベース所載の薬品

，およびその更新データを対象として，次々に

析を進める．また，３D 構造を取り入れた解析

スキームを拡張する． 

プロファイル知識ベースの作成 
に使用する構造特徴としては，これまでの検討

から，グラフとしての構造式および HOMO, 
MO, dipole と LogP 値をマイニングのために使

る．電子的性質については構造最適化を含む

-AM1 法を，また疎水性パラメータについては

ClogP 法による推算値を用いる． 
マイニングの方法論としては，Cascade Model と

Apriori-based Graph Mining（計画研究 A02-05 班

が作成）を用いる．これらはルール形式で，目標と

なる生理活性と相関の高い構造特徴群の組み合わせ

を表現することができる．また，前者の適用に当た

っては，グラフ構造から fingerprint となる多数の

線形フラグメント群を生成して構造特徴を表現する． 
得られたルールに対して活発な利用者の反応を喚

起するには，ルールが表現するデータ群の特徴を多

面的に表すこと，すなわちデータスケープの把握が

不可欠であり，これを可能とするためのソフトウェ

アの開発を行う．なお，活性プロファイル知識ベー

スは Web 上でその成果を公開する． 

例外的な分子からのリスクレポート作成 
解析に使用する構造特徴は知識ベース作成段階と同

じである．ただし，グラフ構造から Topological 
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fragment spectra（TFS と略す）を生成し，メモリ

ーベースの類似性検索により，少数の例外分子から

の類似分子検索を可能とする．これまでの解析から，

質量およびLogP値を基準としたTFSが有効なこと

が判明している．また，類似性に寄与する構造特徴

の詳細を明らかにするためのシステム開発を行う． 

主要成果 
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 芳香族ニトロ化合物の変異原性データを解析した結果，LUMO が

高いほど（右図棒グラフで右側）活性は低く（青，灰色），特に ortho
位に置換基のある場合は，上側の棒グラフに示すようにその効果が

明確である．右側吹き出しに示す化合物構造の視察から，立体障害

によるニトロ基の芳香環平面からのズレが，活性の低下に重要であ

ることが判明した． 
2001 年の Predictive toxicology challenge ワークショップにお

いて，NTP による 430 化合物の発ガン性試験結果から，FDA によ

る 185 化合物の発ガン性を予測するコンテストが行われた．予測

精度と専門家による理解の容易さの双方において，本研究グループ

の結果は，参加 14 グループ中で第１位の評価を得た．Female rat
予測に対する ROC 解析結果を右図左側に示す．■で表示した本研

究の予測が左上に偏っており，良い結果であることが分かる．また，

右側の図は x 軸：flexibility，ｙ軸：水素結合受容体数として，各

カテゴリー毎に発ガン性の有（●）無（●）を円グラフで表示した

ものである．柔軟性が高く水素結合受容体がない場合，すなわち右

下隅の円グラフで特異的に発ガン性の確率の高いことが分かる． 

ROC 

 
類似性検索については，TFS による類似構造からの活性分

子の同定を試みた．グラフ構造に含まれるサイズ 5 以内のす

べての fragment の質量数をもとに左図のような TFS を作

成し，TFS 間のユークリッド距離に基づいてデータベース

を検索する．3600 化合物のデータベースに適用した結果，

上位 18 分子中で 3 化合物がドーパミン活性を示す分子であ

ることが明らかとなり，この方法がリスクレポート作成に有

効であることが示された． 

TFS 
Dopamine 

マイニング結果から理解できる知識の獲得過程を容易にするためには，データ中での特定のパターンを抽出

してルールで表現する際，データスケープ探索とも呼ぶべきデータの多面的な特徴を浮き彫りにする必要が

ある．このデータスケープ獲得のためにルール群の組織化とリッジ検出の機能をカスケードモデルのマイニ

ングソフトウェアに組み込んだ． 

今後の計画と見通し 

現時点以降での計画は以下の通りである． 
1. ワークベンチの構築： マイニング全過程を効

率的に遂行するためのワークベンチを構築中であ

る．創薬研究経験豊富な人材の協力を得て，創薬

現場からの要請に応える配慮をしている．  
2. 多数の生理活性を対象とするマイニング：

GPCR タンパク質に関連する活性群（ドーパミン

を始めセロトニン，オピオイド等）を手始めに次々

とマイニングを進める． 
3. オープンラボの設置と Web による活性プロフ

ァイル知識ベース公開： 内外の創薬研究者がワ

ークベンチを利用し，興味ある生理活性を解析で

きる環境を準備する．知識ベースの充実を図り，

結果はWebを通して公開する．そのための format
の設計も進める． 

4. 3D ファーマコフォアへの拡張： フラグメント

に 3D 情報を付加することにより，ファーマコフ

ォア構成のためのマイニングへ，本プロジェクト

を拡張する． 

Understandable !Open LAB.

Workbench
連絡先 

岡田孝 （研究代表者） 
〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原１丁目１－１５５ 関西学院大学 情報メディア教育センター  
電子メール：okada@kwansei.ac.jp；  電話: 0798-54-6042；  ＦＡＸ：0798-51-0913 
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Linear substructures

Structural formulae
(SDF file)

Structural formulae
(SDF file)

NYN3.22
NYY1.51

Ptrn-999Ptrn-2Ptrn-1ActivityCompound

NYN3.22
NYY1.51

Ptrn-999Ptrn-2Ptrn-1ActivityCompound

Cascade ModelCascade Model

RulesRules

InterpretationInterpretation

(A03–10–2) 生理活性分子群における構造特徴のマイニング 

研究代表者 岡田 孝（関西学院大学情報メディア教育センター） 

背景とねらい 

分子の化学構造と生理活性の間の相関を明らかにすることは，新薬の

開発，副作用の予測，環境や食品中の化学物質による毒性の予測など

において，非常に重要な課題であることは論を待たない．本計画研究

では，広範な生理活性に対する構造的な特徴を次々と明らかにし，知

識ベース化して公開することを目的とする． 

研究計画とアプローチ 

対象生理活性として，まず変異原性と発ガン性を取り上げる．右図が，

化学構造と生理活性のデータベースからカスケードモデルによるマイ

ニングの流れを表す．用いる記述子は以下のようなものである． 
 HOMO, LUMO, dipole, LogP 等の代表的な物理化学的性質 
 構造式から切り出した多数の線形フラグメント群 

本報告でマイニング法の有効性を示した後，12 万件の治験薬データベ

ース MDDR 所載の 800 種類に及ぶ生理活性群を対象として，次々にそ

の構造的な特徴を抽出し，専門家の評価を加えて，知識ベースとして

蓄積公開していく予定である． 

主要成果 

芳香族ニトロ化合物による変異原性 

Debnath らにより集積された 230 種の多様な構造

を持つ芳香族ニトロ化合物を対象として，解析を行

った． 3 ルール群に分かれた 38 ルールを導出する

ことができた。得られたルールとそれを支持する化

合物群を対照させて考察することにより、化学的に

意味あるルール群を得ることができた。 
例えば，得られたルールの一つは LUMO 値が高

い値を持つ場合に活性が低くなるという，予想され

る知識を示した．しかし興味深いことに，もっとも

強いルールは，これに前提条件として次の部分構造

が付加されたルールであった． 

右図の２つの棒グラフは，上側が上記部分構造を有

する化合物群を，下側がそれ以外の化合物群を対象

に，x 軸を LUMO 値として活性の程度を表したもの

である．上下のグラフともに，右側に行くほど活性

が低下する（青，灰色が多い）ことを示しているが，

その傾向は上側のグラフでより顕著に現れている．

ここで上側グラフの右端に属する化合物構造群を表

示してみると，図の右側に示すように，ニトロ基の

ortho 位置に水素以外の原子が実際に置換しており，

置換基の立体障害によるニトロ基の平面性からのズ

レが，活性低下に大きな影響を与えていることが分

かる． 
この他のルール群からも例えば，以下のような

分子設計に意味ある知見を得ることができた．  

 p-nitrobiphenylは縮合環となっていない

場合に、活性が比較的高い． 
 単環のニトロ置換芳香族で LogP 値が低

い場合は活性が低い． 

これらの成果は既に専門誌 JCAC の論文として

刊行されている． 
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ネズミの発ガン性 
2001 年の Predictive toxicology challenge ワークショップにおい

て，NTP による 430 化合物の発ガン性試験結果から，FDA による

185 化合物の発ガン性を予測するコンテストが行われた．本研究グ

ループの結果は，予測精度と専門家による理解容易さの双方におい

て，世界中から参加した 14 グループ中で第１位の評価を得た．

Female rat を対象としたときの ROC 解析結果を右図に示す．この

図で，点が左上に偏っているほど，予測能力が高いことを示し，反

対に左下から右上への対角線上にあれば予測能力は全くない．■で
表示した本研究の予測はもっとも左上に偏っており，良い予測を与

えていることが分かる． 
 
また，左側の図は，雄のマウスを対象としたデータから，もっとも強い

ルールが示す内容を図示したものである．ここでは，x 軸を分子の

flexibility，ｙ軸を水素結合受容体数として，各カテゴリー毎に発ガン性

の有（●）無（●）を円グラフで表示したものである．柔軟性が高く水

素結合受容体がない場合，すなわち右下隅の円グラフで特異的に発ガン

性の確率が高いことを認識できる．他の変数との相関や構造式を視察し

た結果，この知見はハロゲン化アルカンやアルケンに適用できることが

判明した． 

さらに別のルールは，塩素化合物の発ガン性は対象分子の

dipole moment が高い場合に制約されることを明らかにした．

右図は塩素原子数を縦軸，ダイポールモーメントを横軸とした

散布図であり，ルールの示す領域が右側の青四角で囲まれてい

る．実際にこの矩形内のほとんどの分子が不活性（■）である．

しかし，この領域内の左上端に矢印で示す例外的な活性分子が

存在する．この分子は図の上に示す直鎖の塩化アルカンであり，

相互作用時には構造が変化して，dipole moment が小さくなる

ことが想定された． 
これらの成果は，Bioinformatics 誌に論文としての掲載を受

理されている． 

今後の計画と見通し 

カスケードモデルによる解析から，化学者に理解可

能な構造活性相関の知識を得られることが判明した．

今後の研究計画の項目は以下の通りである．  
1. ワークベンチの構築： これまでの解析におけ

る物理化学パラメータは，他の研究者により作成

されたものを利用してきた．今後，多数の生理活

性を対象としたマイニングを効率的に遂行するた

めには，データベース検索から知識ベースの公開

に至る全過程を，専門家自身が遂行できるワーク

ベンチの構築が必要である．現在，創薬研究経験

豊富な人材の協力を得て，創薬現場からの要請に

応えられるワークベンチを構築中である．  
2. 多数の生理活性を対象とするマイニング：治験

薬データベース MDDR 所載の 800 種類におよぶ

生理活性を対象に次々とマイニングを進める．手

始めに，創薬で非常に重要な GPCR タンパク質に

関連する活性群（ドーパミンを始めセロトニン，

オピオイド等）を扱う． 
3. オープンラボの設置と Web による活性プロフ

ァイル知識ベース公開： 内外の創薬研究者がワ

ークベンチを利用し，興味ある生理活性を解析で

きるような公開された環境を準備する．また，知

識ベースの充実を図り，結果は Web を通して公表

する．そのための format の設計も進める．なお，

カスケードモデルによる解析のためのソフトウェ

アはすでに公開している． 
4. 記述子の能力向上： フラグメントに枝分かれ

情報を組み込む，3D 情報を付加する，等の方法に

より，さらに明瞭なマイニング結果を得られるよ

うに前処理の機能を拡充する． 

連絡先 

岡田孝 （研究代表者） 
〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原１丁目１－１５５ 関西学院大学 情報メディア教育センター  
電子メール：okada@kwansei.ac.jp；  電話：0798-54-6042；  Fax：0798-51-0913 
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1000 Rules 

(A03–10–3) データスケープ探索を可能とするルール表現 

研究代表者 岡田 孝（関西学院大学情報メディア教育センター） 

背景とねらい 

特徴的ルールを得るための方法としては，相関ルールが著名であ

る．しかし，実際にデータの解析に適用した場合，数千に上る非

常に多数のルールが組織化されずに出力され，研究者にとって視

察が困難であるという欠点が知られている．本計画研究における

マイニングの方法論としては，相関ルールを発展させたカスケー

ドモデルを利用している．この方法論では BSS 値という規範によ

りルールを強い順に並べることができるため，この問題点の一部

は解消されている．しかし，ルール数が数十に上るため，精細な

評価を行うことはやはり困難であった．データの解析を専門家が

容易に行うには，データの特徴を多面的に捉えることが不可欠で

ある．本研究ではデータスケープの概念を導入し，これを明らか

にするためのルール群の表現を得ることを目的とする． 

研究計画とアプローチ 

データスケープとはデータの風景のことである．低次元でデータの分布が

解っている場合は，それをビジュアル化して必要な部分を必要な精度で表

示すればよい．しかし，多次元の構造活性相関データ全体の分布を表示す

ることなど到底不可能である．そこで，データ中の特徴あるパターンを認

識するための地図，すなわちビジュアル化の視点としてルールを利用する．

この目的のために以下の２種の機能をルール群の表現に与える． 
 ルール群の主ルールと関連ルール群への組織化 
 BSS 値が大きく低下するリッジ領域の検出 

これらの機能を実現するための理論整備とカスケードモデル用ソフトウ

ェアへの実装を行い，髄膜炎診断データに適用してその有効性を検証する． 

主要成果

カスケードモデルにおいては，各ルールの強度は次

式の全平方和 TSS を分解した BSS 値で表される． 

ここで，n が事例数を表し，p(α)は識別対象属性が

値αを取る確率を示す．また，上付添字 g の有無が

ルール主条件適用前後の事例群に対応する． 
データスケープ探索の手がかりとなるようなル

ールを表現するため，まずルールの主条件，前提条

件の値域を BSS 値が最も大きな値を取るように最

適化する．これにより，多数のルールが同一の大き

な BSS 値を持つルールに収束し，ルール数の予備的

な削減が可能となる． 

ルール群の組織化 

２種のルール A C と B C は，もしこれらのル

ールの指示事例群が重なっているとき，互いに独立

であろうか？我々はこれらが同一事象の異なった側

面を示すに過ぎないと考え，BSS 値が大きい方を主

ルール，他方をその関連ルールとして組織化する．

これによりルール数を削減できるとともに，詳細な

データスケープが必要な場合に，関連ルールを参照

して解釈を容易にすることができる． 
２種のルールが互いに関連するか否かの規範とし

ては，次式による rlv 値を用い，これが min-rlv よ

りも大きい場合に関連ルールと判断する． 

ここで，A, B が２種のルールを示し，cnt はそのル

ールを支持する事例集合の要素数である．また，添

字 UL は主条件適用の前後を指示する． 
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右図に示すように、ルール主条件適用前後の事例群

の関連性の有無により，関連ルールは ULrelative, 
Lrelative および Urelative の３種に分類できる．例

えば，右図左端の例で A を主ルールとすると，B は

ULrelative ルールであり，主ルールとは別の観点か

らの説明を与えることになる． 

リッジ領域の検出 

A, B２種の変数値から Y が pos/neg を識別する問

題で，左図左上のデータから右側のルールが得ら

れたとする．ここで前提条件[B: 2-3]の上側境界

bmax の値を変化させたとき，BSS 値の変化を左

図(1)に示す．表から分かるように，B=4 では主条

件による pos/neg 変化が不明瞭となる．結果とし

て，(1)の燈色の部分で示すように，BSS 値は

bmax=3 から大きく減少する．同様の減少は主条

件の上側境界 amax を 4 とした時にも現れる．こ

のような部分をリッジ領域と呼び，データスケー

プ探索で特徴的なパターンの同定に有用である． 
次式で示す値が一定の値よりも小さい場合に ΔX が示す領域をリッジ領域と認定する．この式は，ルール

領域が X X+ΔX と変化した場合の BSS 値変化を事例数の増減による効果で補正し，さらにルール領域 X0

で規格化したものに相当する．なお，n はその領域での事例数を表す．  

髄膜炎診断データでの検証 

髄膜炎の場合初期の診断でウイルス性かバクテリア

性かを判断することが重要である．公開されたデー

タセット（http://wwwada.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/ 
pub/washio/jkdd/jkddcfp.html）を用い，上記の改

善による解析の効果を検討した．(1) 最大の BSS 値

へのルール最適化により，対象ルール数は 250 から

19 へと大幅に減少した．この中の 2 ルールは意味あ

る結果を含まないので自動的に除外され，残り 17
ルールが組織化の対象となる．rlv 値が 0.7 以上のも

のを関連ルールとすると，主ルール 8 個とそれらの

関連ルール 9 個に簡略化された．例えば１番目の主

ルールとその２種の関連ルールは右表で表され，バ

クテリア性の確率が非常に高いことを示す． 
この主ル－ルは 30 事例に適用されるが，その内

容自体は既に医学的に確立されたものである．一方，

最初の ULrelative ルールは主ルールの内容をさら

に精細化したものであり，23 事例が主ルールの対象

と重なっている．また最後のルールでは，重なりは

12 事例と少ないが，同一事象を全く異なる変数群で

記述したものとなっており興味深い． 
またリッジ領域検出では，バクテリア性を指示す

る以下のルールでもっとも顕著な ridge が現れた．  

主条件：[CT_FIND: abnormal] 
前提条件： [FEVER=<6] [LOC=<1] [BT=<39] 

この主条件は LOC_DAT, SEX, FOCAL, CSF_PRO
とも高い相関を示す．ここで，例えば体温について

[BT≥39]がリッジとなる．この領域では，もともと

バクテリア性の比率が高いため，上記ルールが成立

せず、ルールの意義を理解するため有効である。 

今後の計画と見通し 

カスケードモデルによる解析からの知識抽出過程を，ルール群の組織化とリッジの検出により，大幅に簡略

化することができた．今後，ソフトウェアの計算速度を大幅に向上させ，またルール表現からデータのビジ

ュアル化に至る過程を合理化することにより，さらにソフトウェアの有用性を高めていく計画である．  

連絡先 

岡田孝 （研究代表者） 
〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原１丁目１－１５５ 関西学院大学 情報メディア教育センター  
電子メール：okada@kwansei.ac.jp；  電話：0798-54-6042；  Fax：0798-51-0913 
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(A03-10-4)  分子の構造類似性にもとづくデータマイニング 

研究分担者 高橋由雅 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

研究協力者 藤島悟志 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

横江恭子 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

背景とねらい 

「ＡはＢに似ている」，あるいは「ＣはＤと××が似ている」といったいわ

ゆる“類似性”は科学における様々な問題解決の場で利用される極めて

重要な概念である．このことは化学の分野においても例外ではなく，“似

た構造”あるいは“似た反応”といった化学的な“類似性”を如何に取り扱

うかは，関連分野におけるコンピュータのより高度な利用を図る上で極

めて重要な問題の一つであり，こうした類似性の概念に基礎を置く，より

柔らかな構造情報処理に向けた新たな技術の確立が望まれている．化

合物間の構造類似性を評価するための構造情報記述子には，事前に

定めた特定の部分構造の有無を調べる方法が用いられてきた．しかし，

こうしたアプローチはその評価結果がこれらの定義部分構造に大きく依

存するなどの問題がある．そこで本研究では構造類似性を基礎とした化

学物質の構造データマイニングのための基盤技術として、事前の定義

部分構造を必要としない構造類似性評価のための効果的な手法の確

立をめざすとともに，新規有用化学物質の候補構造の探索やリスク評価

における特性予測問題への応用の可能性を明らかにする． 

研究計画とアプローチ 

筆者らが先に提案した Topological fragment spectra (TFS)法を基礎とし，

定義部分構造を必要としない構造全体の漠然とした類似性を考慮した

より柔らかな構造情報の取り扱い技術の開発と化学データマイニングへ

の応用を検討する．TFS は化学物質の構造式から可能な部分構造を列

挙し，その数値的な特徴づけにもとづいて化学物質のトポロジカルな構

造プロフィールをデジタルスペクトル（あるいは多次元数値ベクトル）とし

て表す．化学グラフの各頂点原子をその隣接原子の数でラベルづけし，

生成された部分グラフをこれらの総和によって特徴づけを行なうことによ

って化学構造を単純グラフと見なした場合の骨格のトポロジーを表わす

特性スペクトルを得ることができる．また，生成部分グラフを頂点に対応

する原子の質量数の総和（フラグメント重量）によって特徴づけることに

より，質量スペクトルに類似の構造フラグメントに関する特性スペクトルが

得られる．そこで本研究では，化学構造の TFS 表現を基礎とした構造類

似性検索の性能を実データを用いて評価し、併せて構造類似性に基づ

くリスクレポートへの応用の可能性を検証する．また，人工ニューラルネ

ットを利用し，TFS を入力シグナルとした薬物活性クラス識別のための分

類モデルの学習と予測実験を通じてその適用の可否を明らかにする． 

コンピュータが構造特徴スペクトルを自動的に生成

＊TFSの生成には特別な分析装置を必要としない。

TFSTFS

 

　化学構造の類似性評価
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主要成果 

構造類似性にもとづくリスクレポート： リスクレポートにおける構造類似

性を基礎とした事例ベース推論の有効性を検証するため，TFS による類

似構造からの活性分子の同定を試みた．3600 化合物に対し,化学グラフ

からのサイズ 5（生成部分構造に含まれる結合の数）以内のすべての生

成部分グラフを質量数で特徴付けた TFS データベースを作成し，TFS

間のユークリッド距離に基づいてデータベースの検索を行った．分子グ

ラフの類似性にもとづく事例ベース推論では，化学者が見て納得できる

類似構造の分子を選択することができた．また、ドーパミンをquery とした

類似構造検索では 20 分子中で 3 分子が同活性を有する分子であること

が明らかとなり，リスクレポート問題にも有効であることが示された．  

TFS 類似性空間の可視化： 線形写像による次元縮約法をもとにＴＦＳ

空間における全データ散布図と，個々のサンプルの構造オブジェクト表

示が可能な大容量構造データ可視化ツール MolSpace を開発した．これ

により，化学構造データベースを仮想空間上で直接探索し，詳細構造

の比較を可能とした．また，プローブ分子を利用した類似性検索により

注目する分子のＴＦＳ近傍空間の切り出し機能と３Ｄモデルビューワを実

装し，例外分子のリスクレポートの考察支援を可能とした． 

ＴＦＳを利用した薬理活性クラス分類： 4 種の異なる受容体（D1, D2, D3, 

D4）に作用するドーパミン拮抗薬 1，２２７種の構造をもとにＴＦＳを入力

シグナルとした活性クラス分類のための人工ニューラルネットワークを作

成し，学習実験を行ったところ 87％の化合物について活性クラスを正し

く学習した．また，学習済みモデルをもとに，別途用意した予測集合 137

化合物の予測を試みたところ，79％の化合物の活性クラスを正しく予測

できることが明らかとなり，化学構造からの活性クラス分類における構造

記述子としての TFS の有効性が示された． 

今後の計画と見通し 

これまでの解析から，生成部分グラフに対し質量数を用いて特徴づけを

行った TFS が有効であることが判明している．リスク評価レポートには

様々な参照事例が不可欠であり、引き続き試行対象を拡大するとともに

より大規模な実データを用いながら検討を重ねる必要がある. 計画とし

ては 120,000 件の治験薬データベースを対象にグラフ構造から

Topological fragment spectra (TFS)を生成し，活性クラス識別のためのモ

デルの改良・改訂を進めるとともに、TFS 法を基礎に，これらを対象とした少数の例外分子からの類似分子検索を可

能とする．また，リスク評価に寄与する構造特徴の詳細を明らかにするためのシステムも合せて開発を進める． 

連絡先 

高橋由雅 （研究分担者） 
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１丁目１ 豊橋技術科学大学 知識情報工学系  
電子メール：taka@mis.tutkie.tut.ac.jp；  電話: 0532-48-6878；  ＦＡＸ：0532-48-6873 

大容量化学データ可視化ツール MolSpace 

 
TFS の 3 次元仮想空間とプローブ分子近傍部分空間
の拡大外面例 

人工ニューラルネットワークによる 
         活性クラス分類 

MDDR
DB

薬物構造デ
ータベース

Dopamines: 1,364drugs
D1 Antagonists (173 )
D2 Antagonists (430 )
D3 Antagonists (254 )
D4 Antagonists (574 )

＊重複するものあり

活性クラス識別活性クラス識別

TFS-DBの作成TFS-DBの作成

TFS-DB訓練集合： 1227 件訓練集合： 1227 件

TFSデータベース

訓練集合：1,227
予測集後： 137

MDDR
DB

薬物構造デ
ータベース

Dopamines: 1,364drugs
D1 Antagonists (173 )
D2 Antagonists (430 )
D3 Antagonists (254 )
D4 Antagonists (574 )

＊重複するものあり

活性クラス識別活性クラス識別

TFS-DBの作成TFS-DBの作成

TFS-DB訓練集合： 1227 件訓練集合： 1227 件

TFSデータベース

訓練集合：1,227
予測集後： 137

 
学習結果（認識率）　８７．１　％学習結果（認識率）　８７．１　％

予測結果（予測率）　７８．８　％予測結果（予測率）　７８．８　％  

TFS法によるドーパミンをQueryとした場合の類似構
造検索の結果。（ユークリッド距離を評価尺度とし
て用いた場合の上位２０化合物の化学構造）

TFSによる構造類似性検索

TFS法によるドーパミンをQueryとした場合の類似構
造検索の結果。（ユークリッド距離を評価尺度とし
て用いた場合の上位２０化合物の化学構造）

TFSによる構造類似性検索
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PROSITE 中の配列モチーフの例 
モチーフ パターン 
Kringle [FY]-C-R-N-P-[DNR]. 
Zinc finger 
C2H2 

C-x(2,4)-C-x(3)-[LIVMFYWC]-x(8)-H-x(3,5)-H. 

EF-hand D-x-[DNS]-{ILVFYW}-[DENSTG]-[DNQGHRK]-{GP}-
[LIVMC]-[DENQSTAGC]-x(2)-[DE]-[LIVMFYW]. 

 

モチーフ構造の例 （EF-hand モチーフ） 

三次元モチーフ辞書作成の基本概念図 

(A03-10-5) タンパク質構造マイニングのための三次元モチーフ辞書の作成 

研究分担者 加藤 博明 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 
      高橋 由雅 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 
研究協力者 宮田 博之 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 
      近松 信一 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

背景とねらい 

ヒトゲノム計画の進展，並びにタンパク質構造決定技術の進

歩に伴い立体構造のデータは急速に増加しており，その構

造データベースはタンパク質の構造と機能との関係解明な

ど分子生物学上の新たな知識獲得のための基本要素とし

てその重要性はますます高まっている．しかし，タンパク質

構造の巨大さや複雑さ，さらには近年の急激なデータ数の

増大から，モチーフと呼ばれる生体機能発現に重要な局所

構造特徴（右図はカルシウム結合に関連する EF-hand モチ

ーフの例）の手動による検索やその特徴解析はほとんど不

可能となっている．本研究では三次元分子構造特徴解析

に基づく知識発見の視点から，(1) Bairoch によるアミノ酸配

列レベルのモチーフデータベース PROSITE に対応する三次元モチーフ辞書を作成し，(2) これを利用したタンパク

質三次元構造特徴の系統的な解析（タンパク質構造データマイニング）を行なうことを目的とする． 

研究計画とアプローチ

上表のように PROSITE では，配列モチーフを一種の正規表現を用いてパターンとして定義している．ここでは Protein 

Data Bank (PDB)に登録されている三次元構造既知のタンパク質構造情報を対象にPROSITEで定義された配列モチ

ーフ部位を検索し，その対応する三次元部分構造をデータベースファイルへと集積する（左下図）．ここで作成するプ

ログラムではユーザの目的によって対話的あるいはバッチ的な使い分けができるように工夫する．ある配列パターンに

対応する三次元部分構造が複数（一つのタンパク質構造中に複数のモチーフ部位がヒットする場合も含む）存在し，

これらが本質的に異なる三次元パターンを持っていることも考えられる．そこで，これら共通の配列パターンを持つ複

数の対応三次元構造を定量的に比較・分類し，

各配列モチーフに対応する代表三次元幾何

パターンを決定する方法について検討する．

一方，筆者らはこれまでにグラフ論的な部分構

造検索技法に基づく三次元モチーフ検索アル

ゴリズムや三次元共通構造特徴（新規モチー

フ候補部位）の自動認識に向けての基本アル

ゴリズムの開発を進めてきた．三次元モチーフ

辞書に集積された対応三次元部分構造（特に

代表パターン）を基礎とし，これらのプログラム

を用いて周辺環境も含めた三次元構造特徴解

析を試みる．
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相違度行列による三次元パターン分類 

EF-hand モチーフの三次元対応部位 

 
検出された EF-hand 対応部位

（配列情報： DLTCNDYISVFEF）

主要成果 

三次元パターン分類： 本研究では，二つの部分構造内の対応す

る２点（アルファ炭素原子）間のユークリッド距離の平均誤差を構造

間の相違度の尺度と定義し，共通配列パターンを持つ一群の三次

元部分構造に対して相違度行列を生成し，これをもとに構造クラス

分類を行なった（右図）．次に，当該クラス中の他の全ての部分構

造との相違度の和が最小となるものをそのクラスの代表幾何パター

ン（クラスの情報を反映する最も平均的な三次元構造）と定義した．

右図の場合，A・C・D の三つの部分構造が属するクラス(1)の代表パターンは D，クラス(2)は B（自明）と決定される． 

三次元モチーフ辞書の作成と特徴解析： PDB から任意に抽

出した 902 種のタンパク質からなるテストデータセットに対して，

PROSITE の利用可能な全パターン 1,299 件を対象に三次元構

造モチーフ辞書の作成実験を試みた．その結果，少なくとも一

つの三次元部分構造がヒットした配列モチーフは 464 件であっ

た．例えば，前述した EF-hand モチーフに対応する部位は延

べ12個（一つのタンパク質構造中に複数のモチーフ部位がヒッ

トするものも含む）検索され，これらは左図のように三つの構造

クラスに分類された．このうち第１のクラスには 10 個の部分構造

が属し，その代表パターンは 2SCPA (D104-Y116)と決定された．一方，他の二つのクラスはいずれも属する部分構造

が一つのものであった．これら（1GAI (D403-L415) 及び 1GOH (D75-V87)）について調査したところ，そのタンパク

質の機能や周辺環境（カルシウムイオンや，E, F と呼ばれる前後の二つのへリックスの存在から，本モチーフに該当し

ないノイズ成分であったことが確認された． 

三次元パターン検索： この EF-hand の主要クラスの代表パターンを質問構造として，

三次元構造情報をキーとしたデータベース検索を試みたところ，配列をキーとしたこ

れまでの検索ではヒットしなかったものがいくつか検索できた．このうち，1B47A 

(D229-F241)は PROSITE のパターン定義とはわずか１残基異なるものの（右図），同

様の機能を持つタンパク質であり EF-hand モチーフの対応部位であることが明らかと

なり，三次元構造特徴解析における本法の有用性が示された． 

今後の計画と見通し 

利用可能な最新の PDB の全データセットを対象とした三次元モチーフ辞書の構築を行なうとともに，集積したデータ

を操作するためのユーザインターフェースも併せて整備する．また，三次元モチーフ検索の結果も踏まえて，配列アラ

イメントでのギャップ（あるいはスペーサ）としての意味しか持たない部分など，構造的に重要でない部分を除外し，情

報の精選を行なう．また，アミノ酸残基や二次構造セグメントを基礎とした構造表現とは別に，特定種類のアミノ酸残

基の三次元空間配置に注目したフィルタリングなど，三次元構造特徴探索のための新たな手法の開発を目指す． 

連絡先 

加藤 博明 （研究分担者） 

〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1 豊橋技術科学大学 知識情報工学系 

電子メール：hiro@cilab.tutkie.tut.ac.jp；  電話：0532-44-6876；  Fax：0532-44-6873 
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背景とねらい 

「有用な知識」つまり、利用者にとって理解が容易であり、

目的に応じて的確に使用できる知識を得るための科学的手

法を研究する。そのような知識が人に定着する為には、人

の創造性を刺激し利用者自身が知識を発見し獲得するのを

支援する方法が必要となる。われわれは知識の候補を供給

するシステムと、それを解釈・選択・利用する専門家との

インタラクションを通じて知識を評価・選択できるような

方式を確立したいと狙っている。 利用者個人あるいはグ

ループ全体が発揮する感性を活かし、従来研究されてきた

データに基づく客観的なだけの知識を尊ぶ考えを超え、人

の主観的な「気づき」の効果を導入していく。 
 
研究計画とアプローチ 

生体の特徴は、ホメオスタシスとゆらぎの２面を持ってい

る点であり、そこから得られる情報にはあいまいさが存在

する。例え測定が正確であっても、真の姿を捉らえること

は困難である。病的な状態では特定のパターンが出現する

ことで診断が可能となるものの、病態の成因もまた多くの

要因が関連し因果関係の特定も困難な場合も多く、臨床検

査データの判読は容易ではない。今日の医学教科書は、要

素還元的な記述にとどまっており、複雑系として捕らえた

病態モデルとしての理解が必要であると指摘できる。デー

タマイニングによる医学データ解析への接近は、この契機

となる可能性が高い。医療応用においては、 

- 既存の医学知識を再評価して複雑な知識構造を確立し

て得られる、確実な医療を実現する知識 
- 医学の飛躍的進展に寄与する意外性の高い知識 
の両面の知識発見への要求がある。この両面について、知

識を発見する手法を確立するのがここでの狙いである。こ

のうち証拠に基づく医療（Evidence-Based Medicine，EBM）

では前者の確実な知識ベースの構築が急務と考え、チャン

ス発見においては後者を狙い希少事象の説明を主眼におく。 

 

 

 

 

 

知識の評価と選択においては、知識に関する選好やUtility

による評価も重要である。そこには当然、専門家の主観的

判断が含まれる。実際、知識発見のタスクにおいては、「あ

たりまえ」と「無意味」の境界上に「有用な知識」が存在

することは良く知られている。 

<<確実な知識へ：メタアナリシスとメタラーニング>> 

1995 年の Science の論説で、次々と発表されては否定され

る疫学研究について問題が提起され、疫学者・医学統計学

者に対するインタビューによりその原因が探られた。この

リスクを回避するために、30 以上の類似研究をまとめて評

価することが提案されている。ここで、複数の独立した類

似の研究結果を分析するメタアナリシス手法が用いられる。 

 メタアナリシスでは、同じ命題に関する複数の研究で矛

盾する結果が得られている場合に、研究結果に示される統

計量を統合し、全体の方向性を導くことができる。しかし、

データマイニングで得られる複雑な知識や仮説の構造は、

統計量の統合手法であるメタアナリシスで扱えない。われ

われは、異なるトレーニング用データで学習し検証用デー

タを通して知識を統合していくメタ学習を取り入れ、研究

者・研究施設を超え人の持つ背景知識と融合した仮説を得

て評価する手法を構築した。 

<<新たな気付きへ：チャンス発見手法の開発と適用>> 

チャンス発見とは「意思決定を左右する事象・状況（チャ

ンス）に気付き理解すること」である。たとえば，病気の

症候などは負の利得を持つチャンスである。まだ広く気付

かれていないチャンスの背景には，人の意思決定に影響を

与える未知な要因が潜んでいる。そこでは、まだ見ていな

い環境や未知要因を観察したり，人の関心を新たなチャン

スに向けて理解させていく心的コンテキストの遷移が焦点

となる．データマイニングツールはこの遷移を助けるもの

と位置づける。 

チャンス発見の二重螺旋モデルでは図１のように、人が

進んでいく螺旋過程（関心→理解→行動の決定・提案→評

(A03 計画研究)  ヒューマン・システム・インタラクションに基づく知識の評価と選択 
研究代表者 大澤幸生（筑波大学） 
研究分担者 寺野隆雄（筑波大学） 吉田健一（筑波大学） 
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価→新たな関心という繰り返しを経て，チャンスの意義を

正しく理解して行く）と平行して，計算機がデータの受理

とデータマイニングを繰り返す螺旋過程を経ながら両者が

情報を交換していく．ヒトの思考中も，その思考内容のう

ち観察できる部分は計算機向けのデータとして蓄積されて

いく並列動作が、二重螺旋と呼ぶ由来である。 

 

主要成果 メタ学習の方法では、複数のデータマイニ

ング手法の適用結果からマイニングに関する知

見を得た上で，構造方程式モデリングを利用して

背景知識を加味した因果モデルを構築した所与

のデータと背景知識の両方を反映した因果モデ

ルを構築できた．予測システムとして実用化を図

るために，その予測性能について各マイニングモ

デルと比較したところ，データへの適合度も良好

で，ICG データの予測性能においても線形回帰モ

デルと同程度の予測精度および同質の予測値を

与えることが確認できた。 

またチャンス発見のアプローチでは、二重螺旋をマーケ

ティングやアンケート調査に適用した結果，顧客の購買

（POS）データからスーパーマーケットの購入金額増加の鍵

となる商品を見出したり，その店の経営状態の主たる変化

を示す予兆を発見することができた．現在、同じ手法を医

療データに応用する作業を行っている。図２はその途中段

階で検査項目間の関係を図示したものだが、CHE, T-CHO な

どがGPT増加の予兆となっていることがわかる。GPT増加群

以外ではこの現象は見られない。 

 

今後の計画と見通し 上の方法をさまざまなデータにつ

いて融合・適用して検証する。医療データの場合、最終的

には客観的な知識を獲得する問題となろう。これと、発見

者の解釈次第で実世界へ影響が異なるマーケットデータと

の関連を見出し、アクティブマイニングがどのような場面

でどのような方法により役立てられるものか一般論として

も確立してゆく。 

 

新しい
チャンス
への関心

チャンスの理解

発案

行動
行動の評価

チャンス
への関心

以前の行動の評価

＄￥
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環境データ
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人の螺旋
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図１.チャンス発見のための２重螺旋プロセスモデル 

 

 

a. GPT 上昇前 

 
b. GPT 上昇後（NA, CHE, T-CHO などが上昇） 

図 2.χ値キーグラフによる GPT 上昇前後の患者変化 

連絡先：大澤幸生（研究代表者） 

〒112-0012 文京区大塚 3-29-1 筑波大学ビジネス科学研究科 Fax: 03-3942-6829, 電子メール osawa@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp
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背景とねらい 
有益な書物が難解であることがあるように、「有用な情報」

が利用者にとってただちに理解できるほど容易である必要

は無い。むしろ、難解な書物を想像力を駆使しながら読む

のと同様に、にわかに理解できないような変化を暗示する

予兆のような情報でも、その有益さを正しく効率的に理解

できるような人のプロセスを編み出すことに意味があるこ

とが多い。その結果、情報の理解者は他の人にも理解可能

な「有用な知識」を表現できるようになるわけである。 
一方、従来「データマイニングは、使用する前に目的を

明確にしなければ使えない」という誤解から、ユーザがデ

ータに潜む有益な情報を逸してきた面が強い。データには

そもそも、価値のある目的を人に気付かせる力を潜在的に

持っているにも関わらずである。この研究では関心と目的

の深化・データの取得・理解・行動の提案というサイクル

が、新たなサイクルを呼び出しながら進展してゆくアクテ

ィブなマイニングプロセスを開発する。 

 

2002/8/23

Age60 tech
-100freq

世帯利用

個人利用

ISDN利用

購入計画中！

PHSから携

帯に？

データビジュアライザ：キーグラフなど、データ中の事象共起関係

の視覚化をベースとしたツールが組み合わせて使える。人と計算機

が協調してクラスタ化することにより、高額ITツールの購買に先

立つ予兆としてPHSから携帯への買い替えを見つかった例。 

 

 
 
 
 
 

2002/8/23

ヒト

コンピュータ

前処理・変換

行動の選択・提案

解釈

予兆への関心

予兆の意義理解

予兆の評価

観察

データ選択1 データマイニング(DM)

周辺情報

中心情報

パターン有効データ 変換後データ

データ選択2 

「目的」の発生,  
具体化

データ

予兆発見プロセス：Chances come to a prepared mindといわれる

ように、難解な予兆情報の理解にはまず、関心の高まりが必要とな

る。これは後述のチャンス発見にも適用できるモデルである。 

 

 

 

研究計画とアプローチ 
ユーザは、自分の潜在的な目的に気付きこれを満たすデー

タを得て解析し、自分の目的にあう部分を理解してゆく。

本研究で開発するデータビジュアライザ（視覚化システム）

は、人の創造性を刺激し利用者自身が知識を発見し獲得す

るのを支援する。これはデータの中で稀な事象も含めての

背景構造を視覚化するツールであり、それを解釈・選択・

利用する専門家とのインタラクションを通じて知識を評

価・選択できるような方式を確立してゆく。利用者個人あ

るいはグループ全体が発揮する感性を活かし、従来研究さ

れてきたデータに基づく一般性を有し客観的な知識のみを

取る考えを棄て、人の主観的な気付きを有効に利用する。

すなわち、主観こそ客観的知識の発芽であると考える。 

 

(A03-11-1)  チャンス発見のためのデータビジュアライザ 

研究代表者 大澤幸生（筑波大学） 
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医学において、人体を複雑系として捕らえた病態モデルとしての理解が必要である。なかでも特に(1)既存の医学知識を再

評価して複雑な知識構造を確立して得られる、確実な医療を実現する知識と(2)医学の飛躍的進展に寄与する意外性の高い

知識の両面の要求がある。このうち(2)の手法を確立するのが、ここでのターゲットとなる。

 

<<新たな気付きへ：チャンス発見手法の開発と適用>> 

「意思決定を左右する事象に気付き理解すること」をチャ

ンス発見と呼ぶ。病気の症候は負の利得を持つチャンスで

ある。データビジュアライザは、まだ見ていない環境や未

知要因に，医師の関心を向させ理解させていく心的コンテ

キストの遷移のための支援ツールといえる。 

チャンス発見の二重螺旋モデルでは図１のように、人が進

んでいく螺旋過程（関心→理解→行動の決定・提案→評価

→新たな関心という繰り返しを経て，チャンスの意義を正

しく理解して行く）と平行して，計算機がデータの受理と

データマイニングを繰り返す螺旋過程を経ながら両者が情

報を交換していく．データビジュアライザは、この人が効

率的に螺旋を上がっていくための刺激情報を与える。 

 

 

a. GPT上昇前 

 
b. GPT上昇後（NA, CHE, T-CHO などが上昇） 

 

新しい
チャンス
への関心

チャンスの理解

発案

行動

行動の評価

チャンス
への関心

以前の行動の評価

＄￥

DM-a

主体データ
受理

環境データ
受理

DM-b

環境データ
受理

コンピュータの
螺旋

主体データ
受理

DM-a

協働者との対話

環境･ 顧客･患

者との相互作用

主体データ
受理

DM-a

人の螺旋

＄￥

チャンス発見のための２重螺旋プロセスモデル 

主要成果 二重螺旋をマーケティングやアンケート調査

に適用した結果，スーパーマーケットの購入金額増加の鍵

となる商品を見出したり，その店の経営状態の主たる変化

を示す予兆を発見することができた．現在、同じ手法を医

療データに応用する作業を行っている。左図はデータビジ

ュアライザの一部である「χ値キーグラフ」によるGPT上

昇前後の患者変化を、その途中段階で検査項目間の関係を

図示したものだが、CHE, T-CHOなどがGPT増加の予兆とし

て見出される。GPT増加群以外でこの現象は見られない。 

 

今後の計画と見通し 多忙な医師と、やはり多忙なチャ

ンス発見プロセス支援者である筆者との密なインタラクシ

ョンが必要となってしまう二重螺旋システムの限界として、

深い理解に到達するまでの時間がかかってしまう。人と人

のインタラクションをこの二重螺旋プロセス上で加速させ

るにはどのようなインタフェースにしてゆくか、という視

覚化効果を中心とした研究が次の本質的な課題となる。 

 

連絡先  大澤幸生 （おおさわ ゆきお） 

〒112-0012 文京区大塚 3-29-1 筑波大学ビジネス科学研究科 

Tel: 03-3942-7141 Fax: 03-3942-6829,  

電子メール osawa@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp 
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(A03-11-2)  ヒューマン・イン・ループ型の知識評価手法の開発 
研究分担者 寺野 隆雄（筑波大学） 

 

背景とねらい 
アクティブマイニングの実現には，システム側からの情

報源への積極的な働きかけ，目的に合致した質の高い知識

の効率的な発掘と効果的な提示，ユーザ側からのシステム

側への迅速なフィードバックの３つの観点が重要である。 
 本研究では、アクティブ・マイニング・プロセスの中に

積極的にユーザが関与することで、マイニング・プロセ

ス全体を効率化し、さらに、得られた知識の妥当性評

価 を 行 え る フ レ ー ム ワ ー ク を 構 築 す る 。 こ れ を 、

Knowledge Validation with Human-in-a-Loop（ヒュー

マン・イン・ループ型の知識評価手法）と呼ぶ。この基

本的な考え方を図１に示す。 

本研究では、このための方法論と支援ツールを実

現し、同時に具体的な分野に適用して、その有用性

を実証することをねらいとする。適用分野としては、工

学的システムとしての理解が重視されるプラントにお

けるマイニングと専門化の経験的知識が重視される

医療分野をとりあげる。 

 

図 1 知識評価手法のフレームワーク 

 

研究計画とアプローチ 
 本研究の技術的・理論的な側面では、1)機械学習手法の深

化と 2)仮説検証型・生成型の統計手法の統合とを課題とす

る。 

項目 1)については、進化計算手法として有望視されてい

る学習分類子システム(Learning Classifier System)の高度化と

対話型進化計算手法(Interactive Evolutionary Computation)の

確立とをめざす。学習分類子システムとは、プロダクショ

ンシステムによるルール(分類子)実行部、強化学習によるル

ール学習部、遺伝的アルゴリズムによるルール生成部の３

つの構成からなる複合型の問題解決システムである。対話

型進化計算手法とは、遺伝的アルゴリズムにおける選択操

作にユーザの介入を積極的に導入する方法である。いずれ

も、アクティブ・マイニングを実現するための基礎技術に

なりうる。 

一方、項目 2)については、複数専門家からの共通因果モデ

ルの構築を目標に、モデル構築のプロセスを，メタ学習

のフェーズとモデル構築のフェーズに分け，データお

よびユーザの背景知識から支持される因果モデルの

構築をめざす．メタ学習のフェーズでは，データマイ

ニング手法として線形回帰分析、ニューラルネットワ

ーク、帰納学習などを利用し，データセットに潜在す

るマイニング目標の予測可能性を検討する。モデル

構築のフェーズでは，仮説検証型の構造方程式モ

デリングを改良して用いて，メタ学習の結果と背景知

識に基づき因果モデルを構築する． 

対象分野としては、以下の２つを設定する。  

第１に、連続プラントを対象とした大量の時系列データ

から，プロセス応答モデルを構築する．また現在の操業デ

ータから将来データを予測するプロセス予予測モデルと，

運転員に対するプラントの操作ガイダンスを行うプロセス

制御ルールの発見的探索手法を開発する．モデルの基本的

な考え方は，時系列データ間の相互相関係数最大化，ニュ

ーラルネット時系列予測，MDL(Minimum Description Length)

基準と改善率にもとづく相関ルールの分類子学習である．

本解析手法を用いて，バイオプラントにおける実プロセス

データを解析し，プロセス応答モデルの予測性能の有効性

を実証する． 

第２に、プロジェクト全体の共通データである肝炎デー

タベースの分野を対象に、肝臓の異物排泄機能試験の

ひとつである ICG 検査（インドシアニングリーン試験）
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の成績を，肝機能を反映する他の臨床検査データか

ら予測する手法の実用化である．検査データの予測

モデルの要件には，その予測精度ばかりではなく，モ

デルの内部構造に関して医学的な意義が求められる．

モデルの振る舞いについてユーザが容易に理解でき

ることが求められている．この要件に応えるためには，

データマイニングで得られた結果を単に選択・受容す

るだけではなく，ユーザが積極的にモデル構築に関

与する必要がある． 

 

主要な成果 

１）プラントデータ時系列への適用 

 図２のような構成の連続プラントから定時的に得られる

大量の時系列データに提案した手法を適用した。 

 

図２ 対象とした連続プラントの構成 

図３ プラントの時系列データ（基準化後） 

 

時系列データは図３のように複雑なもので、プラントの精密な

物理モデルなしでは、従来の方法では知識を獲得することは不

可能である。提案手法の適用結果、以下のような理解容易で単

純かつ有用な知識が獲得されている。 

IF 25% < F3 <= 50% and 75% < F4 and F3 is down 

    then 75% < T2 (F3流量が25%超50%以下，かつF4流量が75%

超，かつF3流量が減少しているならT2温度が75%超になる) 

２）肝機能検査データへの適用 

 提案手法を適用した、肝機能の予備能力に関連する臨床

検査項目について，データおよび背景知識から支持される

因果モデルを構築した。ここでは，構築した因果モデルを，

肝臓の異物排泄機能検査である ICG 検査（インドシアニン

グリーン試験）の成績を他の臨床検査データから予測する

システムとして実用化することを想定し，ICG 値の予測問題

として取り扱った．因果モデルを構築した結果、図４のよう

な単純なモデルが十分な説明力をもつことが判明した。 

  

図４ 獲得した肝機能の予測モデル 

 

今後の計画と見通し 
 利用者参加型の知識評価方法を構築するために、さらに、

学習分類子システムに関する理論的な研究と適用分他の拡

大、複数ユーザが参加する対話型計算手法の開発、メタ学

習と複数専門家によるモデル構築手法の確立が課題として

残っている。また、プラントデータ、医療データの適用分

野についても、詳細な実証研究が必要である。 

いずれも十分な成果が得られる見通しであり、今後の研

究に関しても基本的な考え方を継続する予定である。 

 

連絡先  寺野 隆雄 （てらの たかお） 

〒112-0012 文京区大塚 3-29-1 筑波大学ビジネス科学研究科 

Tel: 03-3942-6855 Fax: 03-3942-6829,  

電子メール terano@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp 
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