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はじめに

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た
ものです．
周知の通り，通信技術を含む計算機ハードウェアの急速な進歩により，大量情報が各種ネッ

トワークを流通する時代に突入しました．この状況は，情報洪水にたとえることができます．
実際，１）膨大な情報空間のどこを見ればよいのかが分からない，２）見る場所が同定でき
ても，その中から目的にかなった価値ある知識を簡単には取り出せない，３）状況変化に即
応できず，頻繁な知識の更新に対応できない，などの大きな問題がクローズアップされてい
ます．情報収集・データ解析・目的設定変更のサイクルが高速回転し，個人も組織も情報洪
水の中で疲弊しているのが現状です．
このような状況を打破するために，新しいマイニングの枠組み「アクティブマイニング技

術」を実現することを目的として，本特定領域研究がスタートしました．アクティブの名が
示す通り，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実現
を標榜しております．
この特定領域研究には我国を代表するデータマイニングの研究者が多数参加し，上記した

３つの課題に対応して，以下に示す３つの研究班を構成し，相互の有機的な連携を取りなが
らマイニングのための方法論を研究開発しています．

（A01班）アクティブ情報収集

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技術を，メタ情報源の活
用，ヒューリスティック探索知識の活用，機械学習法の活用など，最新のＩＴ技術を駆
使して開発する．

（A02班）ユーザ指向アクティブマイニング

多様な形式や多種の情報源に対応できる，汎用性と状況の変化に対応できる柔軟性を
持つマイニング手法を開発する．とくに，テキスト情報に代表される半構造化データ，
巨大分子化学情報・ネットワーク情報に代表される構造化データからのマイニング，こ
れら個別のデータに最適なマイニング手法の自動構築，状況変化検知に強力な例外性
の発見技術に注力する．

（A03班）アクティブユーザリアクション

具体的な問題領域（医療，化学薬品）を対象にマイニングシステムを構築し，発掘した
知識を，ユーザにとって有用なものとするための仕組（知識の表示法，評価手法，ユー
ザからの効果的なフィードバックの手法）を具体化する．

このような目標の下に，これらの３つの機能を統合して得られる相乗効果により，知の上
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昇スパイラルを実現し，情報洪水から人々を救出する有力な手段を提供したいと考えており
ます．
本報告書は，本特定領域研究「アクティブマイニング」における平成１４年度の研究成果

と研究活動をまとめたものです．今年度に入り，共通データ解析の結果も軌道に乗りはじめ，
特記すべき成果も出はじめました．最初に，全体の企画・調整・評価を主な任務とする総括
班の活動と今年度の成果の概要，来年度の計画をまとめ，以下，各班毎に計画研究の成果を
報告します．なお，総括班としての活動の詳細は本特定領域研究のホームページ

<http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/activemining/>

にありますので，そちらもご参照下さい．
最後に，本特定領域研究を支えて下さった関係各位に厚くお礼を申し上げますと共に，本

研究のいっそうの発展のために，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 15年 3月
　 特定領域研究「アクティブマイニング」
　 領域代表者　元田　浩
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総括班 活動報告

領域代表者 元田 浩 (大阪大学産業科学研究所)

1 研究目的と研究計画
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」の総括班として，領

域全体の企画・調整・評価を行い，本特定領域研究が所期の目的を達成するように研究活動
を総括するのが目的である．具体的には，以下の研究活動を計画し実施した．

1) 総括班会議の開催

2) 代表者会議の開催

3) 班会議，複数研究グループ間の会議，共同作業の開催

4) 研究会の企画と成果の発表

5) ホームページの運用

6) アクティブマイニング特集号の刊行

7) アクティブマイニング編集書の出版と教科書の企画

8) 国際ワークショップの開催と企画

9) 研究成果発表会と報告書の刊行

10) 領域内における各計画研究間の連携と成果の総括

1.1 総括班会議と代表者会議

領域全体の企画・調整・評価等を行なうための総括班会議を 2回開催した．第 3 回会議は，
平成 14年 8月 8日に大阪市立大学文化交流センターで開催し，平成 14年 5月に釜山で開催
した代表者会議以降の進展，成果概要を議論し，本特定領域研究の今年度の全体計画，共通
医療データと各班の取組み，各計画研究の今年度の計画と協力体制を議論した．また，8月
ならびに 12月に開催した国際ワークショップの準備情況を確認し，来年度以降の国際ワーク
ショップの企画を立案した．さらに，今年度の後半の研究会開催 (平成 15年 3月)を企画し
た．第 4回会議は，平成 15年 3月 14日に大阪市立大学文化交流センターで開催し，本年度
の活動を総括し，来年度の活動計画を策定した．
具体的な研究遂行上の諸問題，各計画研究間にまたがる技術的な細部を議論するため代表

者会議を 2回実施した．第 4回会議は，平成 14年 5月 25日に韓國海洋大學校で開催した．各
計画研究代表者から研究の進捗状況を報告してもらい，問題点を議論した．また，8月なら
びに 12月の国際ワークショップの運営体制（招待講演者の決定など）を策定した．第 5回会



議は平成 14年 11月 1日熱海聚楽ホテルにて開催した．9月 12日に実施された中間ヒアリン
グの結果（評価A），共通医療データ解析の進捗状況を報告し，問題点を整理した．さらに，
今年度の残りの計画の詳細を決定した．

1.2 班会議，複数研究グループ間の合同会議，共同作業の開催

各計画研究の進捗状況の把握と班内の計画研究間の調整を図るため，以下に示す班会議,

複数研究グループ間の会議，共同作業を計 13回実施した．

[1] 平成 14年 6月 7,8,9日に大阪大学産業科学研究所にて計画研究A02-05(元田），計画研
究A02-07(鈴木），千葉大学附属病院の専門医（横井医師）の合同検討会を開催し，共
同作業により肝炎データを解析した．今までの成果を概観し，あらたな前処理を工夫
し，マイニングを実施し，発見された知識を評価してもらい，今後の方針を策定した．

[2] 平成 14年 6月 21日にA01班，A02班の合同班会議を国立情報学研究所にて開催した．
各計画研究の進捗状況を報告し，情報収集班とマイニング班の肝炎データ解析を通し
た連携の方策を議論した．

[3] 平成 14年 7月 5日に大阪大学産業科学研究所ににて，研究計画A02-05（元田），計
画研究 A03-10（岡田）の合同研究会を実施し，化学薬品データ解析に関する成果報
告と今後の方針を打合せた．

[4] 平成 14年 8月 29日に横浜国立大学にて計画研究A02-07（鈴木）の肝炎データからの
発見知識を千葉大学附属病院の専門医（横井先生）と共に検討し，必要な前処理を実
施し，今後の目標を設定した．

[5] 平成 14年 9月 13日に千葉大学附属病院にて，計画研究A02-07（鈴木）と専門医（高
林，横井医師）の合同検討会を実施し，その後の進展結果を議論し，必要な前処理を
さらに追加し，新たな目標を設定した．

[6] 平成 14年 10月 9日に計画研究A01-03（北村），計画研究A02-06（山口）の合同検討
会議を大阪市立大学医学部医学情報センターにて実施し，計画研究A02-06 より得ら
れた肝炎データマイニング結果に関して，専門医（朴医師）を交えて，解析と評価を
実施した．また計画研究A01-03から発見ルールフィルタリングシステムのデモを実
施した．

[7] 平成 14年 11月 11,12日に函館ハーバービューホテルと函館大沼プリンスホテルにて，
計画研究 A02-07（鈴木）と千葉大学附属病院の専門医（横井医師）の合同検討会を
実施し，前回の会合からの進展を議論し，前処理のさらなる工夫を実施した．

[8] 平成 14年 11月 18日に大阪市立大学医学部医学情報センターにて計画研究 A01-03

（北村），計画研究A02-06（山口），計画研究A02-08（松本）の合同検討会を実施し，



A02-06計画研究より得られた肝炎データマイニング結果に関して，医療情報の専門
医（朴医師），肝炎の専門医（羽生医師）を交え，討論した．

[9] 平成 14年 12月 8,9日に前橋テルサにて計画研究 A02-07(鈴木）と千葉大学附属病院
の専門医（高林，横井医師）との合同検討会を実施し，前回の会合からの進展を議論
し，今後の研究計画に反映させた．

[10] 平成 14年 12月 20日に計画研究A01-04（沼尾）の肝炎データのマイニング結果を千
葉大学附属病院の専門医（横井医師）に評価してもらった．

[11] 平成 15年 1月 10日に奈良先端科学技術大学院大学にて計画研究A01-03（北村），計
画研究A02-08（松本）の合同検討会を実施し，発見ルールフィルタリングシステムの
文献検索精度向上に関し議論した．

[12] 平成 15年 1月 31日に千葉大学附属病院にて計画研究A02-07（鈴木）と専門医（横須
賀，今関，野村，高林，横井医師）の合同検討会を実施し，これまでに発見された肝
炎データに関する知識を評価し，今後の研究計画を議論した．

[13] 平成 15年 2月 9,10日に大阪大学産業科学研究所にて計画研究 A02-05(元田）と千葉
大学附属病院の専門医（高林，横井医師）の合同検討会を開催し，共同作業により肝
炎データを解析した．今までの成果を概観し，あらたな前処理を工夫し，マイニング
を実施し，発見された知識を評価してもらい，今後の方針を策定した．

1.3 研究会の企画と成果の発表

平成 14年 5月 23,24日に人工知能学会第 56回知識ベースシステム研究会と情報処理学会
第 128回知能と複雑系研究会の合同研究会にて，アクティブマイニングの特集を企画し，本
特定領域の全計画研究から成果を発表した．また，その成果を平成 14年 5 月 28～31日に開
催された第 16回人工知能学会全国大会でのAIレクチャと研究会特別セッションにて報告し
た．平成 15年 3月 13,14,15日に電子情報通信学会人工知能と知識処理研究会，第 132回情
報処理学会知能と複雑系研究会，第 52 回人工知能学会人工知能基礎論研究会，第 60回人工
知能学会人工知能知識ベースシステム研究会との合同研究会にてアクティブマイニングの特
集を企画し，本特定領域の全計画研究から成果を発表した．両合同研究会とも本特定領域研
究以外の発表も含め，それぞれ，33件，37件と多数の発表があり，アクティブマイニング
に対する関心の高さを確認できた．

1.4 ホームページの運用

総括班としての活動の詳細を紹介するために，本特定領域のホームページ

<http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/activemining/>

にて，全体計画の概要，総括班会議，代表者会議，班会議の議題と議事録，研究会のプログ
ラムなどの詳細を掲載している．これらの内容は成果の進展に応じ，順次更新している．ま



た，各計画研究のホームページへのリンクが張ってあり，個別の研究の進捗状況と成果内容
も公開している．

1.5 アクティブマイニング特集号の刊行

人工知能学会誌平成 14年 9月号 (Vol.17, No.5)に本特定領域研究の概要と医療データ解
析に関する解説記事をまとめたアクティブマイニングの特集号を刊行した．本特定領域研究
の成果を中心とする国内のアクティブマイニングの最新の研究成果は人工知能学会論文誌
(Vol.17)に掲載した．

1.6 アクティブマイニング編集書の出版と教科書の企画

国内のアクティブマイニングの成果を世界に発信するため，平成 13年度に開催した研究会
で発表された論文の中から 27件を選定し，IOS Pressからアクティブマイニングに関する英
文の編集本, H. Motoda (ed.), “Active Mining - New Directions of Data Mining -”, Frontiers

in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press (2002) を出版した．また，本特定領域
研究の代表者 (元田），班長（沼尾，山口，津本）との共著のデータマイニングの教科書の執
筆の企画書を情報処理学会教科書委員会に提出し，受理された．

1.7 国際ワークショップの開催と企画

本特定領域研究の活動の国際化の一助のため，次の国際ワークショップを 2件開催した．
平成 14年 8月 18～22日に学術総合センターにて開催された第 7回環太平洋人工知能国際会
議にて，アクティブマイニングを主要課題とする知識獲得ワークショップを併設開催し，本
特定領域から成果を発表した．また，平成 14年 12月 9～12日に前橋テルサにて開催された
IEEEのデータマイニング国際会議にて，アクティブマイニングワークショップを併設開催
した．両ワークショップにおいて，著名な海外研究者を招聘し，招待講演をしてもらうと同
時に，本特定領域研究の外部評価を受けた．これらの結果は中間ヒアリングの報告書に詳細
を載せてある．平成 15年度は第 14回知的システムの方法論に関する国際シンポジウムにて
アクティブマイニングワークショップを，平成 16年度は第 18回人工知能学会全国大会にて
アクティブマイニングワークショップを併設開催する計画である．

1.8 研究成果発表会と報告書の刊行

平成 15年 3月 14（大阪市立大学文化交流センター）,15（大阪市立大学医学部医学情報セ
ンター）日に本特定領域研究の全研究者の参加による研究成果発表の公開シンポジウムを開
催した．発表会では総括班からの研究活動報告に続いて，各班の班長から班全体の研究活動
の概要を報告し，ついで各計画研究代表者から個別の研究成果を報告し，最後に統括討論を
行なった．研究成果発表会における予稿集もかねて，平成 14年度研究成果報告書を刊行した．

1.9 領域内における各計画研究間の連携と成果の総括

本領域の研究は，研究の評価と推進をはかる総括班の下に，領域全体の研究目標の課題に
対応して，以下に示す３つの班から構成され，各班は，それぞれ 3, 4, 3の計 10個の計画研



究からなっている．

A01班：アクティブ情報収集
計画研究 A01-02 山田誠二 WWWにおけるメタ情報源の獲得
計画研究 A01-03 北村泰彦 分散動的情報源からのアクティブ情報収集
計画研究 A01-04 沼尾正行 多段階学習方式によるデータ収集と前処理の

自動化

A02班：ユーザ指向アクティブマイニング
計画研究 A02-05 元田　浩 構造データからのアクティブマイニング
計画研究 A02-06 山口 高平 メタ学習機構に基づくアクティブマイニング
計画研究 A02-07 鈴木英之進 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
計画研究 A02-08 松本裕治 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

A03班：アクティブユーザリアクション
計画研究 A03-09 津本周作 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
計画研究 A03-10 岡田　孝 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
計画研究 A03-11 大澤幸生 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

各計画研究間の密接な連携がなければ本特定領域全体の目標を達成することは困難である．
多くの研究テーマが並行して走っており，それらの成果を交換しながら，領域全体としての
研究成果に集約されていく．共通データ解析の目的は，各要素技術を連携して前処理，マイ
ニング，評価のサイクルを繰り返し，“科学発見のスパイラルモデル”を実践・実証すること
である．そのため，総体的には各計画研究は所属する班の目標達成のための研究遂行に力を
注いでいるが，お互いに少しずつオーバーラップしながらマイニングの全プロセスを経験し
ている．とくに，肝炎データ解析に関しては計画研究A03-10以外の全ての計画研究が参加
しているので，1.2に示したように，随時，肝炎データ提供者の千葉大学医学部の専門医に
議論に参加してもらい，結果を評価してもらっている．各計画研究がアクティブマイニング
のどの部分に寄与しているかを図 1に示す．

平成 14年度の研究成果を総括すると，中間ヒアリングの評価にも示されるように，研究
は，全体としては順調に進展している．第 1班の情報収集では，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，第 2班のマイニングでは，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，時系列データのクラスタリング
と可視化，時系列データの決定木学習, 専門家が容易に関与し得る環境の構築などが，第 3

班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
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図 1: アクティブマイニングプロジェクトの各研究計画の連携状況

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た．本
特定領域全体で取り上げている共通医療データである肝炎データの解析では，各要素技術を
連携して前処理，マイニング，評価のサイクルが周り始めた．専門医とのインタラクション
も活発に行われており，専門医の興味を引く具体的な成果も出はじめた．化学薬品データの
マイニングに関しても，部分構造の発見と類似構造の高速探索に成功し，発ガン性予測の国
際データマイニングコンテストで，予測精度の良さと専門家による理解の容易さの双方で，
参加 14グループ中，第 1位の評価を得るなど顕著な成果が得られた．

2 各班の研究成果概要と来年度の計画
2.1 （A01班）アクティブ情報収集

研究項目A01では，必要な情報リソースをシステム自らが能動的に探しに行く仕組みを確
立することを目標とし，ネットワーク上に分散したデータベース内から使用者の目的や興味
に関連のありそうな情報を，積極的に探索する技術やテキスト情報処理技術，それを後段の
マイニング処理に引き渡す前処理を行うことを目的としている．特に，WWWにおけるメ
タ情報源の獲得，分散動的情報からのアクティブ情報収集，多段階学習方式によるデータ収
集と前処理の自動化，という三つの課題に焦点をあてて，研究を進めている．以下，各研究
課題に関して，平成 14年度の研究成果概要と平成 15年度以降の研究計画についてまとめる．

1. WWWにおけるメタ情報源の獲得

本研究課題の目標は，WWWなどの膨大な情報空間に存在するメタ情報源を（半）自動
的に収集し，それを利用することにより，従来手法よりも質と量，そして効率において飛躍



的に向上するような情報収集を実現することである．これまでのWWWにおける情報収集
とは，“Webページの収集”を意味していた．これに対し本研究では，有用なWebページの
所在や質に関する情報源であるメタ情報源の収集を研究目的とする．メタ情報源には，情報
の所在についての情報を提供する「LI情報源」とコンテンツに関するメタデータを提供する
「MD情報源」がある．最終的には，以上のようなメタ情報源による情報収集を医療データ
の収集に適用する．また，メタ情報源の獲得のための基盤技術として，対話的文書検索，文
書集合のクラスタリングを開発する．

平成 14年度の研究成果

1) サポートベクターマシンによる対話的文書検索

LI情報源の収集のために，インデックスページなどの特定を用いて，メタ情報源の判
別学習が必要である．我々は，ユーザの意図に依存してこの判別学習を実現する枠組
みとして適合フィードバックを採用し，昨年度は，LI情報源判定のための制約である
判別ルールを学習する対話的文書検索システムを開発した．本年度は，さらに判別の
精度を向上させるために，学習アルゴリズムとしてサポートベクターマシンを用いて
システムを改良した．新聞記事データベースによる情報検索実験により，良好な結果
を得ている．

2) 対話的文書検索システムのMedLineへの応用

広く利用されている大規模医学文献データベースMedLineのフロントエンドに，我々
の開発した対話的文書検索を応用したシステムを開発した．MedLineの検索結果に
おいて，文献のランキングをユーザからのフィードバックを基に更新することによ
り，ユーザは容易に関連文献を検索することが可能になる．本システムは，Windows,

Linux両方のマルチプラットフォームで実行可能であり，ユーザは GUIを通して簡
単に文献を評価することができ，．また，分類学習アルゴリズムとして，サポートベ
クターマシンとRocchioベースの従来法が選択可能である．現在，プロトタイプが稼
働しており，今後は，その性能評価と性能向上を図ることにより，実用システムを目
指す．

3) 免疫ネットワークに基づくWWW 文書集合族からの時系列的話題情報の抽出・可
視化

MD情報源を獲得するには，あるユーザやユーザグループにおいて閲覧されている
Webページの系列に代表される情報ストリーム において，情報の流れの抽出，また
情報の流れ間の関係を捉えることが必要になる．昨年度は，このような機能を実現す
るための要素技術として，免疫ネットワークを用いて文書集合間の時系列的関連を考
慮したクラスタリング手法である可塑的クラスタリングを提案した．本年度は，免疫
記憶細胞モデルを導入した，文書集合間の対応づけ手法を提案した．提案手法を 1，2

週間程度のオンラインニュース記事のストリームに適応し，良好な結果を得た．



今後の研究目標

今後は，これらの成果に基づき，1) LI情報源の獲得のためのリンク構造制約の対話的学
習，2) サポートベクターマシンに適した文書ベクトル表現の開発，3）文書パターン，医学
オントロジーなどの背景知識によるMedLineの文書ベクトルの精度向上，4）医療情報掲示
板における情報ストリームの抽出と追跡，に取り組む．

2. 分散動的情報源からのアクティブ情報収集

本計画研究の目標はインターネット上に存在する動的な情報源から情報を収集・統合する
ことでデータマイニングを支援することにある．特にインターネット情報源の多くは頻繁か
つ非同期に情報が更新されることがあり，それを考慮した情報収集を行う必要がある．ここ
では実時間探索や制約充足手法に基づく効率よい知的情報収集アルゴリズムの開発と肝炎
データマイニングにおける発見ルールフィルタリングへの応用について研究する．

平成 14年度の研究成果

1) 分散動的情報源からの知的情報収集と発見ルールフィルタリングへの応用

これまでは，分散動的情報源から効率よく情報収集を行う知的情報収集手法を開発し
てきた．本年度は，そのような情報収集技術のデータマイニング分野への応用として
発見ルールフィルタリングシステムを開発した．発見ルールフィルタリングシステム
は既存のデータマイニングシステムにより発見されたルール形式の知識の中から，新
規なものや利用者にとって興味のあるもののみをフィルタリングするシステムである．
このフィルタリングを実現するためにわれわれは生物医学文献データベースである
Medlineを利用した．システムはまず発見ルールからMedline検索に必要なキーワー
ドを抽出し，それを用いてインターネット上のMedlineデータベースから文献を収集
する．次に得られた文献を解析し，発見されたルールが既知のものであるか，新規の
ものであるかを判定する．また検索結果に対して適合性フィードバック技法を用いる
ことにより，それが利用者にとって興味のあるものかどうかを判定する．本年度は計
画研究A02-06（山口）と計画研究A01-02（山田）と連携を行い，発見ルールフィル
タリングシステムのプロトタイプを完成させることができた．

2) マルチエージェントによる情報収集・監視・統合

マルチエージェントによる情報収集・統合・監視システムにおける，特定の情報収集
エージェントへのタスクの集中という問題に対し，動的にタスクの再割り当てを行う
という手法を提案している．具体的には，タスク割り当ての問題を動的分散制約充足
問題として定式化し，既存の分散制約充足アルゴリズムで解くというものである．こ
の手法では，エージェントが安定な値を優先的に選択することにより，動的な問題に
対する処理の効率化が図られる．本年度は，基本となるアルゴリズムをインプリメン
トし，静的な割り当てを求める問題を用いてその性能を評価した．さらに，このアル
ゴリズムを動的な問題に拡張する際の問題点について検討した．



今後の研究計画

発見ルールフィルタリングシステムを実用的なレベルに改良してゆくためには多くの課題
が残されている．まず第一に発見ルールに関連する文献収集の精度を向上させる必要がある．
このためには情報検索技術の向上だけでなく，収集した文献を自然言語解析し，その精度を
向上させる手段が考えられる．そこで次年度は計画研究A02-08（松本）との連携を進める．
第二にルールフィルタリングの方法論を確立する必要がある．これにはMedlineデータベー
スにおいて年代別に文献を解析することが考えられる．すなわち，文献数が増加する分野は
研究が進んでおり，減少している分野は研究が成熟している分野とみなすことができる．こ
のような文献数の変化をもちいてルールフィルタリングを行う．最後に，引き続き計画研究
A02-06（山口），計画研究A01-02（山田），さらには大阪市立大学医学部との連携も深め，
発見ルールフィルタリングの完成度を高めてゆく．

3. 多段階学習方式によるデータ収集と前処理の自動化

従来からあるデータ処理技術では，分散した数多くのデータベースの中からあらかじめ必
要なデータを選んで収集する作業を行う必要がある．これらの作業は「前処理」と呼ばれ，
膨大な人手と時間を要す．またデータに基づいて分類を行うだけで，対象間の関係を見出す
能力も不足していた．以上の背景から，関連する情報を収集し，それらの関係を自動的に発
見する手段として，データベース間の通信ネットワークに学習能力を持たせることを提案す
る．本研究の目的は，トポロジや情報伝達の優先順位を学習により動的に変化できるGlobal

Intelligence Associating Network (GIANT) の構成法を明らかにした上で，現実のデータに
基づいて動作するシステムを構築することにある．

平成 14年度の研究成果

1) 前処理支援システムの構築

領域共通の肝炎データに対して，実際に動作する前処理支援システムの構築を進めて
いる．今年度は，データ構造として採用している木構造の機能について解析を行うと
同時に，データ変形フィルタを整備した．また，処理ステップ数をデータベースのク
エリーによる前処理などの従来の手法と比較した．手順を自動獲得する機構を試作し，
評価も行った．

2) 伝言ゲーム型の情報収集

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．これを解決する一つの方法として，伝言
ゲーム型の情報収集および前処理結果の交換を提案してきた．今年度は，昨年度版を
詳細に吟味し，プッシュ型の情報交換，コメントの一元的保持，ユーザ独自に設定で
きる階層化カテゴリー，コメント交換過程の可視化表示機能を導入した．ユーザイン



タフェースも一新したので，使い勝手がかなり向上したと考えている．コメントを一
元的に保持したことから，ユーザへの記事の推薦精度も向上した．

3) 属性の重み付けによるマイニング過程の制御

情報伝達や前処理過程への優先順位付けの考え方をさらに拡張して，決定木の構築過
程で各属性の優先順位を制御する実験を行った．MEDLINEデータベースでの単語の
出現回数や過去の知識に基づいて重み付けを行い，肝炎データから決定木を生成した
ところ，従来得られなかった知識が得られ，専門の医師から高い評価が得られた．こ
れにより，情報収集とマイニングの連携に寄与できた．

4) 交通情報配信のための時空間データ構造について

実社会における行動は，時間的・空間的な様々な制約に基づいている．その観点から，
位置情報を対象としたデータマイニングを行うために空間属性と非空間属性を扱う高
次元インデックス技術を開発してきた．本年度は，大規模イベントの際に集中する隘路
への交通需要の影響を推定し，情報配信を行う空間情報モデルの実装と検証を行った．

今後の研究計画

今年度に改良した伝言ゲーム型の情報収集を実際に各計画研究に使ってもらい，有効性を
評価すると共に，改良すべき点をさらに洗い出す．新しい推薦機構を評価すると共に，前処
理支援システムとの連携を図る．時空間データの処理を通じて，時系列高次元データの扱い
について研究を進める．A01班の情報収集および前処理技術を集大成したシステムの設計を
進める．

2.2 （A02班）ユーザ指向アクティブマイニング

研究項目A02では，アクティブ情報収集機構で収集・前処理された情報から，ユーザの目
的や興味に照らして重要・有用と思われる知識を発掘することを目標とし，多様な表現形式
あるいは多種の情報源に対応できる「汎用性」，並びに，ユーザを含めた状況の変化に対応で
きる「柔軟性」の両者を兼ね備えた，大規模データからのマイニング手法の開発を目的とし
ている．特に，構造化データからのマイニング，マイニングアプリケーション自動構築，例
外性の発見，テキストデータからのマイニング，という 4つの研究課題に焦点をあてて，研
究を進めている．以下，各研究課題に関して，平成 14年度の研究成果概要と平成 15年度以
降の研究計画についてまとめる．

1. 構造データからのアクティブマイニング

本研究課題の目標は，大規模なグラフ構造データ，空間分布構造データ，時系列構造デー
タ，半構造データ，制約構造データなどの構造データを対象とし，ユーザの価値観を反映し
た重要なあるいは興味深い部分構造ならびにその特徴を知識として，ユーザの許容時間内に
発掘するために必要な基礎技術を開発することである．



平成 14年度の研究成果

1) グラフ構造データからの特徴的な部分グラフ発見手法 B-GBIを用いた肝炎データ
解析

平成 13年度に実施したグラフ構造データからの高速マイニング手法 GBIの改良版
B-GBIを用いて，肝炎データ解析を実施した．データの前処理，マイニング，専門家
による結果の評価のスパイラルサイクルを 4回繰り返した．これらの過程で，不要な
検査値の削除，直接影響を及ぼす期間の調整，検査値の変動成分の追加，チャンキン
グの方向制御を適切に行うことにより，最終的には専門医が興味を示す，意外性があ
ると判断した複数の検査値の特徴的な時間経過パタンを少数例であるが抽出すること
ができた．また，平成 13，14年度の改良によって，計算時間も 2,3時間と実用的な範
囲に収まることも確認できた．

2) グラフ構造データに適した決定木構築手法DT-GBIの開発

平成 13年度に提案した，決定木のノード生成時に分離能力最大のペアを選定し，チャ
ンクして１つのグラフノードとし，各分岐ごとに同じ操作を再帰的に繰り返すことに
より，分類に効果的な属性を逐次的に構築し利用するグラフ構造データ向きの決定木
生成法DT-GBIを実装し，小規模の人工データに適用し，正しく機能することを確認
した．現在，より規模の大きなデータに適用し問題点を摘出するとともに，各ノード
でのチャンキングの回数などのパラメータが最終的な予測精度に及ぼす効果を定量的
に評価している．

3) 多頻度部分グラフ抽出手法AGMの高速化

多頻度部分グラフ抽出手法AGMを一般誘導部分グラフを含め，高速化するべく，ア
ルゴリズムを改良した．これは計算途中で既に見つかったノードペアが多頻度パター
ンであるか否かを，それまでの計算結果を利用して簡便に判定し，探索空間の枝刈り
を行う方法である．これによって，AGMは一層幅広いデータを実際的計算時間内で
処理できるようになった．

4) 多頻度部分グラフ抽出手法AGMによる化合物の 3次元構造と生理活性の相関解析

頂点が 3次元座標で表されたグラフデータに対し，各頂点間の距離を計算して辺ラベ
ルに情報を追加する前処理を行い，改良したAGMで 3次元構造解析を行う手法を提
案し，ドーパミン拮抗剤に適用した．抽出した特徴的な部分構造パターンは生理活性
と強い相関を有すことを確認した．

5) ユーザ指向のマイニングシステムの構築

平成 13年度に提案した規則やデータの階層構造を視覚化し，ユーザがマイニングプ
ロセスに積極的に関与し必要なモデルを選択できるマイニング環境 D2MSに改良を
加えた．D2MSはデータマイニングのプロセスに基づき，ユーザがマイニングの主導



権を持つことができるように配慮したシステムで，現在は決定木構築とルール生成の
２つのモジュールならびに多彩な視覚化のツールを内蔵している．得られたルールに
よってどのデータが説明できるのかなど，元のデータと発掘された知識の関係を容易
に把握できる機能があり，マイニングの途中経過を専門家が容易に理解出来るよう配
慮した使いやすいシステムである．

6) 時系列データの抽象化による肝炎データ解析

肝炎時系列データを抽象化し記号データで表現し，ユーザ指向マイニングシステム
D2MSを用いて解析した．エピソードと状態・傾向の 2要素を定義し，元のデータを
この 2要素で表現し抽象化する．問題に適したエピソードの決定法ならびにエピソー
ド内の状態と傾向を定性的に表現する手法を開発した．B型肝炎とC型肝炎の違いや
生検データに基づく肝炎の進行状態を判断するルール，とくに，現在知られている医
学的な知見とは異なるルールの発見を試みた．

7) 分類規則学習法の改良

D2MSの規則学習モジュールに改良を加え，ユーザが指定した属性を必ずルールの条
件部に使うという制約，あるいは，使わないという制約を考慮できるようにした．こ
れにより探索空間を削減出来るとともに，ユーザ主導の規則発見が可能になった．

8) 文書クラスタリング

平成 13年度に文書分類を念頭におき開発した，対称性と反射律のみを許す許容ラフ
集合モデル TRSMに代わる，類似性関係を導入した新しいラフ集合モデルを提案し
た．さらに，名辞，数値混在データのクラスタリングの新しいアルゴリズム (k-sets

algorithm)，欠損値のあるデータを補う手法 (mean-and-mode clustering algorithm)を
考案した．

9) 時系列データからのマイニング手法の開発

平成 13年度はブランドスウィッチに関する時系列解析技術を開発したが，それに加え
今年度は，遺伝子解析技術をベースにした時系列解析手法を開発し，従来のものより
高い精度を持つ需要予測モデルを構築することに成功した．また計画研究A03-11（大
澤）で開発したKeyGraphを基に，消費者イメージを測定する手法を開発した．さら
に，昨年，XMLベースのデータマイニングツール「MUSASHI」を開発したが，本年
度 JAVAをベースにしたGUIを開発し，オープンソースとして公開した．

今後の研究計画

各課題に対して，基本的な手法が固まってきた．A02班の計画研究と連携を取りながら，
GBI，D2MSを用いた肝炎データの本格的な解析を続行する．GBIでは抽出される特徴的な
パタンの数が膨大となるため，グラフパタンの類似性の判定，クラスタリング手法の開発も
進める．D2MSでは時間抽象化の手法を改良し，領域知識を組み込める手法を模索する．前



処理，マイニング，専門医による評価のサイクルを繰り返し，手法を改良しながら，専門医
にとって意味のある医学的知識の発見を目指す．また，A03 班の化学物質群からのリスク分
子発見の計画研究A03-10（岡田）と協力し，AGMを生理活性が既知の化学物質の部分構造
発見に適用し，活性プロファイル知識ベースの構築を開始する．ビジネスデータに対しては
本年度開発したデータマイニングツール「MUSASHI」をベースに，顧客管理システム，商
品管理・需要予測システム，プライシングシステムなどのビジネスアプリケーションを開発
する．実際の企業への導入を進め，社会への還元を加速させる．

2. メタ学習機構に基づくアクティブマイニング

本研究課題の目標は，データマイニングシステムの開発プロセスを詳細に分析し，その
中で特に重要な「データ加工」と「データマイニング」プロセス，並びに「ユーザの主観的
基準」をリポジトリ化し，メタ学習機構に基づいて，これらのリポジトリを統合しながら，
ユーザの使用目的に合致したマイニングアプリケーションを半自動合成するツールを開発す
ることである．また，本研究領域の共通データである慢性肝炎データセットに本ツールを適
用し，医師にとって真に興味ある知識発見の支援も目標となる．

平成 14年度の研究成果

1) リポジトリに基づく帰納アプリケーション構築支援環境

前年度までに，代表的なデータマイニングアルゴリズムを分析し，メソッドリポジト
リを構築して，メソッドからアルゴリズムを自動合成するツールCAMLETを開発し
てきた．しかしながら，仕様探索・実行時間に課題があった．そこで，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て，仕様書き換えルール（メタルール）
の学習を試みた．その結果，ランダム探索よりは安定した仕様書き換えが実現できる
ことを確認した．また，仕様合成プロセスを並列処理することを考察し，16CPUから
構成される並列マシンを実装し，70-80%程度の台数効果が得られることを確認した．

2) 新しい属性選択法の提案と評価

属性選択には，フィルター法とラッパー法があるが，前者はコストが小さいが精度が
低く，後者は精度が高いがコストが非常に大きいという問題があった．そこで，フィ
ルター法によりシーズとなる属性群を選択し，それを逐次的に拡張するシーズ法とい
う新しい属性選択法を提案し，ベンチマークによるこれら３つの方法を比較したとこ
ろ，シーズ法が最良の精度を示し，コストもラッパー法のように大きくかからないこ
とが実証された．

3) 慢性肝炎データセットにおけるルール発見

前年度までに，本研究領域の共通データである慢性肝炎データセットに種々の前処理
を施し，短期（1年）のGPTの変化を特徴付けるルールを獲得していた．本年度は，
種々のデータ前処理を体系づけるとともに，専門家（医師）との連携を強化しながら，
中期（5年）におけるGPTの変化の特徴付けとALBの変化の特徴付けに関するルー



ル発見を試みた．前者では，GPTが 3年程度で周期的に変化している可能性を示唆
するルールが学習され，医師から興味深いと評価され，生データに立ち戻ってさらに
分析を進めることになった．後者では，ALBと LAP等との関連性を示唆するルール
が学習され，医師からは，通常独立とされている検査項目間の関連性を示唆する内容
であり，新しい仮説を見出す可能性が出てきた．

4) 多粒度問題解決メソッドと領域オントロジーの検討

「慢性肝炎データセットのデータ前処理とルール発見」において，一次の生データか
らマイニングへの入力データへの変換過程には，いくつもの人手による作業が含まれ
ており，その作業プロセスを自動化することも，アプリケーション開発現場では，大
いに有益である．そのような解決に向けて，本テーマでは，要求レベル－問題解決レ
ベル－実装レベルと対応づけた 3層のメソッドリポジトリと領域オントロジーを検討
し，ビジネスドメインにおいて，プロトタイプを試作し，その有用性を確認した．ま
た，次世代ウェブとして注目されているセマンティックウェブやウェブサービス技術
との関連性についても検討を行った．

今後の研究計画

リポジトリに基づくデータマイニングアプリケーション構築支援ツールCAMLETは，メ
タ学習からみれば合成型であり，選択型メタ学習と比較して評価を進める予定である．また，
近年，欧州においてメタ学習の視点からユーザを支援するMETAL プロジェクトが発足し，
幸い，何人かの研究者が本研究を引用しているので，METALとの連携をも探りたいと考え
ている．さらに，属性選択シーズ法は，データセットによってはシーズ属性が不適切に選択
されるケースがあり，その選択制度を向上させる必要があり，因子分析など統計解析との統
合をはかる予定である．一方，慢性肝炎データ分析については，引き続き，医師との連携を
深くし，データ前処理機構と結果後処理機構を改善しながらアプローチし，医師にとって真
に興味ある知識の発見につなげていきたいと考えている．なお，この点については肝炎に関
する意味的な処理との連携は不可欠であるため，リポジトリの整備や領域オントロジーとの
関連を整備しながら，他の計画研究との連携をさらに強めていく計画である．

3. 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

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．われわれが提案した手法は，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．本研究課題では，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・科学データなどに適用し
てその有効性を実証する．



平成 14年度の研究成果

1) スパイラル的例外性発見

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
を発見する基盤システムを，プロジェクトの共通データである慢性肝炎データに適用
した．この手法は少数の属性に関する一時点における例外性を発見し，それらのいく
つかが医師らの興味を引くことが分かった．もっとも医師らは，主要な属性を総合的
にとらえることがあり，属性の時系列的な変化を重視することも分かった．この結果
を踏まえ，慢性肝炎データに関して，医師らと発見問題の設定とデータの前処理に取
り組んだ．さらにより興味深い例外性を発見するために，病院検査データの類型化手
法と時系列属性を許容する決定木学習法を提案した．

病院検査データの類型化手法においては，発見された類型はほぼ全て，医師らによっ
て可読性に優れ妥当であることが認められた．さらに医師らは，この手法は患者の病
態変化を把握することと例外的な患者を発見することに関してきわめて有効であると
コメントした．一方時系列属性を許容する決定木学習法においては，学習された決定
木とその分割テストで用いられている時系列データが医師らの関心を呼び，重要な発
見であると認められた．決定木は可読性に優れる上に医師の知識を的確に明示化して
おり，予測正答率が 88 % と正確である．さら学習された決定木は例外的な患者の特
定にも有用であることが分かった．

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，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・発見方法を開発した．具体的
には，医療など種々の分野において重視される時系列データに関する新しいデータス
カッシング手法や，トランザクションデータにおいて重要である集合値属性を許容す
る決定木学習法などである．なお薬局の売上に関する商業データに関して，粗利が大
きい希少商品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，良好な結果を得ている．

2) スパイラル発見の自動調節 (スケジューリング) 機構

パターン抽出であるブースティングの結果をフィードバックすることにより，データ
の前処理であるデータスカッシングのパラメータを自動調節する手法を開発した．人
工データと実データを用いた実験により，提案手法はデータスカッシングを 1 回だけ
行うブースティングよりも正答率が大幅に高く，データスカッシングを行わないブー
スティングよりも計算時間が大幅に短いのに正答率がほぼ同程度であることが分かっ
た．なお，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も開発した．

3) スパイラル的特異ルール発見手法

特異ルール発見手法を多方面多視点・マルチデータソースからのマイニングへ拡張し
た．ある発見の目的に応じて，データベースリバースエンジニアリング，グラニュー



ラコンピューティング，知識指向相関性分析などの技術により，マルチデータベース
間の相関性を見つける方法を開発した．更に，マルチデータベースに隠れている概念
モデルを発見し，RVER (Reverse Variant Entity Relation) モデルにより表現する方
式を開発した. また，特異ルール発見手法 (POM) と分類ルール発見手法 (GDT-RS)

を連携して，慢性肝炎データを多方面多視点から分析し，初期的な結果を得ており，
提案法の有用性を示した．

4) マルチメディアデータからの特異性指向マイニング

計算問題を対象とした聴覚・視覚実験において，撮影された fMRI画像から，計算問
題の活動の時のみ反応する部分 (特異点) を検出したり，人間の多感覚認知メカニズ
ムを解明するための特異性指向マイニングを行った．一方，複数の人物が動画像で撮
影されている環境において，人物追跡技術により求められた個々の人物動線 (軌跡)の
データから，人物の特異事象 (行動) を検出したり，軌跡による人物行動の法則性を
発見するための特異性指向マイニングを行った．これらの実験により，提案した特異
性指向マイニング手法は複数分野にあるマルチメディアデータにも有用であることが
分かった．

今後の研究計画

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．特に，病院検査
データの類型化手法や時系列属性を許容する決定木学習法の発見・学習結果に基づく例外性
に重点をおく予定である．特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法を統合し，シ
ステムとして実装する．マイニングプロセスのメタレベルの制御メカニズム及び複数のエー
ジェントによるマルチメディアデータからのスパイラル的マイニングシステムを実装する．
さらに，実験用の複数分野のデータ（脳波，ウェブサービスに関するログなど）を収集・デー
タベース化する作業が進んでおり、特異性指向マイニングの実験を行う予定である．

4. 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

本研究課題では，医学/生物学分野の論文に含まれる様々な知識を，各利用者の要求に応
じて抽出することを目指している．そのために，技術論文中の自然言語文の自動解析，専門
用語の識別と意味クラス分け，および，論文概要の文書構造解析に基づく各文の文書内での
役割解析をサブタスクとして設定している．技術論文の解析のためには未知語に対する柔軟
な処理が必要である．技術論文には一般の言語解析システム用の辞書には出現しない未知語
が頻出するため，頑健な言語処理が必要である．本年度は，未知語を含む文書に対する品詞
タグ付け法，専門用語の意味クラス分類，英語の単語間の係り受け解析，論文概要の文章構
造解析のための文の役割解析を対象に研究を行った．

平成 14年度の研究成果

1) 未知語を含む英文文書内の単語の品詞推定



専門分野の文書には一般の辞書には含まれない語が多く出現し，品詞等の文法情報の
特定に支障をきたす．専門性の高い分野には次々に新しい用語が出現するため，それ
らをすべて辞書に登録することは現実的に不可能である．そこで，前後の文脈，ある
いは，単語の綴り (特に接頭，接尾表現)を手がかりとして，未知の単語の品詞を決
定し，それによって，専門用語と考えられる名詞句の同定を柔軟に行うことを試み，
Support Vector Machineを用いた未知語の品詞推定および文全体への品詞タグ付けを
行う手法を開発した．問題が非常に巨大であるため，SVMの単純な適用では実質的
な計算時間で動作させることが困難であった．今年度は，昨年度までの結果をさらに
進展させ，従来の確率に基づく統計モデルの誤りの訂正に特化した SVMを学習する
方法を考案し，修正学習モデルという名前で提案した．これにより，従来手法に比べ
て大きく効率を落とすことなく，より高い解析性能を示すことができた．

2) 文中の基本句の自動抽出および係り受け解析

品詞付与が行われた文書に対して，そこに現れる名詞句や動詞句などの基本句を精度
よく同定し，それらの間の文法的な係り受け関係を解析することは，その後の言語処
理の性能に大きく影響を与える．特に名詞句と動詞句の間の係り受けのような基本的
な関係の同定は，専門用語の抽出にとって必須の処理である．昨年度は英語の基本句
の同定を SVMを用いた学習システムの混合により行ったが，その結果を利用し，文
の係り受け解析を学習にもとづいて行う方法を提案した．基本句抽出の解析が終了し
た文に対し，基本句およびそれ以外の単語の間の係り受け関係の同定を行い，文の統
語解析を行うシステムを SVMを利用した学習システムとして開発し，90%を越える
高い精度を得た．

3) テキストからの専門用語の抽出と分類

医学/生物学関係の論文概要を提供しているMedlineアブストラクトを題材とし，テ
キスト中に現れる名詞句を対象にして，その意味クラスを推定するタスクに関する実
験を行った．既存の専門用語辞書の意味分類とそれに含まれる用語を学習データとし，
そこには現れない未知の用語の意味クラスを自動的に推定する実験を行った．MeSH

という既存の専門用語辞書の上位 5種類の意味クラス (病気，治療法，薬品など)を対
象に，未知の名詞句に対し，それがどのクラスに属する用語であるか自動推定可能か
どうかを確認することを目的とした．用語の内部情報と前後の文脈情報によってどの
程度用語の意味クラス推定が可能かを確認した．その結果，両者の情報を見ることで，
約 70%から 88%の精度で用語の意味クラスを推定することができることがわかった．

4) 論文概要の文章構造解析

Medlineアブストラクトには，Background，Method，Conclusionなど，文書の構造
を示すラベルが付けられているものが一部存在する．論文概要から利用者が所望の情
報を検索する際に，それぞれの記述が論文概要内でどのような役割を持っているかを



知ることは情報の絞り込みに役立つ．さらに利用者が積極的に，どのような役割を持
つ文にどのような語が現われるかを指定して論文検索を行うことも有用である．その
ような観点から，今年度は，主に，論文の背景説明を行う文と結論を述べる文の分類
を行うタスクを設定した．従来の文書分類で利用される bag-of-wordsモデルでは充分
な分類精度が得られないことを確認し，分類精度を高めるために役立つ表現をマイニ
ングによって求め，それを利用して高い分類精度を達成した．

今後の研究計画

今年度開発した未知語処理を伴う文書の品詞推定，および，基本句へのまとめ上げプログ
ラムは，現在発表されているシステムの中では最も高い精度を示しており，現時点では充分
優れたものであると言える．しかし，それぞれのシステムは，現在入手可能な解析付きコー
パスであるPenn Treebankという主に新聞記事よりなるデータから学習したものであり，今
回利用した医学生物学分野の論文とは，内容が大きく異なる．今後，医学分野の解析付き
コーパスを蓄積することによって，より精度の高い解析を行える可能性がある．また，今年
度高精度化した英語の単語および句の間の係り受け解析結果を利用して専門用語推定の実験
を再試行することを考えている．また，論文概要における各文の役割を自動的に推定し，概
要の意味的内容により踏み込んだ文章解析を今後，前提部と結論部だけでなく目的や手法の
説明，結果の報告などの推定に拡張する．さらに，こうして得られた文章内の文の役割を利
用した概要検索および概要からの知識抽出について検討して行きたい．

2.3 （A03班）アクティブユーザリアクション

研究項目A03では，具体的な問題領域（医療，化学薬品）を対象にデータマイニングシス
テムを構築し，アクティブマイニングの結果得られた知識を，適用領域のユーザにとって有
用なものとするための仕組を具体化することを目標としている．その実現のために，発掘さ
れた知識の表示法，評価手法 (有用性，新規性，意外性など)，ユーザからの効果的なフィー
ドバックの手法など，ユーザのアクティブなリアクションを容易にし，“科学的発見のらせ
んモデル”を実現するユーザのアクティブな新データ収集，設定目的変更などを容易にする
一般的な枠組みの構築に取り組んでいる．具体的には，診療情報生成システムの開発，化学
物質群からのリスク分子発見およびヒューマン・システム・インタラクションに基づく知識
評価と選択という 3つの研究課題に焦点を当て，研究を進めている．全体として，昨年度が
基礎的な技術の導入を主体として研究が進められてきたのに対して，本年度は昨年度導入さ
れた手法による成果を踏まえて，各適用領域 (医学，化学，社会 科学)の知識を深く探求し，
各領域のユーザーのリアクションを駆動するには，いかなるパ ターンの抽出が必要かにつ
いてそれぞれの計画研究で成果が出はじめている．以下，各研究課題に関して，平成 14年
度の研究成果概要と平成 15年度以降の研究計画についてまとめる．

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

本研究課題では，アクティブマイニング技術に基づく大規模医療データベースからの診療
情報生成システムを具現化するとともに，その過程をアクティブマイニングモデルとして定



型化することで，今後の医療データ解析に新たな方向性を与えることを目的としている．対
象としては，解析へ期待が今後飛躍的に高まると見込まれる時系列診療・検査記録データを
選択し，その知識獲得法について重点的に研究開発を進めている．これまで，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，多重スケールマッチングとラ
フクラスタリングによる解析法を新たに開発した．本年度は，共通データである肝炎データ
セット対しこれらの解析法を適用し，得られる知識の有効性，妥当性を検証するとともに，
問題点を洗い出して方法の洗練化を進めてきた．

平成 14年度の研究成果

1) 生化学検査データの解析

年度前半では，肝炎に関する検査の中で比較的実施頻度の高い血液生化学検査のデー
タを対象として解析を行なった．その結果，GPTの推移パターンに関して以下の知見
を得た．1) GPT系列は IFN(インターフェロン)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獲得された．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に見られ，同クラスタでは，GPTの値が IFN投与後に下
降し平坦化していた．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
したケースと考えられる．2) 第 2のパターンは 3つのクラスタで見られ，いずれも
GPT の値が長期間に渡り上下動を繰り返した．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観察されることから，IFN治療の非有効例を示してい
る可能性が示唆された．一方，ZTTに関しては，IFN投与後に上昇し，1ヶ月後に正
常化するというパターンによるクラスタが存在することが確認された，

2) 血算データの解析

年度後半では，新たに提供された血算（血球計数）データに対する解析を行なった．
その結果，血小板数と IFN治療後の長期予後等に関して以下に示す興味深い知見が得
られた．1)IFN治療終了後に徐々に血小板数が増加する例，すなわち，肝機能の回復
に伴って血小板の産生量が回復する場合のパターンからなるクラスタが生成された．
一方で，IFN治療終了後にも慢性的に血小板数が減少を続ける例からなるクラスタも
生成された．これらは，IFN治療の奏功度が高い場合には血小板数が増加し，逆に奏
効度が低い場合には血小板数が減少しつづけ，出血傾向が見られるという知見をデー
タにより例証するものである．2)インターフェロン治療の奏効度が低い例からなるク
ラスタを対象に，繊維化の度合いと血小板数が基準値を下回るまでの経過年数との関
係を統計解析した結果，繊維化の度合いが高い例ほど，また繊維化が同程度である場
合には肝炎ウイルスの活動性が高いほど，血小板数が異常低値に至るまでの経過年数
が低いことがわかった．これらの結果から，血小板数が治療の長期予後を予測する指



標になりうること，また，血小板数から線維化．活動性の程度が予想できうること，
の 2点が仮説として提示された．

3) 解析法の改良

年度前半の解析と専門家との議論を通じ，これまで系列間類似度の比較に用いていた
尺度ではトレンドの類似性の評価が不十分であることがされることが確認された．そ
こで，類似度の構成要素と計算方法を大幅に見直した結果，年度後半の解析ではより
妥当性の高いクラスタを生成することが可能となった．

今後の研究計画

これまでの成果により，時系列を自動的に分類し，その特徴を視覚的に検証する仕組みが
構築できた．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．

2. 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

本研究課題は，薬品類とその生理活性のデータベースからのマイニングにより，1)それぞ
れの生理活性に対して特徴的な部分構造や物理化学的性質を見出して知識ベースを作成，2)

知識ベースから予測できない新規の生理活性分子があらわれた場合，類似構造検索により既
存薬品の未知生理活性を予測してリスクレポートを作成する，ことを目的としている．昨年
度までの研究により，中枢となる要素技術の開発とその有効性の検証をほぼ終えている．本
年度はMDDRデータベース所載のドーパミンアンタゴニスト活性化合物群を共通の解析対
象として取り上げ，実際に知識の獲得とリスクの検出を行った．なお，このデータは計画研
究A02-05(元田）にも共通データとして提供された。

平成 14年度の研究成果

1) 生理活性に特徴的な分子構造のマイニングと知識ベースの構築

4種のドーパミン受容体タンパク質に対してアンタゴニスト活性を有する 1227化合
物に対し，各受容体に特徴的な部分構造を明らかにする研究を行った．MDDRデー
タベースの検索から始まり，各種属性値の計算と線形フラグメントの生成，カスケー
ドモデルによるルール群の導出，さらに得られたルール群を解釈して有効な知識を
抽出するに至るまで，多くの作業が必要となる．今後多数の生理活性を対象として解
析することを想定し，これらの作業を効率的に遂行することを目的とした計算環境
の整備を行った．それにはCacheシステムによる物理化学的属性値の計算，Excelと
ChemDraw システムを統合した操作環境におけるVisual Basicプログラム群の開発，
Spotfireシステムによるルール検証のための操作環境の設定が含まれる．また，デー



タスケープ探索を可能とするルール群の表現法を実際に生理活性データに適用し，知
識の獲得に有効であるかどうかを検証した．ドーパミンアンタゴニスト活性化合物に
対する適用結果から，各受容体に対して特徴的な部分構造群を発掘することができた．
得られた知見は専門家にも知られていない情報を多数含んでおり，しかもリーズナブ
ルで実用性も高いとの良い評価を得ることができた．

2) 化学構造類似性にもとづくリスクレポート

本年度研究では先に提案した Topological Fragment Spectra(TFS)法のリスクレポー
トにおける有用性を検証するため，上記と同じ 4種のドーパミン受容体アンタゴニス
ト活性化合物を取り上げた．MDDRデータベース中の開発薬品 1227件からTFS人工
ニューラルネットによる学習モデルを作成し，別途用意した 137化合物について受容
体を予測したところ，その予測精度は 81%に上り，本方法がこれまでにない有効性を
示すことを明らかにできた．また， TFS法による構造類似性検索の実験の結果、異
なる活性クラスに属するにもかかわらず構造類似性の極めて高い例外分子が見出され
ることを示し，リスクレポートへの有効性を実証した．一方、化合物データベースを
TFS仮想空間上に配置し，化合物の直接探索が可能なデータ可視化ツールMolSpace

を開発した．これにより，例外分子のリスクレポートからの専門家による考察の支援
が可能となった．また，別途開発を進めてきた三次元部分構造検索プログラムを基礎
とした三次元構造類似性にもとづくデータマイニングのためのアプローチについて
も合せて検討を開始し，治験医薬品データベースMDDR-3Dから抽出した約 1,300件
からなるテストデータベースを用いた検索実験においてその有用性を示唆する結果を
得た．

3) タンパク質三次元モチーフ辞書の作成

昨年度開発した三次元モチーフ辞書構築支援ツールをもとに，共通の配列パターンを
持つ一群の三次元部分構造の比較・分類をより合理的に行なうためのアルゴリズムの
改良と，利用可能な最新のPDB全データセットを対象とする辞書の構築を行なった．
また，WWWベースのユーザインターフェースを併せて開発し，代表三次元パター
ンのグラフィックス表示など，対話的な辞書の登録及び参照が可能となった．カルシ
ウム結合に関連する EF-hand モチーフを例として，登録された代表パターンを質問
構造とし，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，配列情報
をキーとしたこれまでの検索ではヒットしなかったモチーフ部位を検出することがで
きた．

今後の研究計画

上記の成果をさらに発展させるため，既存薬品の全て（およそ 12万種）を網羅するデー
タベースMDDRと毒性のデータベースNCI（およそ 21万種）を使用して，1) 各種生理活
性を対象とする解析による知識ベースの構築とリスクレポートの作成，2) マイニングと類



似構造検索および構造特徴解析のための各種ソフトウェアの洗練，3)最新のPDB全データ
セットを対象とする三次元モチーフ辞書の構築と辞書としての精選等の項目について研究を
遂行する．特に平成 15年度は，薬品として重要なGPCRタンパク質群を対象とする生理活
性群を順に解析し，その結果を公開していく．また，製薬会社等へソフトウェアを提供する
ことにより，産業界における活用も計っていく予定である．

3. 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

「知識が有用である」とは，利用者にとって理解ができれば、現場で発生するにニーズに
応じて的確に使用できること，また，利用者の創造性を刺激しうる機能を備えることを意味
する．そのために，本研究課題では，知識の需給関係に注目し，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することが目標である．利用者個人あるいはグループの主観までを
評価尺度に含み，従来研究されてきた客観的な基準での知識評価方法を超える到達点をめざ
す．特に医学においては，人体を複雑系として捉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
医療を実現する客観的・一般的な知識と，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．特に後者では，知識創造の初期においては，発見の引き金になる重要
な事象への主観的な「気付き」などが重要となるので，人と，1)の役割をつかさどるデータ
マイニングシステムが相互作用するためのインタフェースとしての視覚化を研究している．

平成 14年度の研究成果

1) データからの知識発見による医師の客観的な意志決定支援

昨年度から計画し実行した研究は, 血液中の複数の酵素データを用いて病態モデルを
臨床検査の実データから因子分析を用いて構築し，因子スコアの視覚的表現を試みた
ものであった．視覚化によって，臨床家の検査データ評価に関わる負担を軽減し，さ
らに，重要な病的異常値の見逃しを防止する効果を期待したのであるが, 14年度は確
かにこの効果が実現されたことが実例によって検証された．

2) プロセス時系列のアクティブマイニング

本年度新しく実施した研究である. 化学プラントの時系列データから，例外性を考慮
した制御知識を発見する手法を開発した．これには，データからのプロセスモデル構
築，専門家によるモデル評価，機械学習による知識発見のプロセスが含まれ，アクティ
ブマイニングの効果が明確である．手法としては，相互相関分析，ニューラルネット，
ならびに学習分類子システムを採用した．学術的な貢献としては，学習分類子システ
ムにおけるMDL規準を適用したルール獲得方法の提案が挙げられる，応用面におけ
る貢献としては本手法により，実プラントデータから単純かつ有用なプラント制御知
識を獲得したことが挙げられる．

3) 肝炎データからの因果モデルの構築



アクティブユーザーリアクションの医療における具体的事例として，肝機能検査デー
タの因果モデルの構築を試みた．そのため、データ自体に内在する知識をより多く発
見・獲得するためにメタ学習の枠組みを導入した．そして,メタ学習の結果とユーザの
背景知識を基に因果関係を考察し，構造方程式モデリングにて因果モデルを構築した．
その結果 EBMの概念に合致するような簡潔かつ汎用性のあるモデルが構築できた．

4) チャンス発見二重らせんモデルの実用化

チャンスを発見するモデルとして，昨年度から提案していた二重らせんモデルを精緻
化し，これをビジネス現場において利用できるヒューマン・マシン・インタラクショ
ンの促進システムとした．昨年度はグループインタビュー（GI）における議論の各
参加者の考えを書き出してもらい，そのテキスト内の単語の相関関係を図示する視覚
的なテキストマイニング（KeyGraph）の出力図によって議論におけるチャンス表出
化を促進するシステムを構築していた．このシステムで顧客像を把握し，顧客の購買
（POS）データから市場における購入金額増加の鍵となる商品を発見する成功事例を
増やした．さらに，社会調査を行った社会学者の「関心」を起点として二重螺旋モデ
ルを実行し，社会学的に新規性と説明能力の高い仮説が獲得されるという能力も一般
性のある技術へと拡張した．

この二重螺旋モデルの実現は本研究の当初からの目標の線に沿っており, インタラク
ティブなデータマイニング (Interactive Data Mining/ Interactive Mining Validation)

のための枠組を示したものである. すなわち，チャンス発見の場では，何よりもまず
主観的な意思決定知識，経験の中に潜んでいるチャンス獲得感性，そして研究あるい
は生活において準備されたチャンス志向性を備えた発見主体であるユーザが主人公で
ある．このユーザが自分の内在的な関心をもとにデータを収集し，その内容の構造を
視覚化した結果に刺激されて発見を進める．これは，機械による客観的マイニング算
法の中から価値ある知識が生まれることに相当する．二重螺旋とは，まさにこのプロ
セスを実証的にモデル化したものである．

二重螺旋のプロセスの実践の中からは，データの視覚化だけではなく触覚に訴える
「触視覚型キーグラフ法」なども生まれて来た．この研究を更に進め, KeyGraphの視
覚的インタフェースにおける各部分に該当する実世界中の物を配置しユーザがグラフ
に「触れる」効果を活かす手法を開発した. チャンス発見プロセスは確かに上記の二
重螺旋モデルのうちで人の螺旋を描いて進んでおり, このプロセスは自動化するより
も人が環境情報を本物に近い感覚でセンシングしながら自分の意志で進んで行くこと
により意志決定が実行され組織に定着しやすいことが明らかとなった. この結果が繊
維業界に進展をもたらしたことは, 各種ビジネス紙面で報道された.

5) チャンス発見プロセスのさらなる改良モデル

昨年度まで構築していたData Visualizerは, KeyGraphとその拡張／改良ツールを含
む単純なツールキットであった．しかし最近, 二重螺旋の速度とロバスト性を高める



ための服属アーキテクチュア・モデルを開発し，そのモデルに適合したデザインを有
する視覚的データマイニングシステムを構築した．その概要は，1)KeyGraph などの
視覚的データマイニング結果表示， 2)ユーザの関心の入力窓，3)映像など，ユーザ
の関心に関連する元データを表示する機能と，2)および 3)の内容を改めてキーグラ
フによって処理して 1)に表示する再帰的なメカニズムからなる．視覚化ツールその
ものよりも，それによって支援されるわれわれと現場職務者 (医師ら，あるいはマー
ケティング担当者)がスムーズに協力体制をとることが重要となってきた．そのため
には，このような新しいプロセスモデルに基づくシステムによって，高速でロバスト
な発見を支援することが重要となるであろう．

6) インターネット上のデータ分析への応用

本年度から開始した研究である. インターネット上の各種データ分析への応用へのニー
ズの高まりを考慮し，リクアイアメントの整理を行うと共に，情報処理学会と IEEE

CS共催のインターネットに関する国際会議において，インターネット研究者と人工
知能研究者が同時に参加するワークショップを開催し，関係研究者のあいだでの議論
を進めた．また，その中でデータ分析の必須技術と思われる機械学習技術について解
説を辞典の形でまとめると共に, 分析の対象となるデータの専用収集ハードを開発し，
公開実験をおこなった．

今後の研究目標

チャンス発見においては，さらに積極的に人やそのグループの判断をシステムに取り入れ，
それにより発見される外界の未知要因の重要さを計る指標とその発見に至るプロセスの支援
方法を確立するための研究を進めていく予定である．肝炎データベースの扱いについては，
複数の医療機関からのデータを援用して，EBM の観点から有用な医療診断モデルの構築を
はかる．これには，計算機科学者と医療専門家の積極的な協力体制が不可欠である．今後の
課題は，螺旋モデルにおけるこのような社会的制約を解決することが可能な，すなわち，創
造的コミュニケーションを円滑化するような視覚的インタフェースを実現づけることが主眼
となる．

3 成果リスト
平成 14年度成果リストを示す．

3.1 招待講演／招待論文

[1] 村田 剛志: Webにおけるコミュニティの発見, 第 5回情報論的学習理論ワークショップ
(IBIS2002)招待講演 (2002).

[2] 北村泰彦：マルチエージェントシステムの基礎知識，第 26回 SICEシステム工学部会研
究会 (2002).

[3] 沼尾 正行: アクティブ情報収集, 第 16回人工知能学会全国大会論文集，3A5-01, pp. 1-4,
(2002).



[4] H. Motoda and H. Liu: Feature Selection, Extraction and Construction, Proc. of Foun-
dation of Data Mining, PAKDD02, pp. 67-72 (2002).

[5] 元田　浩：AIセミナー「アクティブマイニングの構想と展開」，第 16回人工知能学会全
国大会論文集，3A4-01 pp. 1-4, (2002).

[6] H. Motoda (Panelist): Innovative Projects for Intelligent Systems in the New Century:
Active Minig Project, Thirteenth International Symposium on Methodologies for Inelli-
gent Systems (ISMIS) (2002).

[7] Hiroshi Motoda: Active Mining, A Spiral Model of Scientific Discovery, 2002 IEEE
International Conference on Data Mining (2002).

[8] Hiroshi Motoda: Active Mining, A Spiral Model of Knowledge Discovery from Data,
The 6th SANKEN(ISIR) International Symposium, to appear (2003).

[9] 鷲尾 隆: データ収集の新機軸とマイニングシステムの未来, 第 17回ＡＩシンポジウム：
人工知能学会研究会資料 SIG-J-A103, pp. 65-70 (2002).

[10] T. Washio: Conditions of Law Equations and the Approach of their Discovery, Proc. of
International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Educa-
tion, Science and Medicine on the Internet: SSGRR 2002w, No.83 (2002).

[11] 鷲尾 隆: 知識発見の姿と今後　－　データと人間の狭間から　－: 2003年情報学シンポ
ジウム論文集，日本学術会議，pp.81-88 (2003).

[12] T.B. Ho: An Introduction to Knowledge Discovery and Data Mining (invited tutorial),
Third International Conference on Parallel and Distributed Computing PDCAT’02, Sep.
3-5 (2002).

[13] T.B. Ho and Y. Nakamori: Knowledge Management and Knowledge Science (invited
talk), National Conference on Research, Development and Application of Information
and Communication Technology ICT.rda, Hanoi, 22-23 February (2003).

[14] 山口高平：金融データにおけるDMアプリケーションの自動合成，第 17回ＡＩシンポジ
ウム：人工知能学会研究会資料 SIG-J-A103, pp.59-64 (2002).

[15] 山口高平：ユーザ指向アクティブマイニング，第 16回人工知能学会全国大会，3A5-02
(2002).

[16] 山口高平，和泉憲明：意味理解のための次世代Web - Semantic Web -　の最新動向，ソ
フトウェア科学会チュートリアル (2002).

[17] T. Yamaguchi: Implementing Active Mining Based on Meta-Learning, First Interna-
tional Conference on Global Research and Education (InterAcademia 2002), pp.71-78
(2002).

[18] T. Yamaguchi: From Data Mining to Active Mining, First International Forum on In-
formation and Computer Technology, pp.2-6 (2003).

[19] T.Yamaguchi: Semantic Web and Business Applications, Second Cyber Assist Interna-
tional Symposium - Information Environment in Ubiquitous Era - (to appear).



[20] E. Suzuki (Panel Moderator): Innovative Projects for Intelligent Systems in the New
Century, Thirteenth International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems
(ISMIS) (2002).

[21] N. Zhong (Keynote Speaker): Web Intelligence: A New Paradigm for Developing the
Wisdom Web and Social Network Intelligence, Japan Rough Set Whorshop 2002, NII,
Japan (December 15, 2002).

[22] 松本 裕治: 自然言語処理におけるシステム混合法の利用, 電子情報通信学会論文誌 D-II,
招待論文, Vol.J85-D-II, No.5, pp. 709-716 (2002).

[23] 岡田 孝: データマイニング入門と構造活性相関, 日本環境変異原学会 第 41回MMS研究
会 (2002).　

[24] 岡田 孝: 相関ルールとその周辺, 第 3回ORセミナー「データマイニングの実践と応用」
(2002).

[25] Y. Takahashi, S. Fujishima and K. Yokoe: Similarity Analysis in Chemical Data Space,
Asia Pacific Symposium on Information and Communication Technology in Chemical Ed-
ucation, Research & Development 2002, Keynote lecture, KL2, Kuala Lumpur, Malaysia
(2002).

[26] 大澤 幸生：(財)日本科学技術連盟・多変量解析シンポジウム招待講演「人のチャンス発
見プロセスにおける情報視覚化とKeyGraph」(2002).

3.2 公開ソフトウェア

[1] 口コミ支援システム WAVE: http://active.nm.cs.titech.ac.jp/wave/login.do

[2] 前処理支援システム TransX: http://active.nm.cs.titech.ac.jp/transx/

[3] ユーザ指向モデル選択システム D2MS:

URL: http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ho/programs

[4] データマイニングシステム MUSASHI:

http://musashi.adm.osaka-sandai.ac.jp/

[5] カスケードモデル DISCAS version 2.1,

http://www.clab.kwansei.ac.jp/mining/discas.html

[6] データマイニングアプリケーション自動生成ツール CAMLET:

URL: http://panda.cs.inf.shizuoka.ac.jp/japanese/study/KDD/camlet/

3.3 受賞

[1] 高間　康史，廣田　薫：免疫ネットワークを用いたキーワード集合抽出の情報可視化シ
ステムへの応用，日本ファジィ学会奨励賞（2002）．

[2] Yasuhiko Kitamura, Toshiki Sakamoto, and Shoji Tatsumi. A Competitive Information
Recommendation System and Its Behavior. 6th International Workshop on Cooperative
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あらまし 大規模な文書データベースでの検索における人間と計算機との対話的文書検索方法として，ユーザに検索

文書のいくつかを提示し，評価してもらうことで，ユーザの検索意図を絞り込んでいく適合フィードバックがある．

そこでは，ユーザからフィードバック毎にクエリベクトルを学習し，修正していくが，その学習方法として分類学習

が適用可能である．本稿では，対話的文書検索の学習方法として，サポートベクターマシンによる能動学習を適用し

た結果について報告する．

キーワード 適合フィードバック，サポートベクターマシン，文書検索

Interactive Document Retrieval with Support Vector Machine

Takashi ONODA, Hiroshi MURATA, and Seiji YAMADA

Abstract We investigate the following data mining problem from Information Retrieval: From a large data set of

documents, we need to find those that bind to human interesting in as few iterations of human testing or checking as

possible. In each iteration a comparatively small batch of documents is screened for binding the human interesting.

We apply active learning techniques for selecting successive batches.

Key words Relevance feedback, support vector machine, document retrieval

1. は じ め に

近年の IT技術の発展に伴い，個人で扱えるテキストデータ

の量が急激に増加している．このような状況の中，膨大なテ

キストデータ中から必要な情報を検索する機会も増加し，情

報検索に関する研究への関心が高まっている．この情報検索

に関する研究は，米国における TREC(Text Retrieval Con-

ference) [10]，日本における IREX(Information Retrieval and

Extraction Exercise) [2] や，NTCIR(NII-NACSIS Test Col-

lection for IR System) [5] のワークショップを中心に広く行わ

れている．

情報検索の枠組みとして，検索対象文書とクエリを多次元ベ

クトルで表現するベクトル空間モデル (vector space model) [8]

が広く利用されている．このモデルを用いた情報検索システム

は，クエリベクトルと文書ベクトル間の類似度をベクトル間の

内積などの計算により求め，その値の高い文書を検索結果とし

て提示する．

このベクトル空間モデルに基づく情報検索システムの検索精

度をユーザと対話的に改善する手法として，適合フィードバッ

ク (relevance feedback) [7]がある．この手法は，提示された検

索結果に対し，ユーザが適合，非適合の判定を行い，その判定

結果をシステムにフィードバックする．具体的なフィードバッ

ク方法としては，ユーザによる適合/非適合の評価を基にクエリ

ベクトルを修正する手法がよく用いられる．これに対し，ユー

ザによる評価を適合文書クラスの正例，負例としてとらえ，検

索対象文書を適合，非適合の 2つのクラスに分類する分類学習

の適用が考えられる [6] [17]．

この分類学習に，学習データより決定される分離平面を用い，

データ集合を 2 クラスに分類する能力の高い Support Vector

Machine(SVM) [16] [15] を用いる手法が提案されている [17]．

文献 [17]では，フィードバック情報に基づく，SVMの適用を 1

回としているが，ユーザにとって，より有用な情報を提示する

ためには，必ずしもフィードバック情報を利用した SVMの適

用を 1回にする必要はない．また，従来の適合フィードバック

のように，適合性の高いものからランキングした文書のリスト

を，ユーザによる評価のために表示する方法よりも，SVMによ

る能動学習の考えを用いて，判別が難しい文書のリストをユー

ザに評価してもらうことにより，より高い性能の適合フィード

バックが期待できる．

このような背景から本稿では，情報検索を SVMに基づく能

動学習の枠組みで捉え，提示文書の生成，フィードバック情報

の利用を一貫して SVMで行い，検索文書中の適合文書を特定

する新たなフィードバック手法を提案する．

岡部，山田 [6] は，関係学習による適合文書の分類ルールの

学習を対話的文書検索に応用している．彼らの研究は，分類の

ための知識がルールという記号で表現されるため，ユーザに対



する可読性が高く，直接修正することも容易であるという点で

評価できるが，SVMなどの連続値を扱える分類学習アルゴリ

ズムの方がより精度の高い分類を実現できる可能性がある．

以下，2章で SVMについて簡単に紹介し，3章において，本

稿で提案する SVMを用いた能動学習について述べる．提案手

法の有効性を示すため，4章において，Losangels Times を用

いた情報検索実験を行い，実験結果に対する考察を行う．最後

に，5章で本稿のまとめと今後の課題について述べる．

2. Support Vector Machines

学習サンプル (z1, y1), . . . , (z�, y�), zi ∈ F, yi ∈ {±1}が与え
られ，次式を満たす判別関数 fw,b = sgn((w · z) + b)を推定す

る問題を考える．

fw,b(zi) = yi, i = 1, . . . , �. (1)

この関数が存在する場合，以下のの制約を考える．

yi · ((zi · w) + b) >= 1, i = 1, . . . , �. (2)

(w, b), (−w,−b)のようにwと bの方向の違いにより，同じ

超平面判別関数の式が 2 つ存在することとなる．しかし，式

(1)と式 (2)によって判別関数は一意に定めることができる．

汎化能力の高い判別関数は式 (2)で表現されるの制約条件の

下，次式を最小化することで推定できる．

τ (w) =
1

2
||w||2. (3)

この凸最適化問題を解くため，式 (3) の Lagrangian を計算

すると

L(w, b, �α)

=
1

2
||w||2 −

�∑
i=1

αi(yi((zi · w) + b) − 1), (4)

ここで，αi >= 0 は Lagrange 乗数である．この Lagrangian

を αiについて最大化し，wと bについて最小化する．パラメー

タ wと bについての Lの導関数は鞍点において次式のように

0にならなければならないので，

∂

∂b
L(w, b, �α) = 0,

∂
∂w

L(w, b, �α) = 0. (5)

式 (5)から次式が成立する．

�∑
i=1

αiyi = 0, (6)

w =

�∑
i=1

αiyizi. (7)

結局，wは学習サンプルの展開式となる．wの解はただ一つ

に決まるが，係数 αi はその必要がない．

Karush-Kuhn-Tucker 条件により，鞍点において Lagrange

{z | (w   z) + b = -1}

{z | (w   z) + b = 0}

{z | (w   z) + b = +1}

2

w

z2

z 1

1(w/||w||   (z  - z  ))=2/||w||
(w   (z  - z  ))=21

(w   z  ) + b = -12

(w   z  ) + b = +11

2

図 1 SVM の例

乗数 αi は，式 (2) を正確に表現し直した次式の制約条件に対

して非ゼロでなくてはならない．

αi · [yi((zi · w) + b) − 1] = 0, i = 1, . . . , �. (8)

αi > 0を有するパターン zi を Support Vectors と呼ぶ．式

(8) より，Support Vectors は margin 上に存在することとな

る．Support Vectors 以外の学習サンプルは凸最適化問題の解

法には関係のないものとなる．つまり，Support Vectors 以外

の学習サンプルは式 (2) の制約条件を自動的に満たし，式 (7)

の展開項の部分には現れないのである．

この凸最適化問題を解いて得られる超平面判別関数の汎化能

力については，以下の命題が成立する [12]．

［命題 1］ サンプル数 �の学習サンプルから得られる Support

Vectors 数の期待値を � − 1で割った値は，未学習サンプルに

対する誤分類率の上限である．

式 (4)の Lagrangian に式 (6)，式 (7) の条件を代入すると，

双対問題となる次の凸最適化問題を得ることができる．

max
�α

�∑
i=1

αi − 1

2

�∑
i,j=1

αiαjyiyj(zi · zj)

subject to αi >= 0, i = 1, . . . , �,

�∑
i=1

αiyi = 0. (9)

式 (7)の展開式を判別関数の式 (1)に代入することによって，

式 (1) の判別関数を，分類されるパターンと Support Vectors

との内積で評価される次式に書き換えることができる．

f(z) = sgn

(
�∑

i=1

αiyi(z · zi) + b

)
. (10)

以上より，式 (9)で表現される凸二次計画問題を解くことで，

判別関数 fw,b(z) = sgn((w · z) + b) を得ることができる．こ

の例を図 1 に示す．図中，○と●は各々異なるラベルを有す

る学習データを表す．また，破線上の学習データは，Support

Vectors と呼ばれる．

現実問題としては，学習サンプルを完全に分離できる超平面



は存在しない場合が多い．そのような場合，次式で表現される

緩和変数を導入して，式 (2) を満たさない学習サンプルが存在

しても良いようにする [1]．

ξi >= 0, i = 1, . . . , �. (11)

この緩和変数を使って式 (2)の制約条件を次式のように緩和

できる．

yi((zi · w) + b) >= 1 − ξi, i = 1, . . . , �. (12)

この緩和変数の導入によって，式 (3)と式 (2)で表現される

凸最適化問題が次式のようになる．

min
w,�ξ

τ (w, �ξ) =
1

2
||w||2 + γ

�∑
i=1

ξi

subject to yi((zi · w) + b) >= 1 − ξi,

i = 1, . . . , �. (13)

適切な正定数 γ を選択できるとすれば，式 (13) で表現され

る凸最適化問題は，任意の関数集合における，Vapnikの提唱

する Structual Risk Minimization の概念を実践することとな

る [11]．

学習サンプルが完全に分離できる場合の式 (7)と同様に，式

(13)の最適解において，wは次式のように，学習サンプルの展

開式となる．

w =

�∑
i=1

αiyizi. (14)

ここで，係数 αi が非ゼロとなるのは，学習サンプル (zi, yi)

が制約条件式 (12)を満たす場合である．式 (13)で表現される

最適化問題の双対問題となる以下の凸二次計画問題を解くこと

で，係数 αi を求めることができる．

max
�α

�∑
i=1

αi − 1

2

�∑
i,j=1

αiαjyiyj(zi · zj)

subject to 0 <= αi <= γ, i = 1, . . . , �,

�∑
i=1

αiyi = 0. (15)

Karush-Kuhn-Tucker条件から，式 (15) で表現される凸二

次計画問題の最適解は次の条件を満たす．

αi = 0 ⇒ yif(zi) >= 1

0 <= αi <= γ ⇒ yif(zi) = 0 (16)

αi = γ ⇒ yif(zi) <= 1

この条件より，分類結果 sgn(f(zi)) が yi と一致していて，

margin 値 yif(zi) が 1より大きいサンプルに対応する αi は 0

になることがわかる．

3. 情報検索における SVMによる能動学習

ここでは，能動学習の考えに基づき，SVMによる適合フィー

ドバック手法を用いた情報検索について述べる．

2.章で述べたように，SVMは学習データにより決定される

最適分離平面を用い，データ集合全体を 2分割することができ

る．SVMにより分離されるデータ集合が文書集合であるとす

ると，文書集合がある基準に対し，適合，非適合に分離可能で

あると考えることができる．文書集合が，適合，非適合に分離

可能ならば，情報検索にとって有益な手法として用いることが

できるはずである．情報検索システムに一般的に使用されてい

るベクトル空間モデルは，文書を多次元ベクトルで表現する．

SVMで最適分離平面を決定するための学習データ，および最

適分離平面で分離されるデータ集合全体にこの多次元ベクトル

を用いることにより，情報検索システムに SVMの導入を図る

ことが可能となる．

適合フィードバック手法は，情報検索システムがクエリに対

する検索を行った結果に対し，ユーザが適合，非適合の判定を

行い，その判定結果をシステムにフードバックすることにより，

さらに適合性の高い文書を検索する．この適合フィードバック

におけるフィードバック文書 (ユーザが判別を行った文書) を

SVMの学習データとして用いれば，検索対象文書全体を適合，

非適合に分類することが可能である．適合に分類された文書

集合に対し，再度検索を行い，検索を行った結果に対し，ユー

ザが適合，非適合の判定を行って，その判定結果をシステムに

フードバックすることにより，より高精度な情報検索が可能と

なると期待できる．このフィードバック手法を SVM による

能動学習に基づく適合フィードバック手法として，本稿で提案

する．

なお，SVMを対話的文書検索におうようすることの利点は

以下のように考えられる．

• 一般に，文書ベクトルの次元数（属性数）は大きい

（10,000 以上）が，SVMは大きい属性数に対応できる．

• 対話的文書検索では，ユーザの評価できる文書数は少な

い（数十程度）が，SVM は，少ない訓練例からの学習に適し

ている．

SVMによる能動学習に基づく適合フィードバック手法は，以

下に示す手続きでフィードバック，検索を行う．なお，Step 4

において，ランダムに文書を選択してユーザの評価を受けるの

ではなく，最も適合しているであろう文書を優先的に評価して

もらうという訓練例選択のバイアスをかけている点で，本手続

きは能動学習になっている．

Step 1 初期検索

ベクトル空間モデルを用い，ユーザが要求した質問に対し，検

索を行い，類似度の高い上位 N 文書をユーザに提示する．

Step 2 ユーザによる判定

Step 1で提示された文書に対し，ユーザは適合，非適合の判

断を行う．適合と判断された文書には，ラベル “1”，非適合と

判断された文書には，ラベル “−1”をつける．

Step 3 最適分離平面の決定 (SVMの学習)



ユーザが判定した文書を用い SVMの学習を行い，検索文書全

体を適合，非適合に分類する最適分離平面を決定する．

Step 4 検索

フィードバック回数がM より小さい場合，決定された最適分

離平面により，適合と分類された文書に対し，再度ベクトル空

間モデルと最適分離平面からの距離を用いて検索を行い，類似

度の高い (最適分離平面からの距離が遠い)上位 N 文書をユー

ザに提示し，Step 2へ．フィードバック回数がM 以上である

場合，Step 5へ．

Step 5 検索結果出力

決定された最適分離平面により，適合と分類された文書に対し，

再度ベクトル空間モデルと最適分離平面からの距離を用いて検

索を行い，類似度の高い (最適分離平面からの距離が遠い)L文

書をシステムから検索結果として出力する．

但し，Step 5において，SVMにより適合と判断された文書

数が L文書に至らない場合，適合と判断された文書を全て検索

結果としてユーザに提示する．

4. 検 索 実 験

4. 1 実 験 条 件

§3. で提案した SVM による能動学習に基づく適合フィード

バック手法の有効性を検討するための実験を行った．実験用デー

タには，文書検索に関する国際会議 TREC [10] で広く使用さ

れているデータの中の英字新聞記事（The Los Angels Times，

約 13万記事，平均単語数 526 語）を使用した．このデータに

は検索要求文とその要求に適合する文書集合が提供されており，

本研究でもこれをクエリとして用いている．

文書ベクトルの算出には，文献 [9]を参考に一般的な TFIDF

[14] を改良した用い，具体的には以下の計算式を使った．

wd
t = L ∗ t ∗ u

L =
1 + log(tf(t, d))

1 + log(average of tf(t, d)ind)
(tf)

t = log(
N + 1

df(t)
) (idf)

u =
1

0.8 + 0.2 uniq(d)

average of uniq(d)

(normalization)

• wd
t：文書 dにおける単語 tの重み．

• tf(t, d)：文書 dにおける単語 tの出現頻度

• N：データ集合内の文書総数

• df(t)：単語 tを含む文書数

• uniq(d)：文書 dにおける単語の異なり数（種類）

§3.の Step 1で述べたフィードバックに用いる文書数N は，

20とした．また，フィードバックの回数M は，1，2，3，4と

した．複数のフィードバック回数を用いるのは，フィードバッ

クの回数が検索精度に与える影響を調べるためである．

SVMによる最適分離平面は，線形分離により学習データ集

合を 2 分割する手法により求めた．2. で述べたように，学習

データ集合を分離できない場合には，緩和変数を導入すること

により，最適分離平面を決定できるが，本稿で扱うベクトル空

間モデルの場合，その空間が多次元であり，学習データ集合を

分離できないことがないので，緩和変数を用いていない．また，

SVMで最適分離平面を決定する手法として，カーネルトリッ

クを用いる手法 [16] [15]が一般的に使われているが，本稿で取

り扱う文書のベクトル空間モデルは，すでに多次元表現されて

おり，学習データ集合を高次元空間表現する必要がないため，

元の文書ベクトル空間での線形分離により最適分離平面を決定

した．SVMの学習，クラス分類には，SVMLight [3]を用いて

実験を行った．

提案手法の有効性を示すため，フィードバックを行わないベ

クトル空間モデルに基づく検索システムを基本手法として採用

した．また，フィードバック手法との比較を行うため，基本的な

適合フィードバックとして広く利用されている Rocchio-based

フィードバック手法 [7] を従来のフィードバック手法として用

いた．

Rocchio-basedフィードバック手法は，クエリベクトル (Qi)

を下式により更新し，検索精度を向上させる手法である．

Qi+1 = Qi + α
∑

x∈Rr

x − β
∑

x∈Rn

x, (17)

ここで，Rr は i回目において検索され，適合と判定された文

書集合，Rn は i回目において検索され，非適合関連がないと

判定された文書集合である．また，α，β は定数であり，それ

ぞれ関連文書，関連のない文書をどの程度重要視するかを調整

する．本稿では，文献 [17]で使用されているのと同様に，経験

的によいとされる α = 1.0，β = 0.5を採用して実験を行った．

広く知られているように，フィードバック手法は繰り返す毎

に検索精度が好くなる．そこで，Rocchio-based フィードバッ

ク手法，および SVMによる能動学習に基づく適合フィードバッ

ク手法のフィードバック回数を 1，2，3，4として精度の比較

を行った．

検索システムの精度の評価には，一般的に使用されている適

合率 (Precision)と再現率 (Recall)を採用した [4] [13]．再現率

と適合率は，各々個別に用いてシステム評価を行うことができ

るが，本稿では，一般にランク付け検索システムの評価に用い

られる再現率-適合率曲線を用い，システムの評価を行った．こ

の曲線は，各クエリに対し，一つの曲線が生成されるが，本稿

では，全クエリの平均再現率- 適合曲線を用いた．また，これ

らの平均から得られる平均適合率についても評価を行った．適

合率，再現率の計算は，以下の式に従って行った．

適合率 =
適合文書数の内，検索できた文書数

検索文書数

再現率 =
適合文書数の内，検索できた文書数

全適合文書数

4. 2 検 索 結 果

4. 2. 1 SVMに基づく能動学習によるフィードバックの有

効性

SVM の学習に用いる文書数を 20 文書，すなわちユーザが
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図 2 SVMによる能動学習に基づくフィードバック手法の利点 (フィー

ドバック文書数 20 文書，フィードバック回数 4回の場合の再現

率-適合率曲線):図中，太実線は提案フィードバック手法，点線は

従来のフィードバック手法，および，細実線はフィードバック無

しを表す．

表 1 SVM に基づく能動学習によるフィードバック回数と適合率の

比較

フィードバック回数 平均適合率

1 0.2625

2 0.3500

3 0.6125

4 0.6375

判断を行う文書数を 20 とした検索実験を行った．実験結果

を図 2 に再現率-適合率曲線で示す．図 2 は，SVM による能

動学習を 4 回行った後の結果を示している．提案手法である

SVMによる能動学習に基づく適合フィードバック手法との比

較のため，図 2には，フィードバックを行わない VSM，同条

件 (フィードバックを 4回行った)における従来のフィードバッ

ク手法 (Rocchio-based フィードバック手法) の検索結果も示

した．

図 2より，両フィードバック手法は，フィードバックを行わ

ない VSMより検索精度が高いことがわかる．つまり，フィー

ドバックを行い情報検索を行うことは，検索精度向上に有効な

手法であることが確認できた．

また，図 2 より，提案した SVM に基づく能動学習による

フィードバック手法は，従来の Rocchio-based フィードバック

手法と比較し，検索性能が高い．このため，SVMに基づく能

動学習をフィードバックに用いることは，情報検索の精度向上

に対し，有効な方法であると考えられる．さらに，以下で，実

験結果の考察を行う．

4. 2. 2 検索精度とフィードバック回数との関連

ここでは，フィードバックの回数を 1，2，3，4と変化させ，

フィードバックの回数と検索精度の関連性について考察する．

表 1に，提案する手法に対するフィードバック回数とフィード

バック検索結果を (平均適合率)を示す．

表 1より，フィードバック回数の増加に伴い，検索結果が向

表 2 Rocchio-based フィードバック手法によるフィードバック回数

と適合率の比較

フィードバック回数 平均適合率

1 0.2250

2 0.2500

3 0.2350

4 0.2250

表 3 フィードバック回数と上位 20 文書中の関連文書数

フィードバック回数 関連文書数

従来手法 提案手法

1 11 9

2 13 18

3 12 20

4 11 20

上していることがわかる．

また，比較のため，従来フィードバック手法 (Rocchio-based

フィードバック手法) を用いた場合のフィードバック回数と適

合率を表 2に示す。従来の手法は，フィードバックの回数を増

加させることによって，検索精度が向上することが知られてい

る [?]．しかしながら，今回の実験では，フィードバックの回数

の増加とともに，検索質問には顕著な変化が見られるものの，

検索精度の向上に関しては，顕著な変化がみられなかった。こ

れは，従来手法がフィードバックによって検索質問を拡張して

いるため，フィードバックの増加とともに，不適合の文書が増

加し，検索質問の拡張が有効でなくなっているのではないかと

考えられる。ただし，この原因に関しては，式 (17)の係数 α，

β の値によっても，結果かが異なる場合が考えられ，今後さら

なる考察が必要である．

表 1，2により，提案手法と従来手法との比較を行う．フィー

ドバックを行わない場合の平均適合率は，0.15 であった．従

来手法も提案手法もフィードバックを行うことにより，検索精

度が向上していることがわかる．また，従来手法ではフィード

バックを繰り返すことに顕著な検索精度の改善が起っていない

が，提案手法では，1,2,3,4回とフィードバックの回数を増やし

ていくに伴って，検索精度が向上している．この点を顕著に表

している例を表 3 に示す．この例は，最初の検索質問に対し，

システムが適合と判断した上位 20 文書の中に，最も多くの関

連文書 (5文書)が入っていた場合である．表 3には，フィード

バック回数とその際に，システムがユーザに提示するために適

合と判断した上位 20文書中の適合文書数を示した．表 3より，

従来手法では，あるフィードバック回数を境に，検索精度の改

善が起っていないことがわかる．ただし，この結果は，式 (17)

の係数 α，β の値によっても，異なる場合が考えられ，今後さ

らなる考察が必要である．

さらに，表 1，2より，フィードバック回数に依らず，常に提

案手法の検索精度は，従来手法の検索精度を上回っていること

がわかる．

これらの結果より，本稿で提案した SVMに基づく能動学習



によるフィードバック手法は，ユーザが判断を行う情報検索に

おいて有効な手法であるといえる．

5. お わ り に

本稿では，情報検索の検索精度向上のための SVMに基づく

能動学習による適合フィードバック手法を提案した．SVMは，

高い分類能力を持つため，ユーザからのフィードバックを用い

ることにより，より関連性の高い文書を識別することが可能で

ある．また，SVMは，最適分離平面を決定できるため，これ

を利用した追加学習データの生成，つまり，ユーザへ提示し，

ユーザに判定してもらう文書の生成が可能である．

TRECの新聞記事のデータを用いた実験において，本稿提案

手法の有効性を示した．フィードバック文書が 20 文書という

少ない場合でも，本提案手法が従来のフィードバック手法より

高い検索精度を示した．

本稿では，最適分離平面を線形識別関数とし，その分離平面

からの距離で追加学習データ，つまり，ユーザに提示するフィー

ドバック文書を決定した．しかし，その距離と検索精度との関

連についての解析については，今後の課題とする．
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[6] 岡部正幸, 山田誠二. 関係学習を用いた対話的文書検索. 人工知
能学会誌, Vol. 16, No. 1, F, 2001.

[7] J. Rocchio. Relevance feedback in information retrieval, pp.

313–323. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1971.

[8] G. Salton and J. McGill. Introduction to modern informa-

tion retrieval. McGraw-Hill, 1983.

[9] R.E. Schapire, Y. Singer, and A. Singhal. Boosting and roc-

chio applied to text filtering. In Proceedings of the Twenty-

First Annual International ACM SIGIR, pp. 215–223, 1998.

[10] TREC Web page. http://trec.nist.gov/.

[11] V.N. Vapnik. The Nature of Statistical Learning Theory.

Springer, 1995.

[12] V.N. Vapnik. Statistical Learning Theory. Wiley, New York,

1998.

[13] I. Witten, A. Moffat, and T. Bell. Managing Gigabytes:

Compressing and Indexing Documents and Images. Van

Nostrand Reinhold, New York, 1994.

[14] R. B. Yates and B. R. Neto. Modern Information Retrieval.

Addison Wesley, 1999.

[15] 小野田崇. Large margin classifiers. 人工知能学会誌, Vol. 17,

No. 1, pp. 21–30, 2002.

[16] 赤穂昭太郎, 津田宏治. サポートベクターマシン 基本的仕組みと
最近の発展. 数理科学, pp. 52–59, 2000.

[17] 柘植覚, 獅々堀正幹, 北研二. サポートベクターマシンによる適
合性フィードバックを用いた情報検索. 研究報告「自然言語処
理」, No. 141-14, 2001.



免疫ネットワークに基づくWWW 文書集合族からの
時系列的話題情報の抽出・可視化

研究分担者 高間康史 (東京都立科学技術大学)

あらまし Webから得られる時系列的関連を持った文書集合族から話題の流れに関する情報を抽出・可視化する手法

について提案する．オンラインニュースを始め，Web 上に公開されている情報は，新規の話題や流行に関する情報を

多く含んでおり，これらをユーザに提示することができればビジネスチャンスなどにもつながる事が期待できる．提

案手法は，免疫ネットワークモデルに基づくランドマーク抽出により文書集合毎の可視化を行い，文書集合間の時系

列的関連性は，免疫記憶細胞モデルを導入することにより考慮する．抽出されたランドマークで表される話題を強調

したキーワードマップを生成するために，免疫ネットワーク・メタファをバネモデルに組み入れる手法についても提

案する．9月 17日～9月 21日の間に公開されたオンラインニュース記事を対象として実験を行った結果，全文書集合

を通じてランドマークの対応付けによる話題の流れが抽出可能であること，および免疫ネットワーク・メタファによ

りそれらを強調したキーワードマップを安定して生成可能であることを示す．
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Immune Network-based Approach for Extracting Topic Stream on Web

Yasufumi TAKAMA

Abstract A Web information extraction/visualization method based on the document set-wise processing is pro-

posed to find the topic stream from a sequence of document sets. Although the hugeness of the Web as well as its

dynamic nature is burden for the users, it will also bring them a chance for business and research if they can notice

the trends or movement of the real world from the Web. The proposed method extracts the landmark keywords from

each document set. Immune network model is employed to calculate the activation values of keywords, while the

property of memory cell is used to find the topical relation among document sets. The immune network metaphor

is also proposed to obtain the keyword map that emphasizes the topic distribution based on the landmarks. Ex-

perimental results with using a sequence of online news-article sets show the proposed method can find the topic

stream through the sequence , as well as obtain the keyword map emphasizing the landmarks.

Key words information visualization, immune network, Web, keyword extraction, spring model

1. は じ め に

検索結果やオンラインニュース記事集合など，時系列的な関

連を持つ文書集合族が Web 上から多く入手可能であることに

着目し，これらから話題の流れを可視化する手法について提案

する．オンラインニュースを始め，Web 上に公開されている

情報は，新規の話題や流行に関する情報を多く含んでおり，こ

れらをユーザに提示することができればビジネスチャンスなど

にもつながる事が期待できる．また，ユーザにとって未知の領

域についての情報を収集する場合，検索エンジンを用いた情報

検索プロセスを複数回繰り返すのが通常であるが [3]，これら

の検索結果間の対応を明示することは，ユーザによる新たな

知識の理解，概念体系の構築にも効果的であると考える．話題

の検出・トラッキングに関しては，TDT(Topic Detection and

Tracking)プロジェクト [1] などにおいても研究されているが，

これらがイベントの同定に主眼を置いているのに対し，本研究

では関連話題をゆるくつないだ形で話題の流れを抽出すること

を目指す点で異なる．

提案手法は，文書集合毎に可視化を行う際に，過去の可視化

結果との対応付けを考慮することで時系列性を考慮する．文書

集合毎の可視化は，話題分布をキーワードの空間配置により表

現するキーワードマップと文書クラスタリング [4], [15] を同時

に考慮するために，主要話題に関連しつつ，互いに共起しない

キーワード集合を免疫ネットワークモデル [5] に基づいて抽出

することにより行う [12]．文書集合間の対応付けは，既使用の

ランドマークを免疫記憶細胞と見なすことにより実現する．

情報可視化システムにおいては，システムの提示情報をユー

ザが理解する際の手がかりとなるメタファが重要である [8]．こ

れまでに，構造（階層）化された文書データベースに対しては

Book メタファ[8] や入れ子構造に基づくもの [7] などが提案さ



れているが，キーワードマップおける理解の手がかりは基本的

にキーワード間の距離情報だけであり，ユーザの主観やキー

ワードマップ表示に対する習熟度に大きく依存する．特に，一

般ユーザが利用する Web インタフェースに適用するには，可

読性の更なる向上が重要であると考える．

抽出されたランドマークおよび関連キーワードで構成される

キーワードのかたまりは，文書集合中の話題を表現するもので

あり，これをキーワードマップ上で明確に可視化するために，

免疫ネットワーク・メタファを導入する手法についても提案す

る．キーワードマップ作成の代表的手法であるバネモデル [13]

を基に，ランドマーク関連のバネ長やバネ定数を調整すること

により，ランドマークによって表現される話題分布を強調した

配置が安定して得ることができる．

9月 17日～9月 21 日の間に公開されたオンラインニュース

記事を対象として実験を行った結果，全文書集合を通じた話題

の流れが発見可能であること，およびランドマークを強調した

配置が安定して得られることを示す．

2. 免疫ネットワーク・メタファに基づく情報可
視化

2. 1 提案アルゴリズムの概要

本稿では，キーワードマップ読解の手がかりとなるランド

マークとしての性質と，文書クラスタ識別子としての性質を共

に満たすキーワードを抽出するために，免疫ネットワークモデ

ルの活性伝播機構を採用する [12]．本稿で提案する手法では，

あるキーワードを共有する文書をクラスタとみなす．このキー

ワードをクラスタ識別子と呼ぶ．

提案手法では，キーワードを抗体，文書を抗原と見なすこと

により，免疫ネットワークモデル (式 (5)–(9))に基づいてキー

ワードの活性値を計算し，高活性化したものをランドマークと

して抽出する．具体的な処理手順は以下の通りである．ここで，

ネットワークの定常状態とは，高活性化するキーワード集合が

一定となった状態とする．

（ 1） 文書集合から，出現文書数 DF が TH2 以上のキー

ワードを抽出．出現文書集合が等しいキーワードは一つにまと

める．

（ 2） キーワード間接続強度 (Jb
ij) を決定．

（ 3） キーワード・文書間接続強度 (Jg
ij)を決定．

（ 4） キーワード，文書の活性値計算 Xi, Aiをネットワーク

が定常状態になるまで繰り返す．

ステップ 2,3において，キーワードおよび文書間の接続強度

は以下の様に定義する．

キーワード間接続強度（Jb
ij）

強接続 (SC) . . . CDFij >= TH2 (1)

弱接続 (WC) . . . 1 <= CDFij < TH2 (2)

キーワード・文書間接続強度（Jg
ij）

強接続 (SC) . . . TFij >= TH1 (3)

弱接続 (WC) . . . 1 <= TFij < TH1 (4)

ここで，CDFij はキーワード i, j が共起する文書数，TFij

は文書 j 中のキーワード i の出現頻度，SC, WC はそれぞれ，

強接続，弱接続の強度を表す．上記条件を満たさない場合オブ

ジェクト間には接続関係はないものとする．

また，ステップ 4の活性値計算には，本研究では以下に示す

数理モデルを使用する [2], [6], [9]．

dXi

dt
= s + Xi(f(hb

i ) − kb) (5)

hb
i =

∑
j

Jb
ijXj +

∑
j

Jg
ijAj (6)

dAi

dt
= (r − kghg

i )Xi (7)

hg
i =

∑
j

Jg
jiXj (8)

f(h) = p
h

(h + θ1)

θ2

(h + θ2)
(9)

ここで，Xi が抗体（キーワード）濃度，Ai は抗原（文書）

濃度をそれぞれ表す (初期濃度 Xi(0), Ai(0))．sは抗体の補充

率，r は抗原の再生率，kb, kg はそれぞれ，抗体，抗原の死滅

率である．hb
i , h

g
i は fieldと呼ばれ，認識可能な抗原，抗体から

の影響は式 (9)より，fieldの対数を横軸とするベル型の関数に

より定義される．Jb
ij は，抗体 i, j 間の接続強度，Jg

ij は抗体 i

と抗原 j 間の接続強度を表す．

免疫ネットワークモデルの持つ非線形性により，共起キー

ワード同士は活性化しあって話題に対応したキーワードの塊を

形成すると同時に，活性値が一定以上大きくなると互いに抑制

しあうことにより，互いに共起しないキーワードの集合が最終

的に高活性化する事が期待できる．

従って，高活性化キーワードをランドマークとすることによ

り，キーワードマップ上の話題の分布を理解する手がかりとな

ると同時に，このキーワードを含む文書単位でクラスタリン

グを行った場合，クラスタ間のオーバラップを避けることがで

きる．

実際にオンラインニュース記事集合に適用した結果，生成ク

ラスタの話題に関する結束性，ランドマークの品質に関しては，

アンケート結果より，k-meansクラスタリングと同等かそれ以

上の評価が得られている [12]．

2. 2 免疫記憶細胞モデルの導入

2. 1節で提案したアルゴリズムは，単独の文書集合に適用さ

れる．この手法を適用して，時系列的な関連を持つ文書集合族

から話題の流れを発見するためには，現在の文書集合を可視化

する際に，過去の文書集合から抽出・可視化された話題と類似

するものがあれば優先的に抽出・可視化する必要がある．これ

は，一度ランドマークとして抽出されたキーワードは以降の文

書集合において優先的に高活性化する様に優先権を与えること

により実現できる．

実際の免疫システムでは，一度体内に侵入した抗原について

は免疫記憶細胞が生成され，二度目以降の抗原提示で迅速に反

応可能である（二次反応）事に着目し，本稿では，ランドマー



クとして抽出されたキーワードを以降の処理で免疫記憶細胞と

見なす事により，上述の優先権を与える．

免疫細胞モデルについては，(1) 通常細胞よりも低い kb を

与える，あるいは (2)式 (9)で θ1 を小さく，θ2 を大きくする，

などにより実現可能であり，実験の結果，通常細胞と比較して

6-14倍，高活性化しやすくなる事が示されている [11]．本稿で

は，(1)を採用して免疫記憶細胞モデルを導入する．

2. 3 免疫ネットワーク・メタファに基づくキーワード配置

アルゴリズム

文書集合中に含まれる話題分布構造を可視化し，ユーザに提

示する手法として，集合中から抽出したキーワードを，文書中

における共起関係などに基づき，類似性・関連性の高いほど二

次元空間上で近くに配置するキーワードマップが用いられるこ

とが多い [13], [14]．キーワードマップはテキストマイニングや

発想支援システム [13]などでよく利用され，有効性が示されて

いるが，以下のような問題点が存在する．

• 読解の手がかりがキーワード間距離情報のみであり，ユー

ザの主観やキーワードマップ表示に関する習熟度に大きく依存

する．

• 多次元空間を二次元空間に写像するため，（多次元空間上

での）正しい距離関係を必ずしも反映できない．

• キーワードマップでよく用いられるバネモデル [13]や多

次元尺度構成法 [10]では局所最適な配置を求めるため，実行の

度に異なる配置が得られることがある．

本研究では，免疫ネットワーク・メタファをキーワードマッ

プに導入し，ランドマークに対応する話題を強調した配置を行

うことを提案する．ここでは，バネモデル [13]を改良すること

により免疫ネットワーク・メタファを導入する．

まず，通常のバネモデルを用いたキーワード配置は以下のよ

うにして実現できる．

• 接続関係のあるキーワード間にバネを設定する．

• バネ定数は全て等しくする．

• 強接続のバネ長は弱接続のものより短くする．

さらに，以下の設定を行うことにより免疫ネットワーク・メ

タファを導入する．

• ランドマークに接続しているバネのバネ定数を大きく

する．

• ランドマーク間のバネ長を長く設定する．

ランドマーク間の距離を大きくとることにより，ランドマー

クを中心としたキーワードのかたまりを分離して表示すること

が可能となる．また，ランドマーク周辺のバネ定数を強くする

ことにより，ランドマークを中心としたキーワードのかたまり

を他よりも優先して形成することが期待できる．さらに，局所

最適な配置が得られると言うバネモデルの特徴に関しても，ラ

ンドマーク周辺の配置にバイアスを加える形になるため，得ら

れる配置のばらつきが少なくなることも期待できる．

3. 評価実験結果

3. 1 時系列文書集合のクラスタリング結果

前節で提案した情報可視化手法を用いてオンラインニュース

記事集合を時系列的に処理した結果について示す．実験には，

Yahoo! Japan News (http://yahoo.co.jp/) の「エンターテイ

ンメント」カテゴリにおいて，2001年 9月 17 日から 21日の

間に公開されたオンラインニュース記事を用いている．実験に

使用したパラメータを表 1に示す．

表 1 実験に使用したパラメータ

Parameter s r kg p

Value 10 0.01 10−4 0.06

Parameter TH1 TH2 Xi(0) Ai(0)

Value 3 3 10 105

Parameter θ1 θ2 SC WC

Value 103 106 1.0 10−3

Parameter kb(normal) kb(memory)

Value 0.4 0.3
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図 1 抽出された話題ストリームの比較 ((a) 記憶細胞なし，(b) 記憶

細胞あり)

このオンラインニュース記事を，同じ日に公開された記事集

合毎に，提案アルゴリズムで処理を行った結果を図 1 に示す．

図 1(a) は免疫記憶細胞モデルを利用せず，各日付毎に独立し

て処理した場合，(b)は免疫記憶細胞モデルを利用したランド

マークに活性化優先権を与えた場合について，生成された各ク

ラスタのランドマークを示している．

図 1中で，免疫記憶細胞の有無によらず，両実験で同様に生

成されたクラスタのランドマークについては，網掛けしてある．

これより，ランドマークを免疫記憶細胞とすることにより，

次回以降のクラスタリングの際に再びランドマークとして抽出

されやすくなっていることがわかる．



実験結果の中で，「公演」が全ての記事集合からランドマーク

として抽出されている．本実験で用いたニュース記事が公開さ

れた期間は，米国での同時多発テロ事件直後のため，エンター

テインメントカテゴリにおいても関連記事が多数存在しており，

その中には，公演の延期やチャリティー公演に関する記事も比

較的多かった．提案手法では，多様な話題を発見するために，

サイズの大きなクラスタの生成は抑制され，複数のクラスタに

分割される傾向にある．そのため，同時多発テロ関係の記事を

分割する際に，免疫記憶細胞モデルを導入した場合には一度ラ

ンドマークとして抽出された「公演」の観点が再利用される事

により，文書集合族を通じた話題の流れの一つをとらえること

ができたと考える．

また，9月 20日において両実験により「ニュース」をランド

マークとするクラスタが生成されているが，このクラスタに含

まれる記事は，同時多発テロ事件を契機に人々がニュースに注

目している事を表す，興味深いものであった．これに対し，免

疫記憶細胞モデルを利用した場合に 9月 21 日のニュース記事

集合から抽出された「ニュース」をランドマークとするクラス

タは，話題としての結束性が低いものであった．9 月 20 日に

おいては，「同時多発テロ事件」の「サブ話題」として，「ニュー

ス」に関するクラスタに意味があったが，9月 21日ではその様

な上位話題が存在しないにも関わらず，無理にクラスタを生成

してしまったものと考える．これを防ぐためには，各文書から

キーワードを抽出する際に，話題を反映したフレーズ単位で抽

出するなどの工夫が必要と考えている．

3. 2 免疫ネットワーク・メタファに基づくキーワード配置

実験

免疫ネットワーク・メタファの導入が，キーワードマップの配

置に与える効果について実験した結果について示す．パラメー

タは以下のように設定する．

バネの長さ:

強接続：弱接続：ランドマーク間 = 1 : 8 : 50

バネ定数: ランドマークに接続されたバネは通常のものの 5倍

ここで検証したいのは以下の点である．

（ 1） ランドマーク間の距離が十分にとられているか．

（ 2） ランドマーク・関連キーワードによるキーワードのか

たまりが常に安定して得られるか．

これらを評価するために，3. 1節で使用した 9/17から 9/21

までのニュース記事集合それぞれについて，異なる初期配置

（ランダムに決定）から５回バネモデルによる配置を実行した際

の，キーワード間の距離の平均値（AVG），標準偏差（STD），

両者の比率（STD/AVG）について求めた．バネモデルによる

座標計算は，収束具合などを考慮して，1,500 回に実験的に決

定した．表 2は接続のある全ノード間の距離について，表 3は

ランドマーク間距離について，表 4 はランドマークと関連キー

ワード間の距離についての実験結果について，それぞれまとめ

たものである．IM は免疫ネットワーク・メタファを導入した

場合，NMLは通常のバネモデルに基づいて配置を行った場合

の結果である．

これらの結果より，全ノード間については両手法に差はそ

表 2 全ノード間距離の標本平均，標本偏差，比率

Date Type AVG STD STD/AVG

0917 IM 113.40 10.197 0.13101

NML 104.53 10.867 0.15652

0918 IM 83.043 21.093 0.28056

NML 67.083 23.748 0.37127

0919 IM 108.11 2.9122 0.04172

NML 98.100 15.412 0.22634

0920 IM 101.06 16.309 0.21441

NML 92.156 16.492 0.23857

0921 IM 78.040 23.330 0.32437

NML 73.733 21.876 0.32757

表 3 ランドマーク間距離の標本平均，標本偏差，比率

Date Type AVG STD STD/AVG

0917 IM 224.23 22.487 0.09997

NML 104.66 21.248 0.23679

0918 IM 194.10 45.859 0.24082

NML 68.552 32.709 0.56259

0919 IM 231.44 0.29962 0.00136

NML 129.17 8.0741 0.08742

0920 IM 209.03 32.641 0.16548

NML 103.53 33.100 0.39004

0921 IM 190.53 46.334 0.24419

NML 68.912 42.187 0.64712

表 4 ランドマーク・関連キーワード間距離の標本平均，標本偏差，

比率

Date Type AVG STD STD/AVG

0917 IM 93.138 7.8363 0.08980

NML 46.737 7.2387 0.21191

0918 IM 85.904 7.5271 0.10911

NML 43.424 17.717 0.41925

0919 IM 71.130 0.57815 0.01145

NML 55.835 5.3415 0.13120

0920 IM 105.25 6.5842 0.07204

NML 70.125 7.7490 0.16809

0921 IM 78.379 10.167 0.13507

NML 33.471 10.117 0.31009



れほど見られないが，ランドマーク間については免疫ネット

ワーク・メタファを導入することにより，通常のバネモデルよ

りも２倍程度，距離を大きく保てていることがわかる．また，

STD/AVGの値より，免疫ネットワーク・メタファを導入する

ことにより，ランドマーク・関連キーワードによるキーワード

のかたまりに関して，実行毎の配置のばらつきが少ないことが

わかる．

図 2 9/19 のキーワードマップ（免疫記憶細胞あり）

免疫ネットワーク・メタファを導入したキーワードマップの

例として，9/19の文書集合に免疫記憶細胞を用いて提案手法を

適用した結果を図 2に示す．図において，白い矩形のものがラ

ンドマーク，濃い色のものが関連キーワードを表す．エッジは

ランドマークとの強接続のみ示している．これより，関連キー

ワードの多くはテロに関するものであり，多数の文書に出現す

る影響で中央に寄った配置となっているものの，各ランドマー

ク間の距離を大きくとることにより，それぞれが表す話題が明

確になっていることがわかる．

4. ま と め

検索結果やオンラインニュース記事集合など，時系列的な関

連を持つ文書集合族が Web 上から多く入手可能であることに

着目し，これらから話題の流れを可視化する手法について提案

した．提案手法は，文書集合毎に可視化を行う際に，過去の可

視化結果との対応付けを考慮することで時系列性を考慮する．

文書集合毎の可視化は免疫ネットワークモデルに基づくランド

マーク抽出によって行い，免疫記憶細胞モデルを導入すること

により時系列的関連を考慮している．9月 17 日～9月 21日の

間に公開されたオンラインニュース記事を対象として実験を

行った結果，全文書集合を通じて類似話題が発見可能であるこ

とを示した．

また，免疫ネットワーク・メタファを用いたキーワードマッ

プ作成に関しても，従来バネモデルよりもランドマークを強調

したキーワードマップを安定して作成可能であることを実験に

より示した．

今後は，実ユーザを対象とした，可視化インタフェースの評

価を行い，提案手法の有効性を検討していく予定である．
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あらまし   データマイニングシステムは与えられた大量のデータに隠されている知識を自動的に発

見してくれる．しかしながら発見された知識は新規なもので，また利用者にとって興味深いものとは限

らない．そこで本論文では情報検索技法を用いることで発見されたルール形式の知識を新しく，利用者

にとって興味のあるものにフィルタリングする手法を提案する．本手法では，インターネット上の情報

源からの検索結果に応じて発見ルールをランク付けする．本論文では，医療データマイニングと

MEDLINE 文献検索という具体的な事例を用いて，発見ルールフィルタリングの手順を示す．また肝炎

データマイニングによる発見されたルールをフィルタリングするプロトタイプシステムを示す．最後に

発見ルールフィルタリングに対するミクロビューアプローチとマクロビューアプローチについて議論

する．  
キーワード   発見ルールフィルタリング，データマイニング，情報検索，適合性フィードバック，

MEDLINE データベース  
 

Discovered Rule Filtering System 
Using MEDLINE Information Retrieval 

Yasuhiko KITAMURA   Akira IIDA  and  Keunsik PARK 
Abstract A data mining system can semi-automatically discover knowledge by mining a large volume of 

data, but the discovered knowledge is not always novel and interesting to the user. We propose a discovered 
rule filtering method to filter rules discovered by a data mining system and to produce ones that are novel and 
interesting to the user by using information retrieval technique. In this method, we rank discovered rules 
according to results of information retrieval from the Internet. In this paper, firstly we show the steps of 
discovered rule filtering by using a concrete example of clinical data mining and MEDLINE document 
retrieval. Secondly, we show a prototype system to filter rules discovered by a hepatitis data mining. Lastly, 
we discuss micro and macro view approaches to discovered rule filtering.  

Keyword  discovered rule filtering, data mining, information retrieval, relevance feedback, MEDLINE 
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1. はじめに  

アクティブマイニングは情報収集，データマイニン

グ，ユーザリアクションの技術を融合することにより，

ユーザの目的にあった質の高い知識の効率的な発見を

目指すデータマイニングの新しいアプローチである

[1]．本稿ではインターネット上からの文献情報検索結

果に基づきデータマイニング結果をフィルタリングす

る発見ルールフィルタリング手法 [7]について述べる． 
データマイニングは大量のデータを機械処理する

ことにより，ユーザにとって有用な知識を自動的に発

見しようとする手法である．一般的には与えられたデ

ータに含まれる属性間の関係から統計的に意味のある

関係を発見する．しかしながら単に統計的な特徴だけ

でデータマイニングを行うなら，(1)ユーザが扱いきれ

ないほどの大量の知識が得られる，(2)ユーザにとって

既知の知識が得られる，(3)ユーザにとって興味のない

知識が得られる，といった問題が生じる．そこで本研

究ではルール形式で得られる大量の発見知識の中から

新規でユーザにとって興味のあるもののみにフィルタ

リングする発見ルールフィルタリングの開発を行って

いる．この発見ルールフィルタリングを実現するには

発見されたルールが新規かどうかを判定する必要があ

る．このためにわれわれはインターネット上の情報源

を用いている．またユーザにとっての興味の有無を判

定するためには適合性フィードバック手法を用いてい

る．  



 

 

本論文では以下，2 章においてデータマイニングと

情報検索の統合とその利点に関して述べる．3 章では

発見ルールフィルタリングの手順について，4 章では

それを実装したプロトタイプシステムについて述べる．

5 章ではルールフィルタリングを行う際の手法として

ミクロビューアプローチとマクロビューアプローチに

ついて議論し，6 章でまとめとする．  
 

2. データマイニングと情報検索の統合  
データマイニングとは複数の属性集合 A1, A2,…,An

に対し，それらの関係を示す大量のデータ集合 D(⊆A1× 
A2×… × An)から特徴的な属性間の関係を発見すること

と定義できる．（ここでは簡単のために各属性値は 0
あるいは 1 の値を取ると仮定する．）すなわちデータマ

イニングはデータ集合を入力とし，属性間の関係を表

す ル ー ル 集 合 を 出 力 と す る 関 数

m(D)⊆R={<Ac1,Ac2,…,Acm→Ad>}として定式化できる．

このようなルール集合を求める手法としては一般的に

は正答率 (precision)と再現率 (recall)を考慮する統計的

手法が用いられることが多い．ただし，新奇なルール

を発見しようとするシステムでは再現性を犠牲にした

手法がとられることもある．  
一 方 ， 情 報 検 索 と は 多 数 の キ ー ワ ー ド 集 合

B1,B2,…,Bm が与えられているときに，それらを含む大

量の文献集合 D’⊆B1× B2×… × Bm からキーワードの共

起数を求めることと定義できる．すなわち情報検索と

は文献集合とキーワード集合を入力とし，キーワード

の共起数を出力とする関数 ir(D’,{Bk1, Bk2,…,Bkp})∈Int
として定式化できる．（ここで Int は整数の集合であ

る．）実用上，情報検索では共起数そのものよりも，共

起数の多い順にソートされた文献集合が出力となる．  
それではデータマイニングと情報検索を組み合わ

せることによりどのようなことが可能であろうか．ま

ずデータマイニングにおける属性 Ai を情報検索にお

けるキーワード Bj に関連付ける関数 c(Ai)=Bj を得るこ

とができるなら，データマイニング結果と情報検索結

果を関連付けることが可能になる．例えば，データマ

イニングの結果としてルール <Ac1,Ac2,…,Acm→Ad>が
得られたとしよう．またこのルールを構成する属性に

関連するキーワードを用いて情報検索を行うと共起数

k が 得 ら れ る ． す な わ ち ， ir(D’,{c(Ac1), 
c(Ac2),…,c(Acm)})=k である．このとき k の値の大きさ

に応じて発見ルールのランク付けを行うことができる．

k が非常に大きな数値であれば，発見されたルールは

既知のものである可能性が大きいし，その逆であれば

未知の可能性が大きい．  
情報検索にはさらに付加的なキーワードやパラメ

ータを追加することも可能である．例えば，ある文献

情報検索システムでは文献が出版された年を入力とし

た検索が可能になっている．これにより発見されたル

ールが過去のトピックであるのか，最新のトピックで

あるのかを識別することが可能になる．また，利用者

が興味を持つ領域を表すキーワードを付加すれば発見

されたルールが利用者にとって興味があるかどうかに

関しても評価することが可能になる．  
 

3. 発見ルールフィルタリングの手順  
発見ルールフィルタリングではデータマイニング

システムにより発見された知識に対して，それに関連

する情報をインターネット上から検索し，その結果に

基づき，発見ルールのフィルタリングを行う．ここで

の議論をより具体的なものとするために，肝炎データ

からのマイニングを知識発見の対象領域として議論を

進める．発見ルールフィルタリングの具体的な手順は

以下の通りである．  
 

3.1. 発見ルールの獲得  
データマイニングシステムを利用してルール形式

の知識を得る．静岡大学の山口グループでは，千葉大

学医学部より提供された肝炎データから肝炎の進行具

合を示す血液データ (GPT)と他の検査データとの時系

列的な相関関係に着目し，様々なルール形式の知識発

見が行われている [2]．その一例は図 1 に示すようなも

のである．  

  
図１：発見ルールの一例  

 
これは GPT（グルタミン酸ピルビン酸トランスアミ

ナーゼ）と TTT（チモール混濁試験），D-BIL（直接ビ

リルビン）の関係を表すものであり，「 24 ヶ月間，

D-BIL が一定で，TTT が減少し，GPT が増加している

なら，その後 24 ヶ月間の GPT は減少する」というル

ール表記を行うことが可能である．  
 

3.2. 発見ルール駆動情報検索  
発見されたルールに関連する情報をインターネッ

トを利用して収集する．肝炎に関連するインターネッ

ト情報源として一般の Web 情報源はあまりにも雑多



 

 

な情報が混在しているので，本研究では医学・生物学

関係の文献データベースである MEDLINE を用いてい

る．MEDLINE（MEDlars on LINE）は，米国をはじめ

70 カ国で出版された 4000 誌を超える医学・生物学系

学術雑誌からのアブストラクトを含む書誌情報データ

ベースであり，1966 年以降の 1100 万件以上のデータ

が 蓄 積 さ れ て い る ． PubMed [4] 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi) は NCBI 
(National Center for Biotechnology Information)により

インターネット上に無料提供されている MEDLINE の

検索サービスであり，一般の検索エンジン同様，キー

ワードを入力することにより，MEDLINE 文献の検索

を行うことができる．PubMed ではさらに出版年別の

検索を行うことも可能である．  
発見ルールに関連する情報を MEDLINE データベー

スから検索するためには，それに関連するキーワード

を獲得する必要がある．このキーワードは発見ルール，

マイニング領域，利用者の興味から導出され，以下の

ように分類される．  
(1)発見ルールを構成する属性に関連するキーワー

ド：発見ルールから直接抽出されるキーワードであり，

発見ルールを構成する属性名がそれに該当する．例え

ば図 1 に示される発見ルールから得られるキーワード

としては GPT, TTT, D-BIL が該当する．ただし発見ル

ールに含まれる属性名には略称が用いられていること

が多く，一般名への変換も必要になる場合もある．例

えば，TTT は thymol turbidity test, GPT は ALT に変換

する．   
(2)領域に関連するキーワード：データマイニングの

目的や背景を表すキーワードである．これは固定的な

キーワードとしてあらかじめ用意しておく．例えば，

肝炎データマイニングの場合には  hepatitis（肝炎）と

いったキーワードがこれに該当する．  
(3)ユーザの興味に関連するキーワード：発見知識に

対するユーザの興味を表すキーワードである．このよ

うなキーワードを獲得する方法としては，直接的手法

としてユーザから直接獲得する方法と，間接的手法と

して 3.5 節に示すように，適合性フィードバック手法

[3]により間接的に獲得する方法が考えられる．  
 

3.3. 知的情報収集  
発見ルールより抽出されたキーワードの組み合わ

せを用いて PubMed より連続的に MEDLINE 文献検索

を行う．このような文献検索を発見知識の数だけ繰り

返す．当然のことながら発見知識の数が増えるにつれ

PubMed への検索の回数も増加することになる．一方，

PubMed は世界中の多くの研究者に公開されている検

索システムであり，その負荷をできるだけ少なくする

ような工夫が必要である．現実に，あまり多くの検索

を連続的に行うと検索サービスの利用が打ち切られて

しまうこともある．そこで，過去の検索の履歴を保持

し，意味のない文献検索や冗長な検索を行わず，効率

的な情報検索を行うことが望ましい．  
 

3.4. 発見ルールフィルタリング 
MEDLINE 文献検索の結果に応じて発見知識のフィ

ルタリングを行う．具体的には文献検索結果に応じて

知識のソーティングを行ったり，ある閾値を設定して，

それ以下のものを排除したりする．文献検索結果とソ

ーティングをどのように対応付けるかは本研究の中核

となる重要な研究課題であるが，具体的には以下のよ

うな仮説を前提とすることができる．  
 文献数が多ければ，それだけ既知のルールとい

える．  
 出版時期の新しい文献が多ければ，それだけ既

知のルールはホットな話題を扱っているとい

える．  
発見ルールフィルタリング手法に関しては 5 章で

より詳しく述べる．  
 

3.5. 適合性フィードバック 
発見ルールに関連するキーワードを元に文献検索

を行うだけでは，かなり広い範囲の文献にヒットする

可能性があり，その中には発見知識と関連していても，

ユーザの興味とあまり関連していないものが含まれる

こともある．この問題に対処する方法としては，ユー

ザ自らがその興味を示すキーワードを直接入力するこ

とが考えられるが，これはユーザにとって負担になる

場合もある．そこで間接的にユーザの興味に関連する

キーワードを獲得する手法として適合性フィードバッ

ク [3]がある．適合性フィードバックは検索された文献

に対してユーザが自らの興味と関連があるかどうかを

Yes/No でフィードバックする手法である．システムは

ユーザからのフィードバックを手がかりに，文献アブ

ストラクトを解析し，興味あるキーワード，興味のな

いキーワードを自動的に抽出する．  
 

4. 発見ルールフィルタリングシステム  
システムが起動されると図２に示すような画面が

表示される．number は発見ルールの ID 番号， rule は

発見ルールの記述である．keyword list には発見ルール

から抽出された属性キーワードが表示されている．

score はルールをランキングする際に用いる評価点で

ある．これはこのルールと関連性のある文献数である．

本システムでは未知のルールを発見しようとしている

ので，文献数が昇順になるように発見ルールがソート



 

 

される．ただし文献数が 0 のものは，発見ルールがゴ

ミである可能性が高いので，ランキングを下げている．

score は以下で議論する適合性フィードバックが行わ

れるごとに再計算され，発見ルールは再ソートされる． 

number はハイパーリンクとなっており，そこをクリ

ックすると図３に示されるように，文献検索でヒット

した文献の一覧が表示される．（ここでは 0004 を選択

している．）図３でも示すように検索キーワードは発見

 

図２ 発見ルールフィルタリングシステムの起動画面  

 
図３ 発見ルールフィルタリングシステムにおける適合性フィードバック  



 

 

ルールから得られたものを必要に応じて拡張したもの

と領域キーワード hepatitis である．文献は上部のフレ

ー ム で は 著 者 名 (authors) ， 文 献 名 (title) が 関 連 性

(relevant/nonrelevant)ボタンとともに表示されている．

title をクリックする下部のフレームに詳細文献情報と

して，PubMed ID (PMID)，出典名 (Journal)，文献名 (Title)，
著者名 (Authors)，所属 (Affiliation)，アブストラクト

(Abstract)が表示される．アブストラクトの部分には検

索キーワードがハイライトして表示される．利用者は

この文献アブストラクトを読み，自分の興味と関係が

あるかどうかを上部フレームの関連性ボタンをクリッ

クすることでシステムにフィードバックをかけること

ができる．関連性のチェックが終わり，利用者が

feedback のボタンが押すと，適合性フォードバックア

ルゴリズムが起動され，文献の分類が行われる．この

結果は図２における発見ルールの順序に反映される．  
 

5. MEDLINE 文献検索に基づくルールフィルタ

リング  
MEDLINE 文献検索の結果を用いて発見されたルー

ルをいかにフィルタリングするかは本研究の最も重要

な課題である．これにはミクロビューアプローチとマ

クロビューアプローチの二つが考えられる．  
 

5.1. ミクロビューアプローチ 
ミクロビューアプローチは文献検索をできるだけ

正確に行おうとするアプローチである．現在の手法は

発見ルールから直接抽出される属性キーワードと領域

キーワードのみを用いて文献検索を行っている．した

がって文献検索の精度は必ずしも高くはなく，発見ル

ールと直接関連しないような文献が得られる場合もあ

る．この精度を上げるためには二つの方法が考えられ

る．  
(1)属性間の関係を表すキーワードの利用：発見ルー

ルを構成する属性間の関係を表すキーワードを利用す

ることが考えられる．例えば，肝炎データマイニング

において属性値の変化の周期性が重要である場合には

periodicity（周期性）といったキーワードが考えられる．

しかしこのようなキーワードを発見ルールから直接抽

出することは難しい．そこで属性間の関係を適切に表

現するキーワードをオントロジのような形であらかじ

め用意しておくことが必要になるであろう．  
(2)自然言語処理手法の利用：もう一つの手法は得ら

れた文献のアブストラクトを自然言語処理の手法を用

いて解析することである．例えば，発見ルールに含ま

れる属性が文献アブストラクト中で離れた場所に存在

するとするならばそれらの属性の関連を述べた文献で

ある可能性は低いかもしれない．したがってアブスト

ラクトの構文解析を行うことにより，属性キーワード

が同一文中に現れるかどうかを確認できればフィルタ

リングの精度は向上すると考えられる．さらに属性キ

ーワードが結果や結論に関連する文の中に現れるかど

うか，属性キーワード間の関係を修飾する文節は何か，

などということが明らかになればフィルタリングの精

度はさらに向上すると考えられる．  
 

5.2. マクロビューアプローチ 
マクロビューアプローチは情報検索の精度はある

程度犠牲にしても属性間の関係に関する大まかな傾向

を観察しようとするものである．例えば属性キーワー

ドが共起する文献数はその属性間の関係の強さを近似

的に表しているといえる．  
共起文献数に代わる指標としては Jaccard 係数 [5]が

挙げられる．属性キーワード K1 と K2 に対して，検索

キーワードを {K1},{K2},{K1,K2}としたときの文献ヒ

ット数をそれぞれ h({K1}),h({K2}),h({K1,K2})とした

とき，キーワード K1 と K2 に対する Jaccard 係数は

h({K1,K2})/(h({K1})+h({K2}))で与えられる． Jaccard
係数は二つのキーワードの関連性の相対的な強さをよ

く表している指標である．  
また MEDLINE データベースは文献情報を扱ってい

るために出版年に応じた文献検索が可能である．した

がって Jaccard 係数の年毎の変化を観測することによ

り発見ルールに関する属性の関連度の変化がわかる．

例えば，以下のような解釈が可能かもしれない．  
 

 Jaccard 係数が上昇傾向にある．これはその分野

の研究が盛んに行われホットな分野であるこ

とが伺える．  
 Jaccard 係数が下降傾向になる．これはその分野

の研究が収束に向かっていることが伺える．  
 Jaccard 係数が高いまま変わらない．これは属性

間の関係が常識的なものになっていることを

示している．  
 Jaccard 係数が低いまま変わらない．これはまだ

あまり研究されていない分野である．属性間の

関係が見当はずれである場合にも生じる．  
 
以上の解釈の妥当性を調べるために肝炎に関する

五つの代表的なウイルス名（hav, hbv, hcv, hdv, hev）と

hepatitis（肝炎）との間の Jaccard 係数を年毎に求め，

その関係を図４にプロットした．また肝炎ウイルスの

発見の歴史を表１示す [6]．  
図４と表１から分かるように肝炎ウイルス発見の

時期と Jaccard 係数には明らかな相関がある．また肝

炎研究の中で B 型肝炎 (hbv)と C 型肝炎 (hcv)が主要な



 

 

ものであり，C 型肝炎に関してはウイルスの発見に伴

い急激に研究が進展していることが分かる．  
以上のことから，発見ルールに含まれる属性名キー

ワード間の Jaccard 係数を求めることにより，それら

の研究の時系列的な活性度を理解することができ，そ

れを用いて発見ルールフィルタリングの一つの指標と

することが考えられる．  
 

表１ 肝炎ウイルスの発見年表 [6] 

1965 年 オーストラリア抗原の発見．B 型肝炎ウイル

ス発見の端緒となる． 

1973 年 A 型肝炎ウイルスの発見． 

1977 年 デルタ抗原の発見．D 型ウイルス発見の端

緒となる． 

1983 年 E 型肝炎ウイルス粒子の同定． 

1989 年 C 型肝炎ウイルス遺伝子クローニングに成

功． 

 

6. まとめ  
MEDLINE 情報検索の結果を用いてデータマイニン

グにより得られた発見ルールを，利用者にとって新し

くかつ興味あるものにフィルタリングする発見ルール

フィルタリング手法とそのプロトタイプシステムにつ

いて述べた．今後の課題としては以下のものが挙げら

れる．  
(1)情報検索の精度の向上．5.1 節で述べたミクロビ

ューアプローチにより発見ルールに関連する文献検索

の精度の向上を行う必要がある．また 3.5 節で述べた

適合性フィードバック手法の効果も検証してゆく必要

がある．  
(2)発見ルールフィルタリングの効果の実証．特に，

5.2 節で述べたマクロビューアプローチによりどの程

度の効果があるかを実証する必要がある．  
(3)発見ルールフィルタリングの応用．開発した手法

を肝炎データなどのデータマイニング支援に応用し，

その有効性を示す．  
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適合フィードバックシステムを提供していただいた国

立情報学研究所の山田誠二教授ならびに電力中央研究

所の小野田崇氏，自然言語処理に関して議論いただい

た奈良先端大学院大学の松本裕二教授，肝炎に関する

資料を提供していただいた横井英人氏に感謝の意を表
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図４ Jaccard 係数の変化



情報収集のための分散タスク割り当て
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あらまし 本論文では，マルチエージェントによる情報収集統合モデルにおける情報源監視タスク割り当て問題の解

法について述べる．このモデルは情報統合エージェント群と情報収集エージェント群からなり，情報統合エージェント

はユーザの情報収集要求に応じて，監視すべき情報源を情報収集エージェントに割り当てる．その際，情報統合エー

ジェントは，ユーザの情報収集要求や情報収集エージェントの資源制約などを考慮して適切な割り当てを求める必要

があり，しかも，そのような割り当てを，ユーザの情報収集要求をできるだけ外部に公開せずに求めたい．本論文で

は，このような情報源監視タスク割り当て問題を分散 SATとして定式化し，汎用の分散 SATアルゴリズムで解くこ

とにより解決することを目指す．

キーワード タスク割り当て，分散制約充足問題，SAT

Distributed Task Assignment for Information Gathering

Katsutoshi HIRAYAMA and Yasuhiko KITAMURA

Abstract This paper describes a method to solve the distributed task assignment problem on a simple model of multi-agent

information gathering. This model consists of two types of agents: Information Integration agents (I-agents) and Information

Gathering agents (G-agents). I-agents assign tasks of watching some information sources to G-agents and G-agents notify

I-agents of renewal of information sources that they have been watching. In this model, I-agents need to assign watching tasks

so that the assignment meets not only users’ requirements but also resource constraints imposed upon G-agents. Also, it is

desirable that I-agents can obtain such an assignment without revealing users’ requirements each other because such require-

ments may include some private information. In this paper, we encode this assignment problem as distributed SAT and solve

it using a general-purpose distributed SAT algorithm.

Key words Task assignment, Distributed CSP, SAT

1. ま え が き

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

ムの設計を目指す．

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

User

User

Information Gathering Agent Information Integration Agent

図 1 The Model

ントが存在する。このモデルでの情報の収集・監視・統合の手

順の概略は次の通りである。

監視タスクの割り当て ユーザからの情報収集要求を受けて，

情報統合エージェントは情報収集エージェントに監視タスクを



割り当てる．情報統合エージェントは，ユーザの情報収集要求

や情報収集エージェントの資源制約を考慮して適切な割り当て

を求める．

情報源の監視 監視タスクを割り当てられた情報収集エージェ

ントは，自分の監視スケジュールに対応する情報源を加え、以

後、そのスケジュールに従ってその情報源を監視する。

情報源の内容変更通知 監視している情報源の内容に変更が

あった場合には、その旨を対応する情報統合エージェントに通

知する。

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、別の情報源に切り替える等）を実行

する。

このモデルで，個々の情報統合エージェントが独立に監視タ

スクを情報収集エージェントに割り当てると，場合によっては

特定の情報収集エージェントの資源制約が満たされず，タスク

の実行が不可能になる．このような事態を避けるための一つの

方法として，情報統合エージェントがユーザの情報収集要求を

一箇所に集め，各情報収集エージェントの資源制約を満たすよ

うなタスクの割り当てを集中型のアルゴリズムにより求めるこ

とが考えられる．しかし，この方法では，個々のユーザの情報

収集要求に関する情報が情報統合エージェント以外にも漏れる

ことになり，セキュリティやプライバシーの面で適当とはいえ

ない．そこで，本研究では，ユーザの情報収集要求を集めるこ

となく，情報統合エージェントどうしで必要な情報だけを交換

することにより，監視タスクの適切な割り当てを求めることを

目指す．

情報を一箇所に集めずに分散した状態でタスク割り当てを求

める最も簡単な方法は，それぞれの情報統合エージェントが，

局所的な情報に基づく割り当て規則を使ってグリーディにタス

クを情報収集エージェントに割り当てることである．しかし，

このような方法では，いかに巧妙な割り当て規則を考案するか

が重要であるが，一般には，そのような規則を考案することは

困難であり，しかも，情報統合エージェントが空間的に分散し

ている場合には特に困難である．

そこで本研究では，情報統合エージェントによるタスク割り

当て問題を分散 SATとして定式化し，汎用の分散 SATアルゴ

リズムを用いて適切な割り当てを求めるというアプローチを

とる．

以下，本論文の構成は次のとおりである．2.節では，SATと

分散 SATの定義を述べる．3.節では，情報統合エージェントに

よる監視タスク割り当て問題を分散 SAT として定式化するた

めの方法を示す．4.節では，分散 SATを解くアルゴリズムであ

る M-DBについて説明し，5.節で簡単な問題例での評価結

果を示す．最後に，6.節でまとめと今後の課題を述べる．

2. 分 散 SAT

充足可能性判定問題（SAT）とは連言標準形で記述された命

題論理式に対して，それを真にするような命題変数（以降，単

に変数）への真偽値（Tまたは F）の割り当てが存在するかど

agent1 agent2

(x1, x2) = (−,−) (x3, x4) = (−,−)

C1: x1 ∨ x2

C2: ¬x1 ∨ ¬x2

C3: x3 ∨ x4

C4: ¬x3 ∨ ¬x4

C5: ¬x1 ∨ ¬x3C5: ¬x1 ∨ ¬x3

C6: ¬x2 ∨ ¬x4C6: ¬x2 ∨ ¬x4

図 2 Example of DisSAT

うかを判定する問題である．近年，人工知能における制約充足

問題やプランニングなどの分野で，高速な SAT ソルバーの開

発，問題の性質の解析，組み合わせ問題の SATによるコード化

などを主なテーマとして，SATは多くの研究者の注目を集めて

いる．

連言標準形の命題論理式は節の論理積からなり，節はリテラ

ル（変数あるいはその否定）の論理和からなる．連言標準形の

命題論理式の例を以下に示す．

(x1 ∨ x2) ∧ (¬x1 ∨ ¬x2) ∧ (x3 ∨ x4) ∧ (¬x3 ∨ ¬x4)

∧(¬x1 ∨ ¬x3) ∧ (¬x2 ∨ ¬x4)

この式は例えば (x1, x2, x3, x4) = (T, F, F, T)のとき真となるため，

この割り当てが一つの解となる．ちなみに，この式は，1つの

無向枝で接続された 2つの節点 n1, n2 からなるグラフに対する

2色問題（隣接する節点が互いに異なる色になるようにグラフ

全体を白と黒の 2 色で塗り分ける問題）を SAT として記述し

たものである．ここで，x1（x2）は節点 n1 が白（黒）のときに

Tとなる変数である．一方，x3（x4）は節点 n2 が白（黒）のと

きに Tとなる変数である．

分散 SAT は，SAT における変数や節が複数のエージェント

に分散された問題である．ここでは，それぞれ次のように分散

されていると仮定する．

• 変数は複数のエージェントに分割される．すなわち，同

じ変数が複数のエージェントに属するということはない．

• 節は，それが関係する変数をもつすべてのエージェント

に割り当てられる．すなわち，ある節に含まれる複数の変数が

複数の異なるエージェントに割り当てられていた場合，その節

はそれらのエージェントすべてに割り当てられる．

なお，分散 SAT の解とは，エージェントに分散されているす

べての節を真にするような変数への真偽値の割り当てのことで

ある．

例えば，前述の連言標準形の命題論理式の例で，4つの変数

（x1, . . . , x4）と 6つの節（左から C1, . . . ,C6 とよぶ）が，図 2の

ように 2 つのエージェントに分散され，エージェント 1 は変

数 x1, x2 と節 C1,C2,C5,C6 を，エージェント 2は変数 x3, x4 と

節 C3,C4,C5,C6 をもつとする．ここで，節 C5,C6 は両方のエー

ジェントに割り当てられているが，それは，それらが両方の

エージェントがもつ変数に関わっているからである．そのよう

な節のことをエージェント間節とよぶ．一方，節 C1,C2,C3,C4



は 1 エージェント内の変数にしか関わっていないが，そのよ

うな節のことをエージェント内節とよぶ．また，あるエージェ

ントにとってエージェント間節を通して互いに関係のあるエー

ジェントの集合のことをそのエージェントの近傍とよぶ．

3. 定 式 化

情報統合エージェントによる監視タスク割り当て問題は次の

ようにして分散 SATとして定式化することができる．

エージェント 情報統合エージェントを分散 SAT を構成する

エージェントとする．

変数 情報統合エージェント aが情報収集エージェント xに情

報源 iを割り当てることを論理変数 xa
i で表す．すなわち，xa

i が

真のときかつそのときのみ，aは xに iを割り当てる．

節集合 1 情報統合エージェントがユーザの情報収集要求を満

たすために情報収集エージェント群に監視してもらいたい情報

源を節集合 1 として記述する．例えば，情報統合エージェン

ト a が情報収集エージェント x と y に情報源 1 と 2 を監視し

てもらいたい場合（どちらが 1でも 2でもよい），節集合 1は

(xa
1 ∨ ya

1) ∧ (xa
2 ∨ ya

2)を含む．

節集合 2 1 つの情報収集エージェントに一度に割り当てるこ

とができる情報源の数の上限値を設定し，その数が上限値以下

の場合には真，上限値を超える場合には偽を返すような節集合

2を追加する．例えば，情報統合エージェント aが，情報収集

エージェント x は情報源 1, 2, 3 を監視できるが同時に監視で

きるのは 2つ以下であることを知っている場合，節集合 2は，

¬xa
1 ∨ ¬xa

2 ∨ ¬xa
3 を含む．

節集合 3 ある情報収集エージェントにどの情報源を割り当て

るかということに関して複数の情報統合エージェント間で合意

する必要があるため，そのような節集合 3を追加する．例えば，

情報統合エージェント aと bの間で，情報収集エージェント x

に対して情報源 1を割り当てることを合意するためには，節集

合 3は (¬xa
1 ∨ xb

1) ∧ (xa
1 ∨ ¬xb

1)を含む必要がある．

簡単な例題を示す．2 つの情報統合エージェント a, b，2 つ

の情報収集エージェント x, yがいて，それぞれの情報収集エー

ジェントは情報源 1, 2, 3のうち最大 2つの情報源を監視できる

ものとする．情報統合エージェント aは，ユーザの情報収集要

求を満たすために，情報収集エージェント xと yに情報源 1と

2を監視してもらいたいとする．一方，情報統合エージェント

bは，情報収集エージェント xと yに情報源 1と 3を監視して

もらいたいとする．この場合，情報統合エージェント aと bは

それぞれ次のような SATをもつことになる．なお，便宜上，節

集合 1，2，3に分けているが，実際にはそれらの積が満たすべ

き節集合となる．

情報統合エージェント a ：

変数 ：{xa
1, x

a
2, x

a
3, y

a
1, y

a
2, y

a
3}

節集合 1 ：(xa
1 ∨ ya

1) ∧ (xa
2 ∨ ya

2)

節集合 2 ：(¬xa
1 ∨ ¬xa

2 ∨ ¬xa
3) ∧ (¬ya

1 ∨ ¬ya
2 ∨ ¬ya

3)

節集合 3 ：(¬xa
1 ∨ xb

1) ∧ (xa
1 ∨ ¬xb

1) ∧ (¬xa
2 ∨ xb

2) ∧ (xa
2 ∨ ¬xb

2) ∧
(¬xa

3 ∨ xb
3)∧ (xa

3 ∨¬xb
3)∧ (¬ya

1 ∨ yb
1)∧ (ya

1 ∨¬yb
1)∧ (¬ya

2 ∨ yb
2)∧ (ya

2 ∨
¬yb

2) ∧ (¬ya
3 ∨ yb

3) ∧ (ya
3 ∨ ¬yb

3)

情報統合エージェント b ：

変数 ：{xb
1, x

b
2, x

b
3, y

b
1, y

b
2, y

b
3}

節集合 1 ：(xb
1 ∨ yb

1) ∧ (xb
3 ∨ yb

3)

節集合 2 ：(¬xb
1 ∨ ¬xb

2 ∨ ¬xb
3) ∧ (¬yb

1 ∨ ¬yb
2 ∨ ¬yb

3)

節集合 3 ：(¬xa
1 ∨ xb

1) ∧ (xa
1 ∨ ¬xb

1) ∧ (¬xa
2 ∨ xb

2) ∧ (xa
2 ∨ ¬xb

2) ∧
(¬xa

3 ∨ xb
3)∧ (xa

3 ∨¬xb
3)∧ (¬ya

1 ∨ yb
1)∧ (ya

1 ∨¬yb
1)∧ (¬ya

2 ∨ yb
2)∧ (ya

2 ∨
¬yb

2) ∧ (¬ya
3 ∨ yb

3) ∧ (ya
3 ∨ ¬yb

3)

各情報統合エージェントがもつことになる問題のサイズにつ

いて述べる．まず，変数の数については，各情報統合エージェ

ントが情報源の監視を依頼する情報収集エージェントの数を n，

各情報収集エージェントが監視できる情報源の潜在数を sとす

ると，各情報統合エージェントがもつ変数の数は nsとなる．節

集合 1については，n個の情報収集エージェントに対し特定の t

個の情報源を任意に割り当てる場合，生成される節の数は t 個

となる．任意に割り当てるのではなく，特に情報収集エージェ

ントを指定して割り当てる場合にもやはり t 個となる（任意に

割り当てる場合よりも節に含まれるリテラルの数が少なくな

る）．節集合 2については，各情報収集エージェントが一度に監

視することができる情報源の数の上限値を uとすると，生成さ

れる節の数は n · sCu+1 となる．節集合 3については，情報統合

エージェントの数を mとすると，生成される節の数は ns · mC2

となる．

4. アルゴリズム

前節の方法により情報統合エージェントによるタスク割り当

て問題が分散 SATとして定式化された．本論文では，これを汎

用の分散 SAT アルゴリズムで解くことにする．利用するアル

ゴリズムはM-DB [1]である．これは，1エージェントが複

数変数をもつ分散 SAT を解くことができる反復改善型の分散

SATアルゴリズムであり，前節の方法により得られた分散 SAT

に対し，特別な変更を加えることなくそのまま適用することが

可能である．

M-DB の基本的な動作は，全エージェントが互いに関連

する情報を交換しながら並行して局所探索法を実行し，変数に

対する初期の値割り当てが解に近づくように繰り返し改善して

いくというものである．手続きの詳細は [1]に譲り，ここでは

各エージェントの動作の概略を図 3に示す．ステップの概要は

次の通りである．

エージェントは変数の初期値を変えてMAXTRIESで指定され

た回数だけ試行を繰り返す．各試行では，エージェントは自分

の変数の値をランダムに設定し（ステップ 02），MAXROUNDS

で指定された回数だけ（ステップ 04）から（ステップ 24）の手

続きを繰り返す．以下，（ステップ 04）から（ステップ 24）の

概要を説明する．

（ステップ 04）から（ステップ 06）: 近傍と変数の値を交換

した後，現在の状態の評価値（違反している節の重み和）を求

め，さらに，その評価値を改善できる値反転の集合（値を反転

する変数の集合）である PossFlipsを局所探索法により求める．

その後，近傍と PossFlipsを交換する．

（ステップ 08）: 近傍と自分の範囲で違反している節が存在



(01) for t := 1 to MAXTRIES do
(02) set variable values randomly;
(03) for r := 1 to MAXROUNDS do
(04) exchange variable values with neighbors;
(05) perform local search for PossFlips ;
(06) exchange PossFlips with neighbors;
(07) if there is no violated clause among a and its neighbors then
(08) perform the termination detection procedure;
(09) else
(10) if there is no PossFlips among a and its neighbors then
(11) increase weights of violated clauses;
(12) else
(13) for each newly violated clause at the next possible state do
(14) if (the violation would be caused by at least two agents including a)

∧ (a’s PossFlips would have the least improve among them) then
(15) withdraw one of a’s PossFlips that would cause the violation;
(16) end if ;
(17) end do;
(18) if no flip of a’s PossFlips is withdrawn then
(19) perform all the flips in PossFlips ;
(20) else
(21) perform local search again for the background flips;
(22) perform the background flips;
(23) end if ;
(24) end if ;
(25) end if ;
(26) end do;
(27) end do;

図 3 Sketch of M-DB

しない場合，分散ブレイクアウト法（DB）と同様の終了判定処

理 [9]を行う．

（ステップ 11）: 近傍と自分の範囲で違反している節が存在

し，かつ，同範囲で PossFlipsが存在しない場合は擬似局所最

適 [9]に相当する．この場合，DBと同様にその時点で違反して

いる節の重みを上げることにより，擬似局所最適から脱出しよ

うとする．

（ステップ 13）から（ステップ 17）: 近傍と自分の範囲で違

反している節が存在し，かつ，同範囲で 2つ以上のエージェン

トが PossFlipsをもつ場合には注意が必要である．というのは，

それらの値をすべて反転した結果，その効果がいわゆる「干渉」

を起こし，それぞれのエージェントが意図していた評価値の改

善が得られない場合があるからである．M-DB では，エー

ジェントが近傍と事前に PossFlipsを交換して次の状態を調べ，

次の状態で新しく違反となる節をすべて求める．そして，その

各節について，違反の原因となる PossFlips をもつエージェン

トが自分を含めて複数存在し，かつ，その中で自分の評価値の

改善度が最小ならば（改善度が同じ場合は識別子の値が大き

ければ），その違反の原因となっている自分の変数の値反転を

PossFlipsから削除する．なお，そのような値反転が複数個ある

場合にはランダムに 1つ選んで削除する．

（ステップ 18）から（ステップ 22）: （ステップ 13）から

（ステップ 17）の結果，自分の PossFlipsで削除された変数がな

い場合は，PossFlips 内のどの変数の値を反転しても，予定外

の新しい違反は起こらないため，PossFlips のすべての値を反

転することができる．一方，削除された変数がある場合には，

PossFlips 内の残された変数の値を反転する．ただし，残され

た変数の値を当初の予定通り反転させても無意味である．なぜ

なら，当初の PossFlipsが評価値を改善できるのはそれ全体と

してであり，その部分に同じ効果があるとはいえないからであ

る．よって，残された変数だけを用いて再度局所探索法を実行

し，評価値を改善できるようにそれぞれの値を決定する．

5. 評 価

情報統合エージェントによる監視タスク割り当て問題を分散

SATとして定式化し，M-DBを用いて解くというアプロー

チの可能性を評価するために，シミュレータによる簡単な評価

実験を行った．

このシミュレータは同期型の分散システムをシミュレートし

たもので，そこでは，すべてのエージェントが一斉に，直前に

発せられたメッセージの受信，内部計算，他エージェントへの

メッセージの送信，という一連の処理（サイクルとよぶ）を繰

り返す．このシミュレータ上で，M-DBを実現し，その通信

コストと計算コストとして，次の cyclesと flipsを測定する．

cyclesは，解を発見するまでに要したシミュレータ上でのサ

イクル数である．同期型の分散システムでは，各エージェント

は 1サイクルごとに他のエージェントとメッセージを送受信す

るため，このサイクル数をアルゴリズムの通信コストと見なす



ことができる．

一方，flipsは，各サイクルの内部計算においてエージェント

が行った変数選択の回数の最大値を，解を発見するまでの全サ

イクルに渡って合計したものである．エージェントが行った変

数選択の回数とは，M-DBの場合，局所探索法における変数

の（仮想的な）値反転回数に相当する．同期型の分散システム

では，各サイクルの内部計算において変数選択の回数が最大と

なるエージェントが，そのサイクルでの計算のボトルネックと

なる．そこで，各サイクルごとにボトルネックとなるエージェ

ントを 1つ定め，そのようなボトルネックとなるエージェント

の計算コスト（変数選択の回数）を，解を発見するまでの全サ

イクルに渡って合計したものをアルゴリズムの計算コストと見

なす．

評価用の問題として 2種類の簡単な問題例を用意した．それ

らの特徴を以下にまとめる．

問題例 1 ：

• 情報統合エージェント：{a, b}
• 各情報統合エージェントのタスク割り当て要求

– aは情報源 1と 2を監視する．

– bは情報源 2と 3を監視する．

• 情報収集エージェント：{x1, x2}
• 各情報収集エージェントが監視可能な情報源：{1, 2, 3}
• 各情報収集エージェントが一度に監視することができる

情報源の数の上限値：2個

問題例 2 ：

• 情報統合エージェント：{a, b, c}
• 各情報統合エージェントのタスク割り当て要求

– aは情報源 1, 2, 3を監視する．

– bは情報源 2, 3, 4, 5を監視する．

– cは情報源 4, 5, 6を監視する．

• 情報収集エージェント：{x1, x2, x3}
• 各情報収集エージェントが監視可能な情報源

– x1 は情報源 1, 2, 3, 4

– x2 は情報源 1, 2, 5, 6

– x3 は情報源 3, 4, 5, 6

• 各情報収集エージェントが一度に監視することができる

情報源の数の上限値：2個

問題例 3 ：

• 情報統合エージェント：{a, b, c}
• 各情報統合エージェントのタスク割り当て要求

– aは情報源 1と 2を監視する．

– bは情報源 3と 4を監視する．

– cは情報源 5と 6を監視する．

• 情報収集エージェント：{x1, . . . , x6}
• 各情報収集エージェントが監視可能な情報源：

{1, 2, 3, 4, 5, 6}
• 各情報収集エージェントが一度に監視することができる

情報源の数の上限値：1個

各エージェントがもつ変数と節の数は，問題例 1の場合はそれ

ぞれ 6 個，16 個，問題例 2 の場合は 12 個，64 個（情報統合

エージェント aと cは 63個），問題例 3の場合は 36個，236

個となる．

表 1 に，各問題例に対する実行結果を示す．なお，問題例

1 については変数の初期値をランダムに 20 通り，問題例 2 と

3 についてはランダムに 50 通り生成し，表 1 には，cycles と

flips のそれぞれについて平均値，中央値，標準偏差を示して

いる．また，M-DBのパラメータの設定は，MAXTRIES=1，

MAXROUNDS=1000 とし，各エージェントによる局所探索法

には tabu リスト付の WalkSAT [6] を用いた（noise=0.3, tabu

length=5）

この結果からわかる通りこの程度の規模の問題に対しては，

M-DBは十分な性能を示している．特に問題例 3の場合，全

体の SAT のサイズは，変数の総数は 108 個，節の総数は 492

個（複数エージェント間で重複しているものを省く）と比較

的規模が大きいにも関わらず，それほどコストは大きくない．

M-DBが効率の良いアルゴリズムであることは過去の実験

により確認されているが，それ以外に考えられる理由としては，

問題例 3の場合，492個の節のうち 486個までは 2つのリテラ

ルしか含んでいないため，実質的にはクラス Pである 2-SATに

近い性質をもつためであると考えられる．

今回は分散 SATへのコード化を手作業で行ったため，ごく簡

単な問題例でしか評価できていない．今後は監視タスク割り当

て問題を自動的に分散 SAT にコード化することにより実験の

効率化をはかり，より複雑な問題例で評価する予定である．

6. まとめと今後の課題

本論文では，マルチエージェントによる情報収集統合モデル

における監視タスク割り当て問題を分散 SAT として定式化す

る方法を示した．また，既存の分散 SAT アルゴリズムである

M-DB を用いて実際に簡単な例題を解き，本アプローチの

評価を行った．今後の課題は，さらに複雑な割り当て問題で本

アプローチの評価を行うこと，既存の他の分散制約充足アルゴ

リズムを使って評価を行うこと等が挙げられる．
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あらまし   データベースに蓄積された膨大なデータから有用な知識を獲得するＫＤＤプロセスにおいて，デー
タを整理・加工する前処理の重要性は，多くの専門家によって指摘されている．しかし，前処理を専門に扱った研
究やツールの開発は十分に進展していないのが現状である．そこで本研究では，試行錯誤的に行われてきた前処理
に対する独自のモデル化を行い，複雑な処理群を半自動的にサポートするシステムを提案した．本研究では，視認
性が高く，柔軟に構造変更を行うことのできる木構造を用いることにより，多くの属性を伴う複雑なデータに対す
る処理を，効率よく行うことを可能にした．また，実際の医療データに対して実験を行い，提案システムの有用性
に対する検証を行った． 
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An Effective Pre-processing Model Using Layered Structure 
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Abstract   Knowledge discovery in databases (KDD) requires huge data, which takes a long time to be preprocessed． 
Although each element of pre-processing is simple, it tends to be quite complicated and is hard to construct the whole plan． 
To reduce the load, we propose the original model for pre-processing and an interactive and dynamic planning tool for 
pre-processing， named TransX． This system is based on XML transformation, which enables to visualize the process by 
using a treelike notation and it allows a user to process data easily and understandably. We propose the original model for 
preprocessing scheme, which enables to define the preprocessing plan simply, and shows how the system, TransX, carries out 
the plan concretely 
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1. はじめに 

CPU の処理速度は最近になってますます加速されて

おり，データを格納するストレージの容量もその増加は

留まるところを知らない．これらマシン性能の向上と同

期して，これまでは成し得なかったような大容量データ

を格納する大規模データベース技術が発展し，いたると

ころで大量のデータが蓄積されるにいたっている．この

ような，大規模データベースからの知識発見プロセスを

KDD(Knowledge Discovery in Databases)と呼ぶ．KDD と
は，目的に則した形で加工したデータを統計手法や機械

学習手法を用いて解析を行うことにより，人にとって捉

えることが困難な知識を発見するプロセスとして注目さ

れている．  
この KDD プロセスにおいて，データの処理・加工を

行うステップを前処理と呼ぶ．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．そのため，KDD プロセスにおける前処理に必要と
される処理コストは，全体の 60%を要するといわれてい
る[1]．  
本研究はこの前処理における処理コストを削減する

ことを目標とする．木構造によるデータ表現形式を使用

することにより，属性間の関係性を可視化し，木構造の

構造変更に対する柔軟性を利用することにより，動的に

構造を変更しながらの処理を可能にする．また，木構造

における処理要素を考慮することにより，前処理全体に

対するモデル化を行い，処理の流れを規定する．  
以下，第 2 章で関連研究を紹介し，第 3 章で本研究のア
プローチを説明する．また，提案手法である木構造によ

るデータ処理と，前処理のモデル化に対する説明を第 4
章，第 5 章でそれぞれ行う．また，第 6 章において実装
に伴うシステムの説明を行い，第 7 章で従来手法である
関係データベースツールとの比較実験と，処理されたデ

ータの出力例を示す．そして最後に，第 8 章で本研究の
まとめを述べる．  

2. 関連研究 
現在の前処理研究の動向としては，データクリーニン

グのようなデータ処理を専門に扱った研究よりもむしろ，

データマイニングアルゴリズムとの親和性を高める方向

で，アルゴリズムが許容する形にデータを変換する研究

や，属性選択に関する研究などが盛んに行われている．  
Wu は，2 つの帰納学習アルゴリズムを目標データにか

 



 

け，その結果を比較することで前処理済みデータを求め

ようとしている[2]．これはユーザの負担を減らす，前処
理の自動化の方向性を示唆するものである．また自動化

の方向性とは別に，不完全な関係データベースから前処

理を行うことなく直接相関ルールを発見する手法も提案

されている[3] [4]．一方，属性選択の研究としては，デ
ータベース中の属性に与えられた，領域知識としての概

念木による属性値の一般化と，重複度を考慮した属性除

去を含めた冗長データの除去を行う属性指向アルゴリズ

ムの提案が行われている[5] [6]．これは属性値を背景知
識によって一般化し，他の属性値に置き換えることによ

って，単独ではルールとして出力されにくい個々の属性

値のサポートを上げる手法である．  
このように解析部との親和性を高めるような研究は

行われているものの，実際に行われるデータ処理に関す

る研究は少なく，現時点で実際に前処理を行う場合は，

単純だが有効性が明らかなものを人間であるオペレータ

が計画を立てて行っているのが実情である．  

3. 本研究のアプローチ 
本研究では前処理の支援範囲を，データの入力からデ

ータマイニングアルゴリズムへの投入までのデータ処理

に加え，ユーザがデータ構造を認識し，処理目標を決定

するデータ解析もその範囲であると考える．解析目標を

定める意思決定は，KDD において重要な意味を持ち，そ
れはデータを理解することによって可能となる．そのた

め，データ構造の視認性は前処理を行う上で大きな意味

を持つと考えられる．  
現在のデータ表示については，これまでのデータベー

スに関する研究の流れを継承する形で，表形式によるも

のが多い．しかし，表形式はデータの格納効率や一義性

に対しては利点を有するが，人間としてのユーザがデー

タを視認するのに適した形式ではないと考えられる．と

いうのも，表形式においては各属性の立場は並列であり，

属性数の増加に伴ってデータ構造は認識しづらくなると

いう欠点がある．また，表形式においてはデータの処理

単位が基本的に列に対する処理となるため，単一の属性

値にアクセスすることのできる指標がフィールド名のみ

になってしまうという問題もある．  
そこで本研究では，木構造を使用することによりデー

タの視認性を高める．属性をノードとして表現すること

により，属性間の関係性を構造情報として可視化するこ

とが可能であるし，木構造は構造変形に対して柔軟であ

るため，動的に構造を変形しながらの様々なスコープに

対する処理が可能となる．また，木構造に対する処理を

前提として前処理要素を分類することにより，これまで

経験的に行われてきた処理過程を体系化することが可能

となる．  
このように本研究では，木構造を用いた前処理工程を

モデル化することによって，前処理に必要とされるコス

トを削減することを目的とする．  

4. 木構造を用いたデータ処理 
4.1. 木構造の定義 
本研究では，木構造を使用することによってデータの

可視化を行い，属性間の関係性を親子関係，兄弟関係と

して表現する．木構造は以下の定義に従って構成される

ものとする．  
1. 1 つの属性を 1 つのノードとしてあらわし，属性

値は各ノードが内部に保持する  
2. 葉ノードは解析目標となる属性，内点 1はそれを

識別するための属性とする  
3. 同階層のノードは全て並列の関係を表す  
4. 同階層のノードは全て同じ属性型を保持する  
5. 同階層のノードは同じ階層名を保持する  

4.2. 背景知識による階層化  
前処理を行う際には，データに関する専門知識が必要

とされる．というのも，データを操作する際には，属性

や属性値の意味を把握することが必要とされるからであ

る．特に，医療データのように 100 種もの検査項目が存
在する場合，データそのものから得られる情報以外に，

ユーザが保持しているデータに対する専門知識が重要と

なる．これらの専門知識を，本研究ではデータに対する

背景知識として利用し，これら背景知識を直接データに

附加しながら処理を進めることによって，属性を分類し

ながらデータ構造の変更を行う手法を提案する．  
例えば図  1の左木が入力として与えられた場合を考

える．このとき，葉ノードは検査項目名をあらわしてい

るが，それぞれのノードについての処理を行う際，各検

査項目に対する情報はユーザに何も与えられていない．

表形式についても同様で，各属性がフィールド名として

作成された表を想定したとき，いくつもの画面に渡る属

性名から，ユーザは必要とされる属性を検索し，それぞ

れの属性の意味を毎回考えながら多くの処理を行ってい

く．ここで，”GOT”，”GPT”，”TTT”が血液検査に対する
検査項目であるという背景知識を用いて，右木に変形さ

れるような階層化を本システムではサポートする．この

ようにノードを追加して属性をグループ化することによ

って，以下のような情報がデータに加味されたことにな

る．    
1. “GOT”と”GPT”は「検査区分」という視点から見た
ときに同等の立場にある  

2. “GOT”と”U-BIL”は「検査区分」という視点から見
たときに異なる立場にある  

3. “GOT”は「血液検査」という属性に一般化すること
ができる  

                                                        
1 葉ノード以外のノードを，内点と呼ぶこととする．  

 



 

表  1：前処理における処理要素  

操作 構造変換 データ型選択 表記の統一 離散化 データ結合 属性選択 欠損値補完 

基本的な前処理 ○ ○ ○         

特別な前処理 △     ○ ○ ○ ○ 

 

 

図  1：背景知識による階層化  

このように，ユーザのデータに対する背景知識をデ

ータに加えることにより，各属性に対する情報を可視

化することができる．また，類似した処理が多くなる

前処理において，このグループ化によって与えられた

情報を用いることで，ユーザの負担を軽減することが

できると考えられる．このような単純な階層化は関係

データベース上でも可能であるが，いくつもの階層を

生成し，多次元的に属性を分類するような処理は，関

係データベースでは扱うことができない．また階層化

によって生成されたノードは，次節で紹介するダイシ

ングと組み合わせることによって，より有効に利用す

ることが可能である．  

図  2：ダイシング  

なる．またユーザの要求に応じて木構造を動的に変形す

ることにより，属性間の関係性を容易に把握することが

可能となる．また図  2の”A”で示したサブツリーは，テ
スト内容が”blood test”で，頻出度が”frequent”である属性
値を指定している．このように，ダイシングによって得

られた木構造上の，任意のサブツリーをスコープとして

の処理を可能とすることにより，反復の多い前処理コス

トを削減できるものと考えられる．  

5. 前処理モデル 
4.3. ダイシング 前処理に必要とされる処理要素は，解析目標と使用す

るデータマイニングアルゴリズムによって多岐に渡る．

本研究では，Collider らによって，KDD ツールの評価基
準として指定されている処理要素について考えることと

する[7]．  

多次元データウェアハウスにおいて，多数ある次元の

中から，ユーザの必要とする次元に則したデータを提示

する手法をダイシングと呼ぶ．つまりダイシングとは，

ユーザが必要とする次元に対して視点を変更する手法で

ある．この手法により，分析に必要とされる次元によっ

て参照可能なデータを，ユーザに提示することができる． 
これら処理要素を，「基本的な前処理」と「特別な前

処理」の二つのグループに分類する．これら分類の基準

としては，フィードバックがかかった際に必要とされる

処理であるかどうかとする．表  1に前処理要素とその分
類分けを示す．このように前処理要素を分類することで，

次にあげるようなメリットがあると考えられる．  

本研究ではこの概念を木構造に応用する．4.1節での定義
から，全ての内点はその葉ノードを識別するためのラベ

ルとして存在している．この内点を，その属性値をノー

ド名として展開する処理を，本手法ではダイシングとし

て実現する．図  2はダイシングの一例である．図  2にお
い て ， 左 木 の ”test” ノ ー ド に は ， 属 性 値 と し
て”blood”，”urine”という 2種の文字列が格納されている．
ここで，このノードに対してダイシングを行うと，右木

のように属性値をノード名とする 2 つのノードに展開さ
れる．また同様に不必要な階層に関しては，展開された

ノードを縮小することも可能である．   

1. 各処理の位置付け：これまで雑多に配置されてい
た処理の位置付けを行うことにより，状況に対し

て必要な処理のみをユーザに提示することが可能

となる  
2. フィードバックの制御： フィードバックがかかっ

た際に，前処理のどの過程に戻るかといった手が

かりとなる  
3. 一部処理群の自動化： フィードバック後に必要と

される処理とは，状況依存的な処理である．その

処理群をくくりだすことによって，一部の処理群

を自動化できると考えられる．  

このようにダイシングの概念を木構造に応用するこ

とにより，任意の属性に対して展開と縮小を行い，必要

とされる指標によって葉ノードを分類することが可能と  

 



 

 

図  3：基本的な前処理プロセス  

5.1. 基本的な前処理 
「基本的な前処理」はフィードバックの起こらない処

理群であり，おもにデータの初期設定とデータクリーニ  
ングを行うプロセスである．このプロセスは単一のデー

タに対して一度の処理で充足する処理であるが，データ

の整合性を高める上で一度は行わなくてはならない処理

である．フィードバックの起こらないという性質から，

本システムではこのプロセスの半自動化を行う．  
具体的な処理プロセスを図  3に示す．基本的な前処理

プロセスは 4 つのステップからなっており，この図に則
した形でシステムの提示に答えていくことによって，ユ

ーザは対話的に基本的な前処理プロセスを行っていく．  
またこのプロセスでは，動的に木構造を変形しながら

処理を行っていく．ユーザの背景知識によって属性をグ

ループ化しながら階層化を行い，ダイシングによってユ

ーザの必要とする次元を参照することによって，様々な

スコープに対する処理をサポートする．  

5.2. 特別な前処理 
「特別な前処理」はフィードバックのかかる，状況依

存的な処理群である．ここでフィードバックがかかると

は，解析目標の変化から処理の過程を変更するというこ

とで，試行錯誤を必要とする KDD プロセスにおいては
このような状況が多く存在する．このような場合に本手

法では，基本的な前処理プロセス以前まで処理をさかの

ぼることはなく，図  4に示したように特別な前処理での
処理内容を変化させることにとどめることができる．こ

れは，前処理要素をフィードバックが必要とされるかど

うかという方針で分類したためである．基本的な前処理

ののちに特別な前処理を行うという方針によってモデル

化がなされているために，解析目標が変更され，再度デ

ータの加工が必要となった際にも同様の処理を再度行う

ことなく，これまでの処理過程を利用することが可能と

なる．  

6. 実装 
6.1. TransX 
本研究は，TransX システムを拡張する形で実装を行う．

TransX とは，五十嵐らによって提案された，XML 形式
でデータ操作を行うシステムである[8]．  
システム内においては，XML として入力されたデータ

が，インターフェース上で木構造として表示される．ユ  

 

図  4：処理過程へのフィードバック  

 

図  5：システムのインターフェース  

ーザはその木構造に対して，フィルタと呼ばれる処理単

位の組み合わせである，フィルタパスを適用することに

よりデータ処理を行っていく．また，このフィルタパス

はオブジェクトとしてプロジェクトに保存されており，

処理の任意の過程に立ち返って処理を再開することが可

能である．また，本研究で定義した木構造にそった形で

構造変換を行うフィルタを用意し，それらのフィルタを

提案モデルに沿う形でユーザに提示するインターフェー

スを実装することにより，システムの提示に従ってユー

ザは対話的に前処理を実現することが可能となる．シス

テムのインターフェースを図  5に示す．  

6.2. 処理の流れ 
システムに実装された処理の流れを図  6に示す．入力

されたデータは，初期設定をした後に，ユーザのデータ

に対する背景知識をデータに附加する形で階層化を行う．

そののちに，この階層構造を利用する形でデータクリー

ニングを行う．この際，ダイシングによって各ノードを

展開，縮小しながら構造変換を行うことにより，ユーザ

は必要な属性情報を参照しながら，必要なスコープのサ

ブツリーに対して処理を行うことができる．これらの処

理は，対話的にステップが遷移していく中で行われてい

く，半自動化として実装されている．  
データクリーニングを終えた時点で，処理は特別な前

処理へと移行する．特別な前処理は状況依存的な処理で  

 



 

 

 

図  6：処理の流れ  

あるため，必要な処理をユーザが選択することによって

行っていく．この際，基本的な前処理で形成された背景

知識による階層情報を利用することで，このプロセスで

の処理コストを削減することができると考えられる．ま

た，データマイニングアルゴリズムからのフィードバッ

クは特別な前処理にのみかかり，基本的な前処理はデー

タの追加が行われない限り一度の施行で充足する．  

図  7：処理手順  

1. 入力：属性型の決定などの初期設定を行った  
2. 属性抽出：  105 種の検査項目を上位 42 項目に絞
り込んだ．  

3. 階層構造の形成：検査区分，文字型，頻出度の 3
つの階層を附加することによって，検査項目を分

類した．なお，この階層化は提案手法に固有の処

理であり，既存手法には行われない．  

7. 実験 
一般的に使用されているデータベースツールである

Microsoft Access との，処理ステップ数に対する比較実験
を行った．  4. データクリーニング：名寄せ，及び表記ずれの修

正をおこなった  この場合のステップ数とは，それぞれのアプリケーシ

ョンで用意されている最小単位の処理であり，本システ

ムではフィルタ，Access においては GUI 上で用意されて
いるクエリを指す．尚，実装の仕様によっては，複数の

処理をひとつのフィルタとして用意することも可能であ

るが，Access における複数のクエリに相当するマクロ的
なフィルタは存在していない．  

5. 属性の追加：肝生検データファイルから「肝炎型」
という属性を抽出し，患者 ID についてマージした  

6. 日付の離散化：投薬データファイルの「投与開始
日」「投与終了日」によって検査日を「投与前」「投

与中」「投与後」「未投与」の 4 種に離散化した  
7. 欠損値補完：「検査結果」の欠損値を線形補完した  
8. 値の離散化：欠損値補完された「検査結果」を検
査項目データファイルの「正常上限値」「正常下限

値」によって，「上限異常」「正常」「下限異常」の

3 種に離散化した  

7.1. 実験データ 
本実験では，千葉大学附属医科大学第一内科から提供

された，1982 年から 2001 年までに肝生検を受けた B 型・
C 型の慢性肝炎患者についての検査データをメインデー
タとして使用した．今回はシステムの処理速度の関係か

ら，患者 ID1~20 のデータのみを使用することとする．
抽出データは 15,683 レコード，105 種の検査項目によっ
て構成される．データ量は csv で 352KB，XML で 3.22MB
である．  

7.3. 実験結果 
実験結果を図  8に示す．この結果において，処理の前

半である基本的な前処理においては，本手法と Access
では顕著な差は確認できていない．  
これは，この時点しかし，その後の階層構造の形成は

本システムに特有の処理であり，階層化以降の処理コス

トが大きく変化していることが分かる．階層構造を形成

する時点においては，Access が本システムを上回る結果
を示しているものの，その後の特別な前処理においては，

本システムにおいては階層構造の形成によって附加され

た情報を使用するため，大きく処理コストを軽減できる

結果になっている．グラフの推移から，今後特別な前処

理をより複雑に行っていくケースや，フィードバックが  

7.2. 処理目標 
今回の実験では，図  7に示す工程を前処理目標として

設定した．この前処理は，主に決定木などを用いて，イ

ンターフェロンの効果に対するルールを得るのに有効な

処理工程であると考えられる．この処理工程において，

データクリーニングまでの処理が基本的な前処理，その

後の処理が特別な前処理にあたる．  
以下に，具体的な処理の流れを説明する．  
 

 



 

 

表  2：表形式による出力例  
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MID 検査日 G.GL F-A2.GL F-A_G F-ALB F-A1.GL F-B.GL TP
1 19810219 12.2 8.4 2.29 69.6 2.9 7 8
1 19810326 12.9 8.1 2.16 68.4 3.3 7.4 7.9
1 19810423 7.8
1 19810528 7.9
1 19810702 13.6 8.1 2.22 68.9 2.8 6.6 7.5
1 19810729 12.7 7.5 2.45 71 2.4 6.4 8
1 19810902 13.7 7.2 2.27 69.4 2.6 7.1 8
1 19810930 9.7 8.5 75 6.9
1 19811028 12.2 7.8 2.23 69.1 3.2 7.7 7.9
1 19811111 13.3 7.5 2.22 68.9 3.1 7.1 7.9

検査項目名 検査日 MID1 MID2 MID3 MID5 MID8 MID12 MID16
GPT 1 65 51 37 75 48 62 183
GPT 2 87 55 29 78 91 78 163
GPT 3 64 48 29 76 21 95 157
GPT 4 100 48 29 104 28 80 189
GPT 5 108 46 33 82 25 104 259
GPT 6 70 61 41 60 82 285
GPT 7 112 47 22 45 81 276
GPT 8 199 49 25 38 92 211
GPT 9 123 45 61 41 138 164

図  8：ステップ数の比較  

かかった後に更に処理を行っていく場合には，同様に階

層構造の情報を使用することができるため，処理コスト

にさらに大きな開きが出てくるものと考えられる．  
MID 検査項目名 19810219 19810326 19810423 19810528 19810702 19810729

1 G.GL 12.2 12.9 13.6 12.7
1 F-A2.GL 8.4 8.1 8.1 7.5
1 F-A_G 2.29 2.16 2.22 2.45
1 F-ALB 69.6 68.4 68.9 71
1 F-A1.GL 2.9 3.3 2.8 2.4
1 F-B.GL 7 7.4 6.6 6.4
1 TP 8 7.9 7.8 7.9 7.5 8
1 CRE 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1 1
1 ALP 134 141 122 123 122 121
1 TTT 1.7 2.6 3 2 1.9 2

.2

.3

7.4. 前処理結果の出力例 
表形式においては，表の再構成に大きなコストが必要

とされるため，データ処理の初期の時点において処理形

式を決定する必要性がある．しかし本手法においては，

前処理を終えた後に簡単なノード操作によって様々な出

力が可能である．そのため，ユーザは出力形式を意識す

ることなく処理を行うことができ，処理がなされた後に

特別な前処理として処理形式を決定することが可能であ

る．  
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あらまし 世の中に氾濫した情報の中から、人間の感性に強く訴える情報を集めるのは大きな労力を必要とする。そ

こで実社会では口コミによって、人のネットワークの中で、お互いに関する知識や信頼性を有効活用しながら、各自

が価値を判断して、互いに教えあうことで、有用な情報が流布している。これをネット上で適切に支援するために

WAVEシステムが提案された。本研究では、WAVEシステムに足りない機能を考察し、改良した。特定の人に積極

的に情報を伝えるプッシュ型情報伝達を付け加え、誰かに伝えたいという欲求を有効活用できるようになった。また、

各自が独自の階層化されたカテゴリを公開することで、お互いに興味を表明することができ、興味がある分野のみの

情報収集が可能になった。システムを実装して実験し、ログの分析を行ってその有効性を示した。

キーワード CMC，オンラインコミュニティー,口コミ

Push-type information exchange in the WAVE: Word-of-mouth

Assisting Vertual Environment

Yusuke ITO, Masayuki NUMAO, and Takahito MIGITA

Abstract In today’s information-flooded world, much effort is needed in order to gather information strongly

appealing humans’ feeling. However, in our real life, we are living with background knowledge and reliability of

people around us. This knowledge is used for evaluating the information exchanged and make it spread to suitable

people. In order to support this behavior in the online community, we proposed the WAVE system which assists

communication appropriately on the Internet. In this paper, the WAVE system is improved by considering about

some missing functions. A push-type communication function are added. This feature allows each user to deliver

information to a person that he/she wishes to tell. Moreover, each user can create and manage his own categories

for storing information. This helps express user’s interests to the others and make that user able to get only his

interested information. These features are implemented and the system is opened to the public. We collect users’

activities as log data. These data are analyzed to show the efficiency of the new functions.

Key words CMC，Community, Word of mouth

1. は じ め に

コンピューターとそのネットワークを介したコミュニケーショ

ンは、CMC(Computer Mediated Communication) と呼ばれ

ている [1]。

実世界のコミュニティと比べて地理的あるいは時間的な制約

を受けることがないため、計算機ネットワーク上にはさまざま

な情報が氾濫し、必要な情報を手に入れるのは困難である。特

に、情報が人間の感性にどれだけ強い印象を与えるかというの

は非常に重要であるが、それが加味されて評価されている情報

は乏しかった。従ってユーザーが有用な情報を獲得するのに多

大な労力を必要としている。

コミュニティの形成や活性化の支援など人間同士のつながり

について考慮することは、結果的に情報収集の支援にもつな

がると考えられる。情報フィルタリングのような従来の情報収

集支援システムにおいて、人間同士のつながりについて考慮

することはなかった。しかし、柔軟で効率のよい情報収集を行

うためには人間同士のつながりについて考慮する必要がある

と考えられ、コミュニティウェアやソーシャルウェアのように

最近ではそのような研究もいくつか見られるようになってき

た [12], [14], [16]。

情報交換のために、いままでさまざまなシステムが提案され

使用されてきた。しかし、人間同士のつながりを最大限に利用

した、汎用的かつ実用的なシステムは提案されていない。

そこで筆者らは、実世界において人間同士のつながりによって

情報が伝播していく「口コミ」を電子コミュニティ上に再現する



図 1 友達同士の情報の教えあい

ことで効率のよい情報収集を支援するシステム、WAVE(Word-

of-mouth-Assisting Virtual Environment)を提案した [26] [27]

WAVE では、各ユーザーは、実世界における口コミのよう

に何らかの信頼関係にある相手と情報交換を行う。情報は多く

の人々を経由するうちに評価と取得が繰り返し行われ、有用で

ない情報や不快な情報は狭い範囲で途絶えるが、有用な情報は

広い範囲に伝播する。WAVE を用いることで、信頼できる相

手と円滑にコミュニケーションを取りながら効率良く情報を交

換することが可能である。

しかし実験の結果、WAVE システムの様々な問題点が浮か

び上がってきた。情報を自分から積極的に伝える手段がない、

情報を発信してもフィードバックを得にくい、他の人のコメン

トを参照できない、周りの人の情報交換の様子を簡単に見るこ

とが出来ない、他の人の興味の範囲が分かりにくい、自分の好

みに合わせてカテゴリを作成することが出来ない、などの問題

点である。これらを分析し、問題の解決方法を提案し、より完

成度の高いコミュニケーションシステムを目指した。

新機能を追加したWAVEを実装し、実際にユーザーに使用

してもらい、システムの利用状況をログデータとして収集した。

それを分析することで、本システムの有効性について評価した。

2. 口コミ情報交換

2. 1 口コミ型情報伝播モデルの特徴

面白い情報の存在に気付くには友達同士での教えあいが有効

である。

図 1のように、情報に目が届く範囲が自分の友人の知ってい

る情報までであると仮定した場合、自分の友人の友人の情報が

どれだけ自分にとって有用な情報であるとしても、気付くこと

が出来ない。友達の情報を自分のものとして他の友達に見える

ようにすることで、気付くことが出来る。

そこで筆者らは誰かに教えてもらった情報を他の人に教える

ことを根本原理として、各自がそれを繰り返していくことで、

有用な情報ほど多くの人に行き渡ることに着目し、口コミ情報

伝播モデルと呼ぶことにした。

口コミによる情報伝播については、いろいろな研究がされて

おり [18]、その一つに社会ネットワーク分析 [21]の研究分野が

ある。ここでは、親友など頻繁に対面接触する緊密な人間関係

を「強い紐帯（ちゅうたい）」と呼び、稀にしか対面接触をし

ない薄い人間関係を「弱い紐帯」と呼ぶ。また、広がる人間関

係の網の中で、派閥のように互いに直接結びつきあっている人

間関係（強い紐帯）の集合を「クリーク」と言う。そして、ク

リークの間を結びつける弱い人間関係（弱い紐帯）が「ブリッ

ジ」である。

一般に、口コミはクリークの中で活発に行われ、人間関係の

紐帯が強いほうが影響力があり、信頼性が高く有効である。ま

た、専門性を認知されたり信頼性が高い方がより説得的であ

るなどの結果も出ている [19]。しかし、転職時に弱い紐帯を通

じて情報を得た人の方が転職後の満足度が高く、弱い紐帯は強

い紐帯よりも有効であったという興味深い結果も報告されてい

る [20]。つまり、クリーク内では情報伝達が早いが、同じよう

な興味が持った人々が集まっているので似たような話題につい

ての情報交換がされやすい。一方、新しい情報はブリッジを通

じてクリークへと導入される。

以上のことは、電子コミュニティー上での口コミ情報伝播で

も当てはまると思われる。

知り合いの人間同士での情報交換には、大量の情報からよい

情報を抽出する情報のフィルタリング作用がある。これにはコ

ンピュータによる中央集権的な情報フィルタリングとは異なる

様々な特徴がある。[16] では、それを分析し、ヒューマンネッ

トワークフィルタリングと名付けている。

情報が伝播されるうちに評価が減少した情報や自分にはあま

り関係ない情報は取得する価値がないと判断され情報の伝播が

途絶えるが、その情報に興味をもった人たちの間には広まって

いく。多くの人間を経由して情報の評価と取得が繰り返し行わ

れるうちに段階的にフィルタリングが行われ、有用な情報だけ

がネットワーク上に広まる。また、同じような嗜好を持つ人間

はクリークとして集まりやすいので情報の流れは指向性を持つ。

ブリッジを介して情報がひとたび自分の属するクリークに到達

すれば自分もその情報を得られる。こうして、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が形成される。

2. 2 公開フォルダ上の情報交換

知り合い同士で情報を教えあうことは、多くの既存のシステ

ムでも可能である。しかし、口コミ伝播モデルによってスムー

ズに情報交換されるためには、図 1のように、人から教えても

らった情報を再利用して、

他の人に教えることがスムーズにできなければならない。今

までのシステムは、伝播された情報が簡単には再利用されず、

手順を踏まなければならないものがほとんどであった。しかし、

WAVEシステムではそれを非常に円滑に行うことが出来る。

これを実現するWAVEの情報交換の方法は、各ユーザが情

報を共有するためのスペースを保持し、そこに置いてある情報

を互いにコピーしあうという方法である。この方法だと、伝播

した情報がその瞬間に他人に公開されて再利用されるのが最大

の利点である。例えば、電子メールの内容を他人が知るように

するためには、メールアドレスを指定してフォワードする必要

がある。しかし、WAVE の情報交換方法では友達がその情報

を利用できるようにするために全く手順を踏む必要がない。

一つの情報に着目した場合、最初は一人だけが保持していた

情報が、友達関係のネットワークを伝わって、持ち主のユーザ

を増やしていく。これを私たちは「情報が流れる」と呼んでい



る。情報は多くの人に流れていくと、それだけより多くの人の

目に触れるようになる。

公開フォルダにあるデータをお互いコピーしあうという情報

伝播の方法は Napstarを元祖とする P2Pファイル交換システ

ムと同様である。P2Pファイル交換システムでは、ローカルマ

シンの特定のフォルダ上のファイルが公開フォルダとなり、他

人の公開フォルダに置いてあるファイルを自分のフォルダにコ

ピーしてその場で公開する。また、ブックマーク共有サイトの

ブリンクには、他の人の公開フォルダのブックマークを自分の

公開フォルダにコピーする機能があり似ている [blink]。

しかしそれらに比べ、WAVEシステムはより汎用的であり、

より様々な情報を交換することができる。URL やファイルや

画像を添付した情報を交換することができるので、また、情報

本体に評価情報が伴っているため、それを参考にして情報の価

値の判断ができる。

2. 3 プッシュ型情報交換機能の追加

以上の考察からこれまでのWAVEについて考え直してみる

と、重要な機能が欠けているのが分かった。

情報交換は、渡す側と受け取る側の、どちらが情報交換の動

作を起こして行われるのかによって大きく２つに分けられる。

そのうち、今までのWAVEは、受け取る側の人が動作を起こ

す機能しかなかった。つまり、友達の公開スペースの情報を

持ってくるプル型の情報交換のみであったのでせっかくの公開

スペースの情報交換の機能を十分に生かすことが出来ず、使用

にも不便な点があった。

相手が情報に気付いてプルしてくれるのを待つことしかでき

ず、情報を特定の人に教えたいという欲求を満たすことが出来

なかった。また、情報を確実に伝えることができないので、重

要情報の交換には使えなかった。そこで新しく情報を渡す側が

動作を起こす、情報のプッシュ型の伝達機能を作成した。この

機能を付け加えることで、口コミ支援システムとしての完成度

が大きく上がった。

インターネットの中でＷＥＢのように、他から自主的に情報

を引き出すのがプル型に対して、メールのように自分から他に

情報を伝えるのがプッシュ型である。これらを比較すると、表 1

のようになる。この二つが自然に統合されたシステムは少ない。

動作する人 伝播の可能性 扱われるデータ量

プッシュ 渡す人 必ず伝播 少

プル 受け取る人 伝播しないこともある 大

表 1 プッシュとプルの違い

3. WAVE

この章では、WAVE (Word-of-mouth-Assisting Virtual En-

vironment)のしくみについて詳しく述べる。

3. 1 情報の発信

各ユーザーは自分が知っている有用な情報について

• 自然言語入力による情報

• 画像データ

• カテゴリ

図 2 WAVE システムの画面

図 3 システムの概要

• 添付ファイル

• 情報に対する評価値 (1～5の評価値)

• コメント

の形で発信する。

発信した情報は自分の情報として他ユーザーに公開される。

この評価情報が、他ユーザーによる情報の有用性の判断を支援

する。

自分が発信した情報や他ユーザーから取得した情報は自分の

情報として蓄積される。蓄積された情報は見ることが可能で、

コメントやカテゴリの変更、情報の削除など、自分の情報を編

集することもできる。自分の情報は公開され隣接するユーザー

へ自動的に情報が流れていく。これによって、電子メールのよ

うに、１対１での情報のやり取りの中に有用な情報があっても

個人の計算機に蓄積されるだけで他のユーザーに有効利用され

ないといった問題を解決することができる。

WAVEでは、情報をもらいたいユーザーを”お友達リスト”

に登録する。例えば、図 3の Bさんが知人の Aさんや Cさん

の持つWAVE専用のユーザ名とサーバアドレスを”お友達リ

スト”としてシステムに登録すれば、Aさんや Cさんに隣接す

るユーザーとして登録することができる。すると、Bさんは、

A さんや C さんから自動的に流れてきた情報を簡単に閲覧す

ることができる。

3. 2 情報の評価と取得

図 3の例で、Bさんが Aさんから流れてきた情報の一覧の中



図 4 情 報 交 換

から興味を持った情報があれば、その情報に関する詳しいデー

タを見ることができる。

そして、気に入った情報があれば、ボタンを押すことでワン

クリックで自分の情報に加えて公開することが出来る。そのと

きに、どのカテゴリに保存するかを指定し、自分なりの５段階

評価やコメントを付け加える。

このようにWAVEでは情報の公開、閲覧、評価、取得をシー

ムレスに行うことができるので、情報のアップロードや情報の

存在を人々に知らせるため手間を軽減する。また、BBSやメー

リングリストにおける ROM(Read Only Member)が持つよう

な積極的な参加への心理的抵抗感も軽減する。このことは、情

報伝播において重要な役割を果たすブリッジの存在を維持する

ことにつながる。

3. 3 情報の推薦

”お友達リスト”に登録したユーザーの数が増加したり、ひと

りのユーザーが公開する情報の数が増加したりすることによっ

て、隣接ユーザーから流れてくる情報をすべて閲覧するのは負

担となってくることが予想される。

そこで、補助的な機能として、図 3のようにユーザーのペー

ジの閲覧履歴などのプロファイル情報や情報に付属しているメ

タ情報をもとに評価関数を計算し、公開されている情報の中か

ら有用であると思われる情報をランキング表示することで情報

の閲覧にかかる負担を軽減する。

また、情報の収集作業が各ユーザーごとに分散化されている

ので、図 5のように機械による情報のフィルタリングと人間に

よる評価が繰り返し行われる。従来の情報フィルタリングのよ

うに一極に集中した大量の情報の中から数値的な計算のみで

フィルタリングを行うよりも柔軟で、ひどくつまらない情報や

とても面白い情報、少人数のみにとって価値がある情報などを

確実にフィルタリングできる。

今までのWAVEは、自分の友達が情報につけた評価や、自

分と友達の評価の近さで推薦をしていた。しかし、WAVEの情

報が流れる特長を生かし、情報を保持した全ての人の評価を利

用した。これは、4. 2章で記述しているように、全部のコメン

トなどの情報が一元管理されるようになったため可能になった。

また、共通の友人へのカテゴリ別の評価が似ているユーザは嗜

好が似ていると考えてユーザの類似度を計算する方法を導入し

て、類似のユーザをより正確に判断できるように工夫をした。

3. 4 システムの分散化

WAVE では情報収集が分散されているが、物理的にシステ

図 5 人間とコンピュータの協力

ムの分散化も行っている。ユーザーはWebブラウザをクライ

アントとしてユーザー登録をしたサーバーにアクセスするだけ

で情報のやり取りをすることができる。

自分の情報はユーザー登録したサーバー上に蓄積される。な

お、この情報は XMLにより保存されている。

ユーザは自分の登録しているサーバに情報をアクセスする。

他のサーバに登録しているユーザの情報を調べるときは、自分

の登録しているサーバが、他のサーバと通信をする。ユーザは、

同じブラウザ上でシームレスに他のサーバの情報を見ることが

でき、サーバの分散を意識する必要がない。

WAVE 上の各ユーザは友達のユーザの情報のみと情報交換

するので、ユーザが多くなっても、別サーバの情報の参照が劇

的に増えることはない。だからWAVEはスケーラビリティー

の高いシステムであると言える。

また、現在のアーキテクチャーのサーバとクライアントの両

方の機能を兼ねた一つのクライアントアプリケーションを作成

することで物理的に P2P方式で実装したシステムの構築も可

能である。

4. 新 機 能

ここでは、今までのWAVEシステムに付け加えた新しい機

能の紹介をする。

4. 1 情報のプッシュ型伝達

2. 3で述べたように、プッシュ型の情報伝達機能はWAVEシ

ステムにとって重要な新機能である。

自分の保持している情報の中で、友達にぜひ知らせたいと

思った情報を特定の友達に教えることができる。そのとき、相

手のどのカテゴリの情報であるかもあわせて指定する。

友達にプッシュすると、メールで通知がされるので、相手が

WAVEにログインしなくても気付く。また、その友達がWAVE

にログインしてすぐのトップ画面でプッシュされた情報のリス

トが表示されるので、必ず目にとまる。

プッシュされた情報が気に入った場合は、コメントをつけて

情報を公開できる。公開した後、他の友達にプッシュすること

も可能である。また、その情報を気に入らなかった場合は、情

報を公開しないまま削除することが出来る。公開する動作をす

るまでは情報が他の人の目に触れることがない。



図 6 コ メ ン ト

自分のアカウント情報を友達にプッシュする機能もある。こ

れにより、自分の存在を知らせて友達に加えるのを促すことが

出来る。また、アカウント情報は他と同様の交換できる情報な

ので、WAVE上でのコミュニティーの結びつきを強化すること

が出来る。

4. 2 コメントの木構造での一元管理化

これまでのWAVEでは、情報が流れていきながら、情報を

保持した各ユーザのコメントが順番に情報に附加されていた。

しかし、それでは自分より後に情報を知った人がどのように情

報にコメントをつけたか、先に情報を扱った人は分からない。

従って情報の発信や伝播のモチベーションが上がらないという

問題点があった。

また、一つの情報について議論を深めるということができな

い。一つの情報について、複数の人がそれぞれ個別に取得した

ときに、お互いのコメントを見ることが出来ないので、一つの

情報に対する多様な見方を知ることができないからである。

そこで、情報のコメントは、最初に情報を発信した人のとこ

ろで一元管理し、コメントをツリー構造で保持するように変更

した。情報には、一番最初の部分へのリンクが保持されている

ので参照できる。

また、コメントに対してもファイルを添付できるようになり、

情報を膨らませることができるよう機能が強化されている。

4. 3 カテゴリのユーザごとの独自の階層化

情報を閲覧するユーザーが情報の内容を判断しやすいよう

に各情報には簡単に分類するためのカテゴリを指定するよう

になっている。今までのWAVEではカテゴリの種類はシステ

ム作成者によってあらかじめ固定されたものであった。しかし

WAVEは友達同士の情報交換であるから、システム上の各ユー

ザのカテゴリに統一性は必要ない。そこで新しく、各自が独自

にその人なりに興味の範囲を階層化したカテゴリを作成して、

情報の公開ができる機能を付け加えた。

それにより、より適確にユーザは自分の興味がある情報を収

集できるようになった。また、各自がカテゴリによって自分の

興味を表明できるようになるという効果もある。

4. 4 情報交換の様子の可視化

これまでも、研究の結果を分析するために、ユーザがどのよ

うに情報を交換したか、様子を可視化をしていた。しかし、ロ

グを解析して可視化ツールにそのデータを適用する方法だった

ので、ユーザは見ることが出来なかった。そこで、図 7のよう

に、システムに参加しているユーザの情報の交換の様子をグラ

図 7 コメント交換の様子の可視化

図 8 情報のプッシュとプル

フ化して表示する機能を追加した。

可視化は、一人のユーザが他のユーザにコメントをつけたら

そのユーザを結ぶことで行っている。これによって、自分の友

達より広い範囲での情報を交換の様子が分かるようになる。

5. 評 価 実 験

実装したWAVEを運用して実験を行った。実装に用いた言

語は Javaである。実験期間は 40日。参加人数は 35人である。

その結果、実験開始日からのプッシュとプルの使われた回数を

グラフ化したのが図 2である。

情報が発信された回数 137

プッシュの回数 110

プッシュが採用された回数 84

プルの回数 157

表 2 アクセス数

プッシュとプルはどちらかに偏らずに使われている。実験が

正月期間にまたがっており、その間プッシュは使われていない

が、プルは少ない回数だが使われている。また、プッシュが多

い日の少し後に、プルが多い日が来ることが多い。

これは、プッシュとプルの使い方の違いを表していると思わ

れる。プッシュは情報が新鮮なうちにまとめてされることが多

いが、プルは、後から何か面白い情報がないかなんとなく探す

ときに使われる。それぞれの特色を生かして使われていること

が分かる。

何人にプッシュされた情報であるかで集計をして、それぞれ



何人にプッシュされた情報か 1 2 3 4 5 6

情報の数 44 9 4 5 2 1

情報の評価値の平均 3.84 3.44 3.75 3.8 4.5 5

表 3 プッシュ人数

の人数の情報の数と評価値の平均を取ると表 3になった。２人

以上の場合はプッシュした人数が多いほど評価は高くなってい

る。多くの人に積極的に伝えたい情報はそれだけ興味深いと考

えられるので、自然な結果だと思われる。

6. ま と め

本論文では、口コミ型情報伝播モデルによる情報交換を公開

フォルダの情報を互いにコピーしあうという方式によって適切

に支援する汎用的なコミュニティーシステムであるWAVEに

ついて考察した。今までのWAVEの大きな欠点だったプッシュ

型情報交換の導入をはじめ、いくつかの重要な機能の追加をし

た。それにより、今までより実用的で総合的な情報交換システ

ムになった。

実験を行った結果、新しい機能がその目的に沿って十分に使

われ、有効であることが分かった。

しかし、本システムは、できるだけ多くの人が共通でシステ

ムを利用することで有効性が発揮される。そのため、ユーザを

増やして大規模運用して実験することがこれからの課題である。
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情報検索を用いたアクティブマイニングの螺旋サイクル

研究協力者 チャン・ナム・トアン (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)

研究代表者 沼尾 正行 (東京工業大学情報理工学研究科)

あらまし 本論文では，アクティブマイニングを実現するために，アクティブ情報収集とユーザー指向アクティブマ

イニングを組み合わせたマイニングシステムを提案する．文献データベースから，マイニングを行う属性とそれに関

係がある文献数を調べ，属性の重要度を計算することで，属性の重要度に合わせた分類規則の生成を行う．さらに，

文献から得られる属性とクラスの関係などの背景知識を活かすために，重要度を調整する機構も提案する．2種類の

医療データを用いて評価を行った結果，提案した手法は面白い規則を生成できるのみならず，アクティブマイニング

を実現するための一つの方法を提供できるということが示された．

キーワード アクティブマイニング、分類規則発見、MEDLINE、背景知識

Spiral Cycle of Active Mining by Using

an Information Retrieval Approach

TuanNam TRAN, Ryutaro ICHISE, and Masayuki NUMAO

Abstract This paper presents a method for realizing active mining. We have constructed a mining system which

combines active information gathering and user-centered mining together. Our method modifies C4.5rules by tak-

ing into consideration the external weight of each attribute, which can be calculated by means of the number of

corresponding documents found in the literature. A method for adjusting the weights introduced in order to reflect

the background knowledge concerning the relationship between an attribute and an class is also proposed in this

paper. The experiments on two kinds of medical data show that our proposed system is useful in terms of generating

interesting rules as well as providing a solution for realizing active mining.

Key words active mining, classification rule mining, MEDLINE, background knowledge

1. Introduction

Knowledge discovery in databases (KDD) is defined as the

non-trivial process of identifying valid , novel , useful , and ul-

timately understandable patterns in data [8]. Mining infor-

mation and knowledge from large databases has been recog-

nized by many researchers as a key research topic in database

systems and machine learning, and by many industrial com-

panies as an important area with an opportunity of major

revenues.

However, currently, there is a lack of KDD researches

for identifying and gathering relevant information related

to the given data, which can be accessed easily through

the Internet. We have constructed a data mining system

called RMAIG (Rule Mining using Active Information

Gathering) based on the well-known propositional classifica-

tion system C4.5 by using various heuristic functions taking

into account the weight of each attribute of the given data in

the literature. The rules obtained are filtered and evaluated

using support and confidence as similar as in association rule

mining . The idea of weighting an attribute by looking for rel-

evant documents related to that attribute is highly evaluated

by domain experts as a solution for tracing domain’s knowl-

edge. RMAIG has been evaluated on two real-world medical

data, showing many appropriate and interesting rules from

the viewpoint of domain experts.

Our proposed weighted scheme is also useful for feeding

back the results obtained to the mining process. Given the

relation between a class and an attribute obtained by back-

ground knowledge, previous work or occurred in the litera-

ture, we can reweight that attribute so that RMAIG can

produce rules concerning the focused attribute, even though

these rules could not be discovered using the normal weighted

scheme described above.



The remainder of this paper is organized as follows. Sec-

tion 2 describes our proposed system. Section 3 describes

the experiments on the hepatitis data set. Section 4 presents

the results for adjusting weights in order to reflect the back-

ground knowledge in the literature. Some related work will

be described in Section 5, and finally Section 6 presents our

conclusion.

2. The RMAIG System

This section will describe RMAIG, a system which is

based on a decision-tree-based approach by using MEDLINE

information concerning the given data. RMAIG’s algorithm

consists of two stages. The first stage modifies the classifi-

cation system C4.5 by using various heuristic functions tak-

ing into account the weight of each attribute of the given

data in the literature. The second stage filters the rules ob-

tained in the previous stage that satisfy the user-specified

minimum support (called minsup) and minimum confidence

(called minconf ) constraints.

The core of a decision tree algorithm is to repeat the pro-

cess of selecting the attribute with highest information ra-

tio. The characteristic of our method is to consider “weight-

ing”by external information when calculating information ra-

tio for each attribute. If the importance of an attribute (i.e.

the number of literature documents from previous biomed-

ical research) occurred in the given data can be calculated,

the importance of that attribute can be calculated easily.

Suppose T is a set of training examples of a decision tree

consisting of attributes A1, A2, . . . , Am, and freq(Ci, S) is

the number of cases in a set of examples S that belong to

class Ci. The entropy of T is defined as:

info(T ) = −
k∑

j=1

freq(Cj , T )

|T | × log2
(
freq(Cj , T )

|T |

)
(1)

where freq(Cj , T ) stands for the number of cases in T that

belong to class Cj .

Suppose T has been partitioned in accordance with the n

outcomes T1, T2, . . . , Tn of a test X corresponding to the at-

tribute Aj . Then, according to [9], gain and gain ratio for

the attribute Aj at the given stage in the construction of the

decision tree can be calculated as follows:

infoj(T ) =

n∑
i=1

|Ti|
|T | × info(Ti) (2)

gainj = info(T ) − infoj(T ) (3)

split infoj = −
n∑

i=1

|Ti|
|T | × log2(

|Ti|
|T | ) (4)

gain ratioj = gainj/split infoj (5)

We have introduced gain′ and gain ratio′ based on gain

and gain ratio as follows

gain
′
j = G(gainj , ωj) (6)

gain ratio
′
j = G(gain ratioj , ωj) (7)

Here, ωj is the external weight of the attribute Aj , and is

calculated by

ωj =
F (|Aj|)

m∑
i=1

F (|Ai|)
(8)

where |Aj| stands for and the number of MEDLINE docu-

ments found related on the given data and the attribute Aj .

The heuristic functions F and G will be described below.

Three kinds of functions G, namely G1, G2, and G3 have

been employed by the following

G1(x, w) = x ×w (9)

G2(x, w) = x2 ×w (10)

G3(x, w) = (2x − 1) × w

1 +w
(11)

Note that these functions have been used in the previous

work on costs of tests , which will be mentioned further in

Section 5. We modified the heuristic functions in that the

external weight of an attribute jth is inversely proportional

to the cost of measuring this attribute.

As for the function F , we have currently defined two types

of F (x), namely F1 and F2 as follows:

F1(x) = x (12)

F2(x) =

{
0 if x <= 0

�(logk(x) + 1)� if x > 0
(13)

where k > 0.

C4.5 selects the attribute that maximizes the information

gain ratio (gain ratio), which is a function of the information

gain, and we modified C4.5 so that it selects the attribute

that maximizes gain ratio′.

Table 1 shows the list of heuristic functions used in

RMAIG.

Table 1 A list of heuristic functions used in RMAIG

No. Heuristic method Function F Function G

1 none

2 log10 F2 (k = 10) G1

3 log F2 (k = e) G1

4 linear F1 G1

5 log10 + CS-ID3 F2 (k = 10) G2

6 log + CS-ID3 F2 (k = e) G2

7 linear + CS-ID3 F1 G2

8 log10 + EG2 F2 (k = 10) G3

9 log + EG2 F2 (k = e) G3

10 linear + EG2 F1 G3



2. 1 Definition the support and confidence values

of rules

We assume that a rule consists of two conditions called the

antecedent and consequent, and is denoted as A→ C where

A is the antecedent and C is the consequent. The support

of a condition A is equal to the number of separate MIDs

in the data set for which A evaluates to true, and this value

is denoted as sup(A). The support of of a rule A → C, de-

noted similarly as sup(A → C), is equal to the number of

of separate MIDs in the data set for which both A and C

evaluate to true. The antecedent support of a rule is the

support of its antecedent alone. The confidence for a rule is

the probability with which the consequent evaluates to true

given that the antecedent evaluates to true in the input data

set, defined as follows:

conf (A→ C) =
sup(A→ C)

sup(A)

It should be noted that the support and confidence of a

rule defined above do not consider the number of classes. We

have applied the Laplace function which is commonly used

to rank rules for classification purposes [1], [2] as follows:

laplace(A→ C) =
sup(A→ C) + 1

sup(A) + k

where k is the number of classes when building a classifica-

tion model (k > 1).

Figure 1 shows the proposed system RMAIG.

Figure 1 Proposed system RMAIG

3. Experiments

First, we applied the RMAIG system to the hepatitis data

set , provided by Chiba University Hospital, contains admin-

istrative information as well as long time-series data of lab-

oratory examinations of 771 patients with chronic hepatitis

B and C who took biopsy in the period 1982-2001. We have

currently considered the following problems:

• Discover knowledge concerning the stage of liver fibro-

sis using laboratory examinations

• Discover knowledge which indicates whether the inter-

feron therapy is effective or not.

• Discover knowledge which distinguishes hepatitis B

and C.

In general, the purpose of the pre-processing stage is to

generate a single table from the given six tables after con-

ducting data cleaning, attribute selection, attribute genera-

tion using MID, a primary key given for each patient, and

the examination date of the patients. The pre-processing of

hepatitis data set in detail is described in [12].

3. 1 Some rules obtained by the proposed method

Figure 2 shows some rules discovered only by our proposed

method which were highly evaluated by the domain experts.

Each rule is attached by the corresponding support, confi-

dence and the weighted method. For example, the first rule� ✏
IF (CHE > 176)

THEN Fibrosis = F1 [support : 124, confidence :

51.9%, method : log + CS-ID3]

✒ ✑
means that there are 124 patients out of total 771 patients

satisfying this rule, while the number of patients satisfying

the antecedent part is

124 ∗ 100/51.9 = 239

3. 2 Discussion

The way of choosing best attributes using the number of

MEDLINE’s corresponding documents makes the attributes

with high external weighting values being taken priority

over the low ones. That is, the occurring probability of

those attributes paid attention to in the literature will be-

come higher. The merit of using information gathered from

biomedical literature is that, the users are able to know the

“importance” of each attribute without any assistance of the

domain experts. Moreover, the generated rules of our al-

gorithm are able to reflect the state-of-the-art research in

biomedical literature, since the number of documents related

to an attribute, and as a result its external weight changes

with time. One more merit of our system is that it is easy

and flexible to update the weighting scheme. That is, we can

increase the weight of the attributes that were highly eval-

uated by the domain experts, and by repeating the mining

process we may obtain new interesting rules. We will give

detailed discussion on this issue in Section 4.

In general, we have obtained some rules which were eval-

uated as “interesting” by domain experts. The domain ex-



� ✏
1. IF (CHE > 176)

THEN Fibrosis = F1 [support : 124, confidence : 53.1%,

method : log + CS-ID3]

Evaluation: This rule is in accordance with knowledge of

domain experts, since the fibrosis is not progressive when

CHE is high.

2. IF ((PT Sex = M ) AND (Age = fifties) AND

(ALP = +) AND (LAP = +))

THEN IFN effect = response [support : 11, confidence :

61.1%, method : log10, log10 + EG2]

Evaluation: This rule is interesting because both ALP and

LAP occurred in the antecedent part are abnormal. In con-

trast, most of other mined rules containing normal values

of ALP and LAP. Such a rule is unique and has never been

discovered by other groups in the Active Mining Project.

3. IF (CHE <= 12.58)

THEN hepatitis type = B [support : 117, confidence :

87.2%, method : log, log10]

Evaluation: In general, hepatitis B shows a lower value of

CHE compared to hepatitis C, and it is possible to say that

hepatitis B is more progressive than hepatitis C.

✒ ✑
Figure 2 Some interesting rules obtained by the weighted pro-

posed method. It should be noted that these rules were

not obtained by the normal C4.5 method.

perts also gave us valuable comments on the idea of weight-

ing attributes using MEDLINE search as necessary and at

the same time, it may generate knowledge which has already

been known since our approach focuses on those attributes

which are cited frequently in the literature, and it is impossi-

ble to conduct mining effectively without taking into account

the past knowledge accumulated in the literature.

As same as other data mining methods, it is noteworthy

that pre-processing is the key point to the success of the

mining process. The set of rules obtained depends on the

set of attributes used in the mining process, however it is

not trivial to determine which examinations should be re-

moved beforehand. This relates to the spiral effects of the

active mining framework, since domain experts play an es-

sential role before and after evaluating the rules obtained by

RMAIG.

4. Adjusting Weights

Two previous sections have introduced the proposed sys-

tem RMAIG and experimental evaluation on two kinds of

medical data sets. In these two sections, the relationship be-

tween active information gathering and user-centered mining

is mainly based on the idea of retrieving MEDLINE docu-

ments relating to each attribute occurred in the given data

and using the number of documents obtained to calculate the

weight of the corresponding attribute. That is, the weight of

each attribute is unchanged during the mining process. In

this section, we will investigate the correlation between active

information gathering and user-centered mining by consid-

ering the user reaction part. First, using the rules obtained

from the mining process may be useful for finding relevant

documents in the active information gathering . For exam-

ple, on the task of distinguishing chronic hepatitis B and C

described in Section 3, RMAIG generated the following rule:

IF (CHE > 12.58) THEN hepatitis type = C

IF (CHE <= 12.58) THEN hepatitis type = B

The medical doctors gave us a comment on this rule that,

in general, hepatitis B shows a lower value of CHE compared

to hepatitis C, and it is possible to say that hepatitis B is

more progressive than hepatitis C.

On the contrary, there are many cases in which we have

some background knowledge between an attribute and a

class obtained by domain experts or by active information

gathering from MEDLINE, but neither RMAIG nor C4.5

could easily discover such patterns from the given data. To

solve the problem, a natural way is to increase the weight

of the corresponding attribute so that its occurring proba-

bility in the mined rules will become higher. In this sec-

tion, we conduct experiments on the meningoencephalitis

data set donated by Prof. Tsumoto, Department of Med-

ical Informatics, Shimane Medical University, since we have

already known some background knowledge from previous

work on this data set. This data set contains 140 patients

of meningoencephalitis hospitalized sometimes between 1979

and 1992. Here, “meningoencephalitis” stands for those pa-

tients of meningitis who have some symptoms of brain dam-

age. The given data set contains 38 attributes, and the goal

of the mining task is to find factors important for diagno-

sis (DIAG and DIAG2), for detection of bacteria or virus

(CULT FIND and CULTURE) and for predicting prognosis

(C COURSE and COURSE). Although the hepatitis data

set is not used in this section, we believe that the method

described here is also applicable for the hepatitis data set.

Figure 3 indicates some important patterns of extracted

rules indicated in [13] which is considered to be interesting

by the domain experts.

For each class attribute, we vary the weight of the corre-

sponding attribute in Figure 3, and compare with the original

result in terms of number of rules concerning that attribute.

That is, the weight CSF CELL should be increased in the

case of class CULT FIND or class CULTURE. Similarly,

the weight of LOC should be increased in the case of class

C COURSE or class COURSE(Grouped), and the weight

of SEX, AGE should be increased in the case of class DIAG

and DIAG2.



� ✏
• If CSF CELL is high then CULT FIND=T.

This knowledge indicates that the number of cells in Cere-

bulospinal Fluid is important for detecting bacteria or virus,

• LOC is important for C COURSE. This knowl-

edge shows the importance of early treatment for meningoen-

cephalitis (or meningitis in general)

• The relationships between SEX, AGE and

DIAG (DIAG2) are interesting. This knowledge means

that personal information plays an important role for di-

agnosis, and this knowledge is interesting because it is not

mentioned in the medical literature so far.✒ ✑
Figure 3 Some interesting knowledge on meningoencephalitis

data set previously evaluated by the domain experts

Table 2 Comparison of C4.5rules and our proposed method on

the interestingness of rules found based on domain ex-

perts’ background knowledge when minsupis 10 and

minconf is 0.5

Class C4.5 Proposed method

attribute rules α = 1 α = 10 α = 100 α = 1000

CULTURE 0(0) 0(0) 0(4) 1(5) 2(6)

CULT FIND 0(0) 0(0) 0(8) 0(7) 2(9)

CULTURE+ 0(0) 0(0) 0(12) 1(12) 4(15)

CULT FIND

C COURSE 1(2) 3(9) 3(9) 5(7) 3(5)

COURSE(Gr.) 1(1) 1(3) 1(3) 1(4) 1(2)

C COURSE+ 2(3) 3(9) 4(12) 6(11) 4(7)

COURSE(Gr.)

DIAG (SEX) 0(0) 4(14) 3(12) 5(14) 5(14)

DIAG2 (SEX) 0(0) 1(8) 1(8) 1(8) 1(8)

DIAG+DIAG2 0(0) 5(22) 4(20) 6(22) 6(22)

(SEX)

DIAG (AGE) 0(0) 1(14) 2(16) 2(15) 2(15)

DIAG2 (AGE) 0(0) 1(8) 3(11) 3(11) 3(11)

DIAG+DIAG2 0(0) 2(22) 5(27) 5(26) 5(26)

(AGE)

We modified the equation concerning the external weight

ωj to the following:

ωj =
F (αj × |Aj|)

m∑
i=1

F (αi × |Ai|)
(14)

αj =

{
α if Aj is “focused”

1 otherwise
(15)

where α is a parameter.

Table 2 shows the number of rules obtained concerning the

re-weighted attribute and the number of total rules for each

class attribute. The number enclosed by parentheses means

the number of total rules obtained. Here, α = 1 stands for

using the original RMAIG. The effectiveness of re-weighted

scheme can be seen for every class attribute. For example, for

the class CULTURE, we could not obtain any rules concern-

ing CSF CELL by standard C4.5 or RMAIG. However, at

α = 100, we found one out of five rules, and at α = 1000

two out of six rules concerning CSF CELL. We see from

this example that adjusting the weight of focused attribute

is a simple but effective way for discovering rules related to

that attribute. Therefore, we conclude that the proposed

method is very useful if we have already known the attribute

to be focused on. However, the number of rules relating to

the focused attribute and the total rules obtained may be

saturated or even be decreasing at a very large value of α as

in the case of the class C COURSE at α = 1000.

5. Related Work

Regarding decision tree induction, some work has been

conducted on cost-sensitive classification which consider ei-

ther the costs of tests (features, measurements) or the costs

of classification errors . For instance, there are several ma-

chine learning algorithms that consider the costs of tests such

as IDX [6], CS-ID3 [10], and EG2 [7]. Our algorithm is sim-

ilar to these algorithms in terms of modifying the informa-

tion gain for selection of attributes, however it should be

noted that they aim to minimize the costs of tests, while

our purpose is to find interesting patterns for the domain

experts. Some other studies consider the weighting scheme

for instances such as the boosting algorithm [3] or attempt

to adapt the boosting algorithm for cost-sensitive classifica-

tion [11]. Turney [14] introduced a method which uses a ge-

netic algorithm with the fitness function is the average cost

of classification when using the decision tree, including both

the costs of tests and the costs of classification errors.

Another approach for integrating classification and associ-

ation rule mining is described in [4]. The difference between

classification rule mining and association rule mining is that

classification rule mining aims to discover a small set of rules

in the database that forms an accurate classifier, while asso-

ciation rule mining finds all the rules existing in the database

that satisfy some minimum support and minimum confidence

constraints. The key point of this study in the first stage is to

focus on mining a special subset of association rules, called

class association rules . After that, the second stage will

build a classifier based on the set of subset discovered. The

same group also proposed a technique [5] for post-precessing

of association rule mining. This technique prunes the discov-

ered associations to remove those insignificant associations,

and then finds a special subset of the unpruned associations

to form a summary of the discovered associations.

6. Conclusions

We have developed a new approach for realizing active



mining. We have constructed a system which modifies the

standard decision tree system C4.5 by using various heuris-

tic functions taking into consideration the weight of each

attribute of the given data in the literature. Each attribute

of the given data is labelled a weight based on the frequency

of those documents relating to that attribute. The merit of

using information gathered from biomedical literature is that

the users are able to know the “importance” of each attribute

without any assistance of the domain experts.

One more merit of our system is that it is easy and flexible

to update the weighting scheme. That is, we can increase

the weight of the attributes that are highly evaluated by the

domain experts or by previous work, and we show that our

system with the updated weights is able to find rules con-

cerning the focused attribute.
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交通計画のためのOLAP指向空間情報モデルの提案
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あらまし 位置情報検索を用いた位置確認やコンテンツ配信などが普及してきており，PHSや GPS機能付き携帯端

末，さらに，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も多様化している．そこで，本

稿では，トリップデータ収集手法やデータ活用方法の変化に注目し，データベース関連の最近の進展を踏まえながら，

交通計画のための OLAP指向空間情報モデルを提案する．また，トリップデータに対する空間インデックス技術につ

いて議論し，交通計画に必要なデータマイニングとデータキューブ技術の検討を進める．

キーワード 交通計画，時空間データ，空間情報モデル，位置情報サービス

OLAP oriented Spatial Information Model for Traffic Planning

Hiroyuki KAWANO and Eiji HATO

Abstract By gathering the time and positioning data measured by PHS (Personal Handy-phone System), mobile

phone with GPS (Global Positioning System) and other sensoring devices, various location services are becoming

popular. In this paper, in order to analyze the characteristics of traffic flows based on advanced database technolo-

gies, we propose OLAP oriented spatial information model. We also discuss advanced data structures and spatial

indices for the traffic planning by extending the typical data mining and data cube techniques.

Key words Traffic Planning, Temporal Spatial Data, Spatial Information Model, Location Service

1. 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が普及し

てきており，地理情報システム (GIS: Geographic Information

System)のアプリケーションも広がっている．実際，PHSや

GPS機能付き携帯端末 [1]，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も多様化しており，トリッ

プデータ収集手法やデータ活用方法も変化している [2], [7], [18]．

また，長期間にわたるトリップデータを蓄積し，計算コストの

高い解析処理を行うには，時空間データ処理の足元を支える

データ構造から検討を進めねばならない [10], [11]．

そこで，我々は，データベース関連の最近の進展を踏まえな

がら，交通計画のための OLAP指向空間情報モデルを提案す

ると共に，トリップデータをデータウェアハウスへと蓄積し活

用する上で必要となる技術検討を行っている．

以下，2章では大容量データに対する解析処理基盤となる時

空間インデックス [3]，オンライン解析処理 (OLAP; On-Line

Analytical Processing) におけるデータキューブ (data cube)

技術 [5]について簡単に述べる．そして，3章において，交通計

画のための OLAP指向空間情報モデルを提案する．また，効

果的に処理するデータ構造である
∑

-treeについて述べる．そ

して，４章をむすびとする（注1）．

2. トリップデータ処理技術

まず，トリップデータを交通計画に活用する上で必要となる

時空間データに対するデータ処理技術をとりあげる．特に，時

空間問合せ処理と問合せ処理の高速化に不可欠なインデックス

について触れ，続いて，多次元データベースの高速化を実現す

るデータキューブについて述べる．

2. 1 トリップデータと時空間問合せ

トリップデータ分析においては，そのタスクを明確にし，ど

のような種類の問合せが必要なのかの検討が必要である．また，

どのような規模のデータ処理と解析を実現することで，既存の

交通システム等の性能向上が可能なのかを評価する必要がある．

つまり，典型的な空間検索である内包検索・距離検索・交差

検索 [12]が用意されれば，トリップデータ解析に十分なのか．

もしくは，指定したポイントやポリゴンデータに対して領域同

定を行う施設利用圏や影響圏の分析機能の実装も必要なのか．

また，大量の時空間データを繰り返し操作するような計算コス

トの高い空間統計を行う必要があるのか等などである．いずれ

にせよ，問合せ処理や解析機能の実装技術の進展には，明確な

（注1）：本稿は，[9] の一部に対して，研究成果 [6] を反映させたものである．



要求が欠かせない．

実際，GISの利用が増えるにつれ [12]，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

な技術開発が進展している．

例えば，移動オブジェクトに関する以下の 3 種の時空間問

合せ [15] が，トリップデータ解析に利用できる．(以下，t1，

t2(t1 < t2)を時刻，R1，R2を地図上の矩形領域とする．)

（ 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): 図 1に示したよう

に，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): 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．

R1

t=[t1,t2]

図 1 時間帯問合せの様子

すなわち，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を算定することがで

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により，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，混雑状

況の予測にも利用できる．

しかしながら，この種の時空間データ検索が，現在のデータ

ベースにおいて，十分な処理性能を得ることができないため，

性能向上を図るための基礎的な研究として様々なデータ構造や

インデックス技術が提案されている．

2. 2 時空間データに対するインデックス

多次元データを扱う空間データに対するインデックスとし

て，MBR(minimum bounding rectangle)を用いた k-d 木や

R-treeや MD 木などが，領域内の静的オブジェクト検索を行

うインデックスとして提案されている [16]．また，時制デー

タ (temporal data)に対する AP-Treeや TP-Indexなどがあ

る [3]．

ところが，この種の空間インデックスは，ベクトル表現され

た地図データに対する検索や，静的なオブジェクトに対する位

置データ検索に適するが，動的なトリップデータを処理には向

いていない．

例えば，図 2(a) の移動オブジェクトに対する R-tree は，

(A,B,C),(D,E),(F,G)の 3グループに分割できる．しかし，一

定時間後には，図 2(b)のような (A,B,C),(D,F),(E,G)の 3グ

ループを構成する方が効率的である．このように，代表的な空

間インデックスと考えられている R-treeでは，そのインデック

ス更新の負荷のため，時々刻々と変化する多数の移動オブジェ

クトの位置情報の更新に追随することが難しい．

B

C

D
E

F G

A

(a) 移動前のオブジェクトグループ

B

C

D

E

F

G

A

(b) 移動後のオブジェクトグループ

図 2 移動オブジェクトに対するインデックス

そこで，R-tree 構造の各ノードに対応する d 次元長方形の

位置や大きさを，時間に関する関数により変化させる TPR-

tree(Time Parameterized R-tree)が提案されている．

すなわち，TPR-treeは，移動オブジェクトの現在の位置と

速度を用いて，将来の位置を線形関数で近似しながらインデッ

クスを生成する．つまり，時刻 t = tref において，位置 xref，

速度 vである移動オブジェクトの時刻 t(t > tref )における位置

x(t)を，(1) 式で表し，現在の移動オブジェクトの状態だけで

はなく，未来においても位置が近いと考えられる移動オブジェ

クト群をグループ化するインデックスを生成する．

x(t) = xref + v(t − tref ) (1)

そして，位置 x，速度 vに対し，(x,v)空間内での距離が近

いものを，同じノード内へと格納するデータ構造を利用するこ

とで，境界長方形が時間の経過と共に拡大することを抑制し，

時空間データの効率的な索引付けを実現する．

もちろん，(x,v) 空間における距離定義を変える事により，

位置データの更新頻度や，対象オブジェクトの速度分布などの

特性変化に対応することが可能である．例えば，データの更新

周期が長い時や，移動オブジェクトの速度分布の分散が大きい

時は，xよりも vにおける距離の影響を大きくし，より遠い将

来の位置を重要視するインデックスを生成すれば良い．

しかし，時間的な振る舞いが複雑になりがちなトリップデー



タを索引付けするには，平面座標系 (x, y)に加えて，時間軸 t

に対する振る舞いにも注意しておかねばならない．

例えば，時間軸の幅をもつ時間帯問合せは，図 3に示した

3DR-tree [17]では，網掛けされた部分を含むノードの検索を必

要とする．もし，ここで，t軸方向に大きく伸びるノードを含

む場合，すなわち，長時間静止しているオブジェクトが含まれ

る場合，ノードの覆う領域が大きくなってしまう．なお，現実

にも，長時間静止しているオブジェクトが存在する状況は頻繁

に生じている．この時，短時間の時間帯問合せを実行する際に，

必要以上に大きな領域を被覆する親ノードに含まれるデータへ

のアクセスが生じるため，その検索コストが上昇する．よって，

t 軸に対してもノード分割を行う等して，そのノードの被覆領

域を適切に定める必要がある．

t

t’

時間帯問い合わせ

時刻

図 3 3DR-treeにおける時間帯問合せの状態

以上，データの特徴を把握し，問合せの目的を明確にした上

で，適切なインデックスを用いることで，大量の時空間データ

に対する効率的な検索を実現しなければならない．

2. 3 データキューブと領域演算処理

データウェアハウスへと格納されたトリップデータの解析に

は，アドホックかつダイナミックな問合せの実行を必要とする．

例えば，2次元データとして表計算ソフトウェアにデータを格

納した場合を想定すると，様々に区間を変更しながら，合計・

平均・最大・最小などの関数を何度も実行し，最も注目に値す

る領域を調べるような操作が必要な状況が容易に想像できる．

つまり，季節変動・時間帯・地域などを変化させながら，交通

量を調査するゾーンを決める場合に，この種の処理を頻繁に必

要とする．

そこで，一般的な多次元データに対しても，この種の計算コ

ストの高い領域演算を効率よく処理する技術が必要とされてお

り，データキューブと呼ばれる手法が提案されている [4]．

例えば，領域和を求めることを考えて，元のデータ構造のセ

ルに関する和を格納するデータキューブを作成する．形式的に

データキューブの構成方法を記述すると，0 <= xi < ni かつ

i ∈ D の条件で，データキューブ Aは，元のデータ B を用い

て，次式で表される．

A[x1, x2, · · · , xd] = Sum(0 : x1, 0 : x2, · · · , 0 : xd)

=

x1∑
i1=0

x2∑
i2=0

· · ·
xd∑

id=0

B[i1, i2, · · · , id]

また，データキューブに格納される 2d 個のパラメータの領域

和は次のようになる．

Sum(l1 : h1, l2 : h2, · · · , ld : hd) =

∑
∀xj∈lj−1,hj

[{
d∏

i=1

s(j)

}
∗ A[x1, x2, · · · , xd]

]

ただし，

∀j ∈ D, s(j) =

{
1 (xj = hj)

−1 (xj = lj − 1)

ここで，D = 1, 2, · · · , dはデータ構造の次元であり，niは次

元 i の中に含まれるセル数である．

この時，元のデータで領域和を求めるには，対象となる全て

のセルの数である N =

d∏
i=1

ni 回のアクセスが必要である．一

方，d 次元データキューブを構成しておけば，領域和の対象領

域の頂点数程度のセルへのアクセスで求めることが可能になる．

このように，データキューブを構成するための前処理演算と記

憶領域が余分に必要になるものの，極めて低いデータアクセス

コストで領域和の演算を求めることができる．

3. 交通計画に対するデータ処理技術

3. 1 OLAP指向空間情報モデル

現在，前章までに述べた技術的進展を踏まえて，リアルタイ

ム処理を前提とした空間シミュレーションと情報配信システム

のフレームワークの検討を行っている．システムは，１)オン

ラインの位置データ取得部，2)データの空間マッチング部，3)

移動-活動配列作成部，4）配列の転写部，5）データキューブの

作成部，6)情報配信部から構成される．また，位置情報サービ

スにより，個人 iの t時点の位置データベクトルが得られるも

のとする．

ところで，Datai = (x, y, t)で表される位置データベクトル

は，生データの位置精度上の問題により空間上の位置特定がで

きない場合がある．そこで，これまで空間データの特性を踏ま

えて，位置推定などの研究を行ってきた．例えば，個人 iにつ

いて移動/滞在の判定を行う場合には，時間的に連続する 2つ

の観測点の距離 dが事前に与えた閾値 D より小さい場合，時

刻 t～t + 1の間に移動はないと判定する．閾値 Dは時間間隔

dtと位置特定精度 aにより決定する．また，暫定的移動点と確

定移動点の 2種類を考え，t − 1点との関係より「暫定的移動

点」t点を定める．次に，t+1点との関係を調べ，2点間の距離

dが閾値 D より大きい場合は t点を「確定移動点」，2点間距

離 dが閾値 D より小さい場合は t点を「滞在点」と判定する．

そして，この操作と，空間データベースに格納された施設等の

種類に応じて，OTi = [TCACOSAXB]で表される移動-活動

配列を作成する．なお，T や Cは活動の種別を表す．また，移



動-活動配列は，それぞれの識別子が長さを持ち，この長さは時

間を表す．

ところで，ネットワークの交通混雑を分析する主な方法に確

率的均衡配分やシミュレーションを用いた数値計算がある．こ

れらのモデルは確率的意思決定モデルに基づいた多属性効用理

論に基づいて，経路選択結果を出力する．また，入力変数は，

経路の所要時間や個人属性であり，変数間の相互作用は考慮さ

れない．加えて，出力変数となるトリップは本来その前後の活

動やトリップと互いに関連しあうが，その関係性をモデルで記

述することはない．

これに対して本研究で提案するモデルは，各種移動-活

動間の関連性を分解しないアプローチを与える．すなわ

ち，Datai = (x, y, t) から得られる観測可能な移動-活動配

列を親配列として図 4 に示す子配列を生成する．この際，

OTi = [TCACOSAXB] で表される配列の組み合わせを保

持する．

なお，シミュレーションを行う上で，都市空間を移動するオ

ブジェクトのデータ配列を補完する必要があるため，移動速度

にばらつきを持たせるとともに，配列に任意の確率で突然変異

を発生させる．およそ，この様な手順により生成した移動オブ

ジェクトの位置データを交通計画モデルにおいて用いる．

図 4 移動-活動配列の転写方法

なお，本研究では，大規模イベントの際に集中する隘路への

交通需要の影響を情報配信するための空間情報モデルを用い

た実装と検証を進めている．ここで，ケーススタディに用いた

データは，2001年 11月 24日に，札幌ドームへと移動した 99

人の J リーグ観戦客から，PHS端末を用いて回収したもので

ある．調査は札幌ドームにおいて開催される Jリーグの試合時

に行われた．なお，観客の集散に伴う隘路への交通需要の集中

に対して情報を配信することで交通行動の変化を促すことを目

的としている．

実データはオンライン収集された位置データベクトルであり，

収集間隔は 5 分となっている．なお調査当日の天候は晴れで，

観客はドームの定員にほぼ等しく 42,000人であった．

まず，得られた 99 人の移動オブジェクトのデータ特性を把

握するために，多次元データとして格納し基礎的な分析を行

う．その結果を図 5に示す．表示例を見ると移動オブジェクト

のデータが特定の時空間領域に集中していることがわかる．し

たがって，突然変異データを用いた OLAP指向空間情報モデ

ルにおいても，データ問合せも特定領域に集中する．すなわち，

大量の移動オブジェクトの空間状態を分析し配信するには，効

率的なデータ構造が不可欠である．

図 5 データ表示例

3. 2
∑

-treeの提案

前節のようなデータ処理が必要なことから，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の活用と性能

について検討を進めている．そこで，本節では，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，速度の和などをイ

ンデックス中に同時に格納する
∑

-treeについて述べる [10]．

まず，全オブジェクト数が n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考

える．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．


(x1, y1, t1), (x2, y2, t2), · · · , (xi, yi, ti) ⊂ L1

(xi+1, yi+1, ti+1), · · · , (xj , yj , tj) ⊂ L2

:

(xk+1, yk+1, tk+1), · · · , (xn, yn, tn) ⊂ LN

また，各オブジェクトの速度属性も同時に考えて，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こともできる．

VL1 =

i∑
l=1

vl, VL2 =

j∑
l=i+1

vl, · · · , VLN =

n∑
l=k+1

vl

そして，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 などを，各ノードへと格納

する．

なお，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 >)で特定する．この時，図 6に示すよう

に，あるノード 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 や前通過車両数NLu など)を格

納する．さらに，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．

(<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 6
∑

-treeのノードにおけるデータの状態

以上のように，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低コストで操作す

ることが可能となる．

4. む す び

情報デバイスの急速な発展により，社会活動に関わるデータ

収集の精度は非常に高まっており，トリップデータのような時

空間データに対しても，高い解析技術が必要な時代が到来する

と予想している．そこで，本稿では，大量の実データを扱うこ

とを想定しながら，時空間データとしてのトリップデータを処

理する基礎技術であるインデックスとデータキューブについて

検討を進めていることを述べた．

今後，トリップデータを利用するアプリケーションのタスク

が明確になるにつれて，交通計画や交通管制を効率良く行う

データ構造も固まり，解析を行うシステム実装の必要性が高ま

ると予測している．また，将来，この種のトリップデータのオ

ンライン収集が進むにつれて，POSにおける物流に対する影

響と同様に，交通流のシミュレーションや数学的モデルに基づ

く性能評価などに影響を与えると考えている．
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あらまし GBI法は逐次ペア拡張によりグラフ構造データから特徴的なパターンを抽出する手法であり，欲張り探索

を用いるため高速であるが探索の不完全性いう課題がある．本稿では，1)探索範囲を拡大するためのビーム探索，2)

チャンキングに対する頻度以外の評価関数，3)パターンを正確に数えるための Canonical Label を導入し，計算量の

増加を抑えながら探索性能を向上させるよう改良した Beam-wise GBI法を，千葉大学医学部附属病院からご提供い

ただいた肝炎データからのパターン抽出に適用した結果を報告する．解析では専門家との密接な共同作業を通じてア

クティブマイニングの螺旋サイクルに沿ったパターン抽出を 4回繰り返した．本稿では各サイクルで抽出したパター

ン例と専門家からの評価について報告する．

キーワード グラフマイニング，Beam-wise GBI, 肝炎データ解析

Extracting Patterns from Hepatitis Data by Beam-wise GBI

Takashi MATSUDA, Tetsuya YOSHIDA, Hiroshi MOTODA and Takashi WASHIO

Abstract A machine learning technique called Graph-Based Induction (GBI) extracts typical patterns from graph

data by stepwise pair expansion (pairwise chunking). Because of its greedy search strategy, it is very efficient but

suffers from incompleteness of search. Improvement is made on its search capability without imposing much compu-

tational complexity by 1) incorporating a beam search, 2) using a different evaluation function to extract patterns

that are more discriminatory than those simply occurring frequently, and 3) adopting canonical labeling to enumer-

ate identical patterns accurately. This new algorithm, now called Beam-wise GBI, B-GBI for short, was applied to

a real-world data, Hepatitis dataset provided by Chiba University. The spiral cycle of active mining was repeated

four times to extract typical patterns from the dataset by B-GBI in close collaboration with a domain expert and

examples of extracted patterns are reported. Our very preliminary results indicate that B-GBI can actually handle

graphs with a few thousands nodes and extract discriminatory patterns.

Key words Graph Mining, Beam-wise GBI, hepatitis dataset analysis

1. は じ め に

ウィルス性肝炎は非常に重い病気であり，適切な治療を受け

ずに放置しておくとやがては肝硬変を経て肝がんになり死に至

る．しかし，これほどの難病にもかかわらず，その進行速度は

遅く自覚症状が非常に現れにくいために放置され自覚症状が出

るころにはすでに重症となっていることが多い．このことを防

ぐためには医療機関においての定期的な検査や適切な治療が重

要であるが，その費用や患者への身的負担の面で問題がある．

患者への負担を軽くするために，費用が安く患者への身的負担

が少ないより一般的な検査のみからの肝炎の正確な診断が望ま

れるが，病状の進行速度が長期にわたるためにデータ量が膨大

となり，十分な解析ができないのが現状である．このような現

状を鑑み，膨大なデータを対象としたデータマイニングの手法

を用いれば従来手法では得られなかった新たな知見が得られる

との期待が高まっている．

著者らは従来から逐次ペア拡張によりグラフ構造データか

ら特徴的なパターンを抽出する GBI法を提案してきた [5], [8]．

GBI法は欲張り探索を用いるため非常に高速であるが，探索が

不完全であるという課題がある．本稿では，1)探索範囲を拡大

するためのビーム探索，2)チャンキングに対する頻度以外の評

価関数，3) パターンを正確に数えるための Canonical Label，

を導入して計算量の増加を抑えながら探索性能を向上させるよ

う改良した Beam-wise GBI (B-GBI) 法 [3], [4]を，千葉大学医

学部附属病院からご提供いただいた肝炎データからのパターン

抽出に適用した結果を報告する [2]．グラフ構造は表形式で表現
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図 1 逐次ペア拡張の基本アイデア

する方法より欠損値を自然に表現できる．とくに，ご提供いた

だいたデータのように表形式で表現した場合にはほとんどの検

査項目の値が欠損値となるようなデータを扱うには非常に適し

ている．また，グラフを時間情報で連結させることにより，時

系列で表現された知識の獲得も可能となる．解析では専門家と

の密接な共同作業を通じてアクティブマイニングの螺旋サイク

ルに沿ったパターン抽出を 4回繰り返した．十分な結果が得ら

れたとは言い難い面も残るが，本稿では各サイクルで抽出した

パターン例と専門家からの評価について報告する．

2. Graph-Based Induction

本節では，GBI 法の基本的な概念について説明し，我々が開

発した Beam-wise GBI (B-GBI) 法の GBI 法からの改良点に

ついて簡単に述べる．

2. 1 GBI 法の概要と改良について

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

抽出することを目的として考案された [8]．GBI 法は 図 1 に示

すように「ペアの逐次抽出（チャンク）により特徴的なパター

ンを抽出する」という基本アイデアにより実現されている．こ

こで，「ペア」とは「二つのノードおよびそれらをつなぐリン

ク」からなる GBI 法で用いる基本単位となるものである．ま

た，「ペア」は「逐次拡張」されることにより複雑なパターン

を構成するので，逐次拡張によりデータから抽出されたものを

「抽出パターン」と呼ぶ．

GBI 法が行う「逐次ペア拡張」は次の 3 ステップを繰り返

し行うことで実現される．

Step 1. グラフ中に存在するペアをすべて抽出する．

Step 2. 抽出したペアのうち，ある評価指標によりチャンク

すべきペアを一つ選び「抽出パターン」として登録する．この

とき，ペアを構成するノードがすでに書き換えられたノードで

あれば元のパターンに復元してから登録する．チャンクすべき

パターンがなくなれば終了する．

Step 3. Step 2. で選ばれたペアを一つのノードの置き換え

ることにより，グラフを書き換える．Step 1. に戻る．

入力グラフに対して上記 3 ステップを繰り返すことで，ペア

を逐次拡張し，最終的に登録された「抽出パターン」の集合と

してデータに含まれる「特徴的なパターン」の集合を得ること

ができる．ただし，Step 1. でペアを抽出する際，一つのノー

ドに書き換えられたパターンを元のパターンに復元しての評価

は行わない．つまり，探索空間を制限するという点で，GBI 法

は探索手法としては Greedy 探索手法である．そのため，入力

データ中に存在するすべての「特徴的なパターン」が抽出でき

る保証はない．なお，「特徴的なパターン」は対象とするドメイ

ンごとに様々に定義することができるが，従来は頻度を用いて

いた．本研究では「特徴的なパターン」をクラス分類能力を有

するパターンと定義する．頻度と違いクラス分類能力を表す評

価指標は単調性が保証されないため，頻度以外の指標をペアの

選択に用いると後述する理由で所望の結果が得られない可能性

がある．この問題を回避するために，GBI法のアルゴリズムを

改良した．

2. 2 評 価 指 標

GBI法では，それぞれの繰り返しにおいて書き換えられたグ

ラフから得ている情報は，そのグラフに存在するペアのうちど

のペアが最も評価指標の値が大きく（小さく）なるかというこ

とのみである．また，得られる「特徴的なパターン」は逐次拡

張されたパターンなので，そのパターンにたどり着くまでの部

分構造がすべて各時点で数えられたペアの内で評価指標が最大

（あるいは最小）であるという条件を満足している．しかし，各

ステップで評価指標を最大（最小）とするペアをチャンクしつ

づけて得られるパターンが本当によいパターンである保証はな

い．このことは，頻度などの単調な評価指標ではうまく機能す

るが，非単調な場合はうまく機能しないことを示唆している．

そこで，チャンクすべきペアを決める指標としては単調性を有

する頻度 (単調性を有するものであれば，必ずしも頻度である

必要はない）を用い，それとは別に，グラフから「特徴的なパ

ターン」を抽出するための評価指標を用いることができるよう

に GBI 法を改良した．後者の指標は非単調性を有していても

構わない．この改良により，うまく評価指標を選択することで

あるクラスにのみよく現れるパターン，あるいはあるクラスに

のみ現れないパターンなどを抽出することができるようになる

と考えられる．

2. 3 Beam 探索

GBI 法はすでに述べたようにペアの逐次拡張という Greedy

探索手法を採用している．グラフからすべての部分グラフを抽

出する問題は NP 完全問題であるため，すべての「特徴的パ

ターン」を抽出するのではなく，ある程度の大きさを持った有

意な部分グラフを抽出することを目的としている．そのため，

大規模なグラフ構造データから「特徴的なパターン」を抽出す

るには非常に有用である．しかし， Greedy 探索に起因する

問題がある．評価値が同値のペアが複数存在した場合や，同じ

ノードラベルが多数存在して同種類のペアの連鎖（注1）が生じる

場合に，チャンクすべきペアの選択にあいまい性が生じる．ま

た，チャンクされたパターンを再び元のパターンに復元して評

価しないために，たとえ上記のようなあいまい性が生じなくて

も，すべての探索空間を完全に探索するわけではない．

そこで，GBI 法に Beam 探索を導入することで，この問題

の低減を図る．具体的には，チャンクするペアを唯一ではなく

ある一定の数だけ選択し，それぞれのペアについてチャンクす

（注1）：a → a → a といった構造の場合，どちらの a → a をチャンクすべき

かを決定できない．



る．これにより，複数の並列な状態に分裂するが，次のステッ

プではそれぞれの状態について，ある一定の数だけのチャンク

すべきペアを選択するのではなく，すべての状態の中で上位の

ある一定の数のパターンを選択しチャンクすべき候補とする．

これにより，チャンクのステップが進んでいくにつれて，状態

が爆発的に増加するのを防ぐことができる．このように探索空

間を増加させることにより，GBI 法が持つ特徴的なパターンを

抽出する能力が向上する．

2. 4 Canonical Label

GBI 法は，パターンをチャンクして一つのノードに書き換

えるために，ペアを数え上げるときに同じグラフ構造を表して

いるにもかかわらず，異なったペアとして扱ってしまう場合が

ある．

これを防ぐためには，ペアを数え上げるときにペアが表すグ

ラフ構造が同じグラフを表すものであるあるかをチェックする必

要がある．そのため，グラフを Canonical Label [1], [6] で表現

し，Labelが同じものを同じグラフ構造と判定する．Canonical

Label の基本的な作成方法は以下のとおりである．まず，グラ

フに含まれるノードをそのラベルと次数（ノードにつながるリ

ンクの数）でグループ分けし，辞書順に並べる．この辞書順に

並べられたノードに従って，隣接行列を作り，行列中の要素を

ある一定の規則に従った順序で連結することでグラフのコード

とする．隣接行列とは，グラフ G 中のノード vi ∈ V (G) と

ノード vj ∈ V (G) がラベル l で連結されている場合にその第

i 行第 j 列の要素が l となる行列のことである．ラベルと次数

が同じノードが複数存在する場合は，それらの順列のうち，最

も大きい（あるいは最も小さい）コードを Canonical Label と

して採用する．有向グラフにおける隣接行列のコードを次のよ

うに定義する．

A =




a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n

...
...

. . .
...

an1 an2 . . . ann




code(A) = a11a12a21a22a13a23a31a32a33 . . . ann

= (L + 1)n2−1a11

+

n∑
i=2

(
i−1∑
k=1

(L + 1)n2−i2+2i−k−1aki

+

i∑
k=1

(L + 1)n2−i2+i−kaik

)

ここで，L はリンクのラベルの種類数である．このように定

義することで，コード中の上位の桁は上位のレベルのノードの

みで決定できるようになるために探索空間を大幅に減らすこと

ができ，効率的に Canonical Label を決定することができる．

2. 5 誘導部分グラフ

これまでの GBI 法では「二つのノードとその間の “一つの”

リンク」という単位のペアでチャンクを行っていた．つまり，

部分グラフを一つのノードに置き換えていた．この方法では，
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図 2 部分グラフと誘導部分グラフ

問題が生じる場合がある．例えば，図 2 左上のグラフについて

考える．

部分グラフの場合，図に示されるように 7 種類のパターンが

生じる．しかし，最後の 3 つのグラフに関しては「一日後の一

日後は二日後である．」という前提があるために冗長なものと

なる．こういった前提がある場合，誘導部分グラフだと図中上

側の 4 種類のパターンしか生じないために生成されるパターン

の無駄が減少する．今回，我々は提供されたデータを時系列情

報を持つグラフに変換したので，この問題を避けるために GBI

法を「二つのノードとその間の “すべての” リンク」という単

位でチャンクするようにし，部分グラフではなく誘導部分グラ

フをチャンクするように改良した．

3. 肝炎データからパターン抽出

千葉大学医学部附属病院医療情報部から提供いただいた肝炎

データは患者基本情報，検体項目情報，検体検査結果情報（院内

検査データ，外注検査データ），肝生検情報およびインターフェ

ロン投与情報から成る．データの詳細は [7] を参照されたい．

3. 1 前 処 理

ご提供いただいたデータには表記揺れや欠損値等が非常に多

く含まれるため，B-GBIを通じた解析の前処理としてまず下記

のデータ洗浄を行った．

• 生検結果の名称を大枠で統一する．

e.g., LC+Hemangioma of the liver → LC

この処理を施さない生検結果はもとの値のままとした．

• 活動性の表記を統一する．

e.g., mild → A1

洗浄後のデータを，検査項目を列とし，患者の ID(MID)お

よび検査日をキーとして，各検査項目が個別の属性となるよう

な表形式のデータに変換した．変換したデータには院内検査

データ (labo) からの属性数は 230 ，外注検査データ (labg) か

らの属性数は 732 の検査項目が表現される．インターフェロン

投与については，インターフェロン未投与の患者は「なし」と

し，インターフェロンが投与の患者については，インターフェ

ロン投与開始日以降の検査日に対するデータに対しては「あり」

とした．

表形式に変換後，急性肝炎のデータ (生検結果が Aで始まる

患者のデータ)は分析対象外なので削除した．この操作はデー



タ洗浄に対応するものであるため表形式に変換前に行うこと

も可能だが，今後急性肝炎に特徴的なパターンを発見すること

も想定し，表形式への変換後に行った．このため，急性肝炎の

データを削除後に急性肝炎の患者にしか使用されていない属性

（検査項目）があれば全て欠損値となってしまうという課題が

残るが，患者のデータをグラフで表現する際には欠損値は単に

グラフに表現されないだけであるためグラフ構造データからの

パターン抽出においては支障はない．

次に，肝炎の進行は緩やかであると考え，検査日ごとのデー

タをそのまま扱うのではなく，各検査項目ごとに一定期間の平

均として集約して表現した．なお，検査結果には数値と名義値

が混在する場合もあるため，ここでは期間内の最頻値（注2）を求

め，最頻値が数値属性である場合にはその平均値を，名義値属

性である場合には最頻値となる名義値をその期間の中心の日付

における値とした．ただし，検査結果値をノードのラベルとし

て扱う際，数値データの場合にはラベルの種類が膨大となり，

個々の数値が異なるために頻出パターンが抽出されない恐れが

ある．この問題に対処するため数値属性を離散化してノードラ

ベルの種類を少なくした．離散化の詳細は 3. 2節で述べる．

GBI 法で解析するためにはデータをグラフ構造として表現

する必要がある．ここでは同一の患者に対するデータをそれぞ

れ個別のグラフと捉え，各検査項目をグラフにおけるリンクの

ラベル，検査結果をそれぞれのリンクに繋がるノードのラベル

として表現し，B-GBI 法への入力となるグラフ構造データを

図 3に例示するように作成した．図 3は 28 日周期で平均化し

たデータを一行のレコードとした場合のグラフ構造データを示

す．グラフ構造データの作成では，まず中心にダミーのノード

を配置し，そこから属性値のラベルを持つノードに属性名のラ

ベルを持つリンクを張って一行分のデータを部分グラフに変換

した．その際，クラスとして用いた属性およびその属性値に対

応するノードやリンクは作成しないため部分グラフには表現さ

れない．また，属性値が欠損である場合にも，同様に対応する

ノードやリンクは作成しないため部分グラフには表現されない．

最後に，1行分のデータに対応する部分グラフ同士を，時間経

過のラベルを持つリンクにより指定した時間経過まで連結して

１つのグラフを作成した．このグラフが一つの MID（一人の

患者）に対するグラフ構造データとなる．

3. 2 パターン抽出結果

専門家（医師）との密接な共同作業を通じて B-GBI 法によ

りパターンを抽出し，得られたパターンに対する専門家（医師）

からのフィードバックを次の解析に反映する，というアクティ

ブマイニングの螺旋サイクルに沿ったパターン抽出をこれまで

計 4回行った．それぞれの解析における処理の詳細，抽出され

たパターン例，抽出パターンに対する専門家（医師）からのコ

メントを以下に報告する．

なお，B-GBI法でパターンを抽出する際にはチャンクのため

の評価関数と特徴的なペアに対する評価関数を設定する必要が

（注2）：数値属性は数値として，名義値属性は各々の名義値ごとに頻度を計算し

た．

ある．ここで報告する実験では，チャンクのための評価関数に

は頻度を用い，閾値を全グラフ数の 30 % の値とし，この閾値

以上の数のグラフに含まれ，かつその中で最も頻度の多いペア

からチャンクした．また，特徴的なペアの評価には，正規化し

た確率の最大値を表す

Max.

{ nC1
NC1∑k=K

k=1

nCk
NCk

,

nC2
NC2∑k=K

k=1

nCk
NCk

, ...,

nC2
NC2∑k=K

k=1

nCk
NCk

,

}
(1)

を用い，この値が閾値以上のものを特徴的なペアとして定義

した．ここで，NCk はクラス Ck であるグラフの総数であり，

nCk はクラス Ck のうち特徴的なパターンを含むグラフ数であ

る．また，ビーム幅は 3 に設定した．

1 回目は，ご提供いただいたデータの肝生検情報に着目し，

データを 28 日周期で平均化した後に検体項目情報に基づいて

離散化してグラフ構造に変換したデータから肝炎の活動性に特

徴的なパターンを抽出した．2回目は，肝炎の短期的な変動に

対する指標として GOT, GPT, TTT, ZTT の 6ヶ月間の標準

偏差に対する属性を追加した後，専門家（医師）とともに属性

選択を行って着目する属性を 23個に絞込み，6ヶ月 (168日)周

期で平均化してグラフ構造データを生成した．このデータに対

し，新たに専門家（医師）に定義していただいた B型ウィルス

の状態を判定する属性をクラスとしてパターンを抽出した．3

回目は，2回目に抽出したパターンにおける時系列の間隔が離

れすぎていて理解しにくいというコメントに基づき，時間経過

に対するリンクを 2年までに制限して生成したグラフ構造デー

タからパターンを抽出した．4回目は，3回目までに抽出した

パターンにおける時系列推移が少ないことに対して，チャンキ

ングにおいて時間経過に対するリンクに対する重み付けを変更

してパターンを抽出した．

3. 2. 1 肝生検に特徴的なパターン

28日周期でデータを平均化し，検体項目情報に記載されてい

る情報を元に，正常下限，正常上限の値が設定されている検査

項目に対して離散化してグラフ構造データを生成した．離散化

においては，検査値が正常下限未満の時は l (low)，検査値が正

常上限を超える時は h (high) とし，正常の範囲に収まる場合

には n (normal) とした．生成したデータに対して，肝生検で

得られる肝炎の活動性および肝臓の繊維化をそれぞれクラスと

みなし，各クラスに特徴的なパターンを抽出した．

表 1 グラフサイズ（活動性をクラスとした場合）

クラス

A1 A2 A3 A4

グラフ数 51 54 11 116

ノード数の平均値 1975 1758 1776 1855

ノード数の最大値 6723 6688 4572 6723

ノード数の最小値 63 53 214 53

それぞれの場合のグラフサイズおよび閾値を変更した場合の

抽出パターン数を表 1, 2, 3 に示す．各患者を１つのグラフと

みなした場合のグラフサイズ（１つのグラフに含まれるノード

数）が大きいため，非常に多くのパターンが抽出されることが



28

28

84 112

56

28

84

28

84 112

56

28

84

n

C

F1 mild

M ifn

sex

typesubtype

n

C

F1 mild

M
ifn

sex

typesubtype

n

C

F1 mild

M ifn

sex

typesubtype

n

C

F1 mild

M ifn

sex

subtype type

図 3 「活動性」をクラスとした場合のグラフの作成例

表 2 グラフサイズ（繊維化をクラスとした場合）

クラス

F0 F1 F2 F3 F3-4 F4

グラフ数 1 49 33 26 1 12

ノード数の平均値 908 1637 2306 1469 1155 2677

ノード数の最大値 908 6907 6880 3895 1155 5511

ノード数の最小値 908 86 61 54 1155 397

表 3 抽出したパターン数

パターン数

閾値 活動性 繊維化

0.4 192826 488172

0.5 172437 433011

0.6 140991 344322

0.7 117628 301911

0.8 105426 276073

わかる．また，パターン抽出には 16時間（CPU：Athlon MP

1600+, メモリー：１ GB）を要した．
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図 4 活動性に特徴的なパターン例

活動性に特徴的な抽出パターンの一例を図 4に示す．これら

の結果に対して，専門家からは「UN, UAといったデータが正

常値を示すということは肝疾患と腎疾患には強い関連性がない

という，既知の医学知識に合致する．また，肝硬変に至ってい

ない患者では TP が正常を示すことも知られている．」という

コメントを得た．図 5は繊維化に特徴的な抽出パターンの一例
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図 5 繊維化に特徴的なパターン例

を示すが，このパターンは専門家の知識からは解釈不能であり，

コメントをいただけなかった．

上記から，B-GBI法を用いて既存の医学知識に合致する，妥

当性のある知識（パターン）抽出できることが確認されたが，

残念ながら意外性のある新規性に富んだ知識の抽出には至らな

かった．また，グラフサイズが大きいため計算時間が膨大とな

り，専門家と密接なインタラクションを通じた解析を行うため

にはデータのグラフ化などの前処理を工夫して計算時間を抑制

する必要があることがわかった．

3. 2. 2 B型ウィルス状態に特徴的なパターン

表 4 B 型ウィルスの活動性に対する判定ルール

HBS-AG HBE-AG HBE-AB HBS-AB HBV

+ + - - Active

+ - + - Inactive

- - + + Cured

専門家（医師）と一緒にデータを分析し，冗長な検査項目が

含まれていることが判明した．このため，B型肝炎ウィルスの

状態（HBV) を判定するルールを専門家に定義していただき，

この判定ルールに従って HBVを新たな属性としてデータに追



表 5 B 型ウィルスの活動性解析におけるグラフ

クラス

active inactive cured

グラフ数 24 49 25

ノード数の平均値 378 516 453

ノード数の最大値 715 855 833

ノード数の最小値 19 36 152

加し，冗長な検査項目を削除した（表 4参照）．

3. 2. 1 節での抽出パターンに対する専門家（医師）から，肝

炎の進行は緩やかなため半年（6ヶ月）程度の変化を見ることが

望ましいとのコメントを受けたため，平均化の期間を 6ヶ月と

した．更に，病態の短期的な変動は GOT, GPT, TTT, ZTT

の数値として反映されるため，これらの数値の半年（6ヶ月）間

の標準偏差を新たな属性として加えることが示唆された．この

ため，GOT, GPT, TTT, ZTTの半年（6ヶ月）間の標準偏差

を求め，それぞれのヒストグラムに基づいて 5値 (GOT,GPT)

と 3 値 (TTT,ZTT) に離散化した属性を加え，その上で専門

家とともに属性選択を行って属性を 23個に絞り込んだ．なお，

検査値の絶対値よりも値に付加されている末尾のシンボル（た

とえば 23.6Hや 40.Lにおける Hや L）のほうが重要であると

いうコメントに基づき，平均化後の値の離散化では数値属性は

末尾のシンボルが付加されている場合にはそのシンボル，それ

以外は normalを意味する Nとし，名義値は最頻値とした．こ

れらの前処理を行ったデータに時系列に対して 10 年までのリ

ンクを張ってグラフ構造データを生成し，新たに追加した属性

HBVをクラスとして B-GBI法でパターンを抽出した．

生成したグラフ構造データの性質を表 5 に示す．表 5より，

3. 2. 1 節と比較してグラフサイズが小さくなっていることがわ

かる．このため 2.2時間（CPU：Athlon MP 1600+, メモリー：

3GB）でパターン抽出が完了した．
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図 6 HBV に特徴的なパターン

抽出したパターンの例を図 6 に示す．専門家からは，図 6上

は Activeおよび Curedに特徴的なパターンであるが，専門家

からは，9.5 年も離れた期間で共起性があるということは専門

知識からは解釈不能であり，図 6中はウィルスの活動性が低い

場合には TTTの変化が少ないという既知の医学知識に合致す

るというコメントを得た．また，図 6下は 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ということを示唆す

るため意外性のあるパターンであるとのコメントを得た．

3. 2. 3 時系列の影響を制約したパターン

3. 2. 2節での解析を通じて，検査項目の間隔が大きな共起パ

ターンは専門知識からは解釈不能であるというコメントを得

たため，グラフ構造データの生成において時間経過に対応する

リンクを 2 年までに制限し，HBVをクラスとしてもう一度パ

ターン抽出を行った．抽出したパターンの例を示す（図 7 参

照）．2 年まで制限することにより，明示的な時系列の経過を

表すパターンが数多く抽出された．

図 7上は Activeに特徴的なパターンであり，専門家からは

「GOT と TTT の STDが Grade2ということで、かなり臨床

的には、うなずける結果である。この形で精度を高めれば、い

わゆるエキスパートシステム等に応用できるルールになりう

ると思われる」というコメントを得た．図 7中は Inctiveに特

徴的なパターンであり，「一年の間隔について TTT,GOT,GPT

の STDが grade1であるというルールは非常にリーズナブルで

臨床家の持っているイメージに合致し，妥当な結果である」と

のコメントを得た．図 7 下は Cured に特徴的なパターンであ

り，「TTT,ZTT について STD が grade1 ということで治癒後

のデータであるとすれば妥当である」とのコメントを得た．

3. 2. 4 チャンクの重み付けを変更したパターン

3. 2. 3 節での解析では妥当なパターンが多く抽出されたが，

パターンに含まれる時系列の推移は 2，3ステップに留まり，時

系列的な推移が少なかった．より多くの時系列的な推移を含む

パターンを抽出するために，チャンキングの際に時系列パター

ンへのバイアスをかけるためにチャンクの重み付けを変更した．

チャンクの重み付けの変更は，時系列リンクを含まないペア

の頻度を “1”と数える場合，時系列リンクを含むペアの頻度を

“1 + (時系列リンク数 × α）” と数えることで，チャンクする

ペアの選択の際に時系列リンクを含むペアがより選択されるよ

うなバイアスをかけた．ここで，αは重みを表し，解析では α

= 0（重みなし）, 0.05, 0.1, 0.2としてパターンを抽出した．な

お，専門家は血液データから肝生検結果（肝臓の繊維化の程度

など）を推定することに興味があるため，解析では 3. 2. 1節と

同様に繊維化をクラスとし，3. 2. 2 節で定義した HBVは属性

として使用した．

表 6 チャンクの際の重みを変更した場合のグラフサイズ

クラス

F0 F1 F2 F3 F4

グラフ数 11 217 107 78 83

ノード数の平均値 322 301 271 262 277

ノード数の最大値 632 751 774 646 788

ノード数の最小値 80 16 16 15 16
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図 7 時系列リンクを 2 年に制限したバイの HBVに特徴的なパターン
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図 8 チャンクの際の重みを変更した場合の抽出パターン

表 7 チャンクの際の重みを変更した場合の抽出パターン数

重み α

閾値 0 0.05 0.1 0.2

0.4 8883 8883 9411 117586

0.5 6328 6328 6580 87388

0.6 4248 4248 4554 62840

0.7 3244 3244 3577 52391

0.8 2566 2566 2780 44769

図 8上，中はそれぞれ繊維化 F1，F2に特徴的なパターンで

あるが，専門家からは「時系列最後のパターンが highに絡んで

いるのが意外である．上の方は TP:(h:n)、下の方は T-CHO:h

となっている．これらがそれぞれ，F1,F2の特徴として挙げら

れるのかが一つの論点だと思う．」というコメントを得た．ま

た，図 8下は繊維化 F2 に特徴的なパターンであり，「TTT の

パターンが浮き彫りになっているのだと思う．他の F stageで

はどのような TTTのパターンが出るのか興味がある．」という

コメントを得た．

3. 2. 5 解析結果の総括

解析を通じ，専門家からの総括として，「肝炎において追跡

するべきデータへのマイニングの絞り込み，データを臨床的

に意味のある数値範囲（ある属性の標準偏差について，大きい

か，中程度か，小さいかといった数値範囲）を設定した上で離



散化を行ったところ，臨床的に妥当なルールが見られるように

なった．TTT，GPTなどについてその標準偏差に対する属性

値の共起性は臨床的に意義深く，これらのルールはエキスパー

トシステム構築に利用することが可能なのではないかと考えら

れた．」とのコメントを得た．また，「TTTや GOTなどの動き

が大きい方が、悪いステージ (大きい F stage)につながってい

る」という仮説が専門家から提示され，今後はこの仮説の検証

を行うことが示唆された．

4. お わ り に

本稿では，千葉大学医学部附属病院からご提供いただいた肝

炎データを時系列的なグラフ構造データという観点から解析を

行う方法について述べ，アクティブマイニングの螺旋サイクル

に沿った計 4回のパターン抽出結果について報告した．現時点

での結果では十分な結果が得られたとは言い難い面も残るが，

GBI がかなり大きなグラフを扱えるという利点を生かしなが

ら専門家との密接な共同作業を通じて肝炎に特徴的なパターン

抽出を進展させてきたので，今後も専門家との共同作業を積極

的に行う予定である．今後の計画としては，まず 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，専門

家との密接な連携を通じて肝炎データから意外性のある新規な

知識（パターン）の抽出に取り組む予定である．当面の課題と

しては，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

組む予定である．
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あらまし  ＡＧＭアルゴリズムは，グラフ構造データベース中のグラフデータに共通して多く現れる部分構造パタ

ーンを完全探索で抽出するアルゴリズムである．ＡＧＭアルゴリズムは頂点と辺にラベルを持つ一般のグラフデー

タを扱うことができ，グラフのトポロジーを解析できる．本稿では，頂点が３次元座標で表されたグラフデータに

対し，各頂点間の距離を計算して辺ラベルに情報を追加する前処理を行い，ＡＧＭアルゴリズムで３次元構造の解

析を行う手法を提案する．また，実データによって３次元構造解析を行い，生理活性の相関を調査する． 
キーワード  グラフデータ，アプリオリアルゴリズム，立体構造，生理活性，化学 
 

Correlation Analysis of 3-dimensional Chemical Structure  
and its Activity by AGM 

Yoshio NISHIMURA , Takashi WASHIO , Tetsuya YOSHIDA , 

Hiroshi MOTODA , Akihiro INOKUCHI , and Takashi OKADA 
Abstract  Apriori-based Graph Mining (AGM) algorithm efficiently extracts all the subgraph patterns which frequently 
appear in graph structured data. The algorithms can deal with general graph structured data with multiple labels of vartices and 
edges, and is capable of analyzing the connective structure of graphs. We have proposed a faster algorithm of AGM by adding 
an extra constraint to reduce the number of generated candidates for seeking frequent subgraphs. In this paper, we propose a 
new method to analyze graph structured data which are represented with a 3-dimensional coordinate by AGM. In this method 
the distance between each vertex of a graph is calculated and added to the edge label in pre-processing so that AGM can handle 
3-dimensional graph structured data. Chemical compounds with dopamine antagonist in MDDR database were analyzed by 
AGM to analyze their 3-dimensional chemical structure and correlation with physiological activity. 
Keyword  Graph Structured Data,  Apriori Algorithm,  3-Dimensional Structure,  Physiological Activity,  Chemistry 
 
1. はじめに  

AGM (Apriori-based Graph Mining)アルゴリズム [1]
は，グラフ構造データベース中のグラフデータに共通

して多く現れる部分構造パターンを完全探索ですべて

抽出するように，Apriori アルゴリズム [2]を拡張したも

のである．この手法は頂点と辺にラベルを持つ一般の

グラフデータを扱うことができ，グラフの結合構造を

解析できる．我々はこの手法の部分構造パターン抽出

を高速化するアルゴリズムを提案している [3] [4] [5]． 
本稿では，頂点が 3 次元座標で表された立体構造を

持つグラフデータに対し，各頂点間の距離を計算して

辺ラベルに情報を追加する前処理をし，AGM アルゴリ

ズムで立体構造の解析をする手法を提案する．また，

MDDR データベースのドーパミン活性を持つ化合物

の立体構造を解析し，生理活性との相関を調査する．   
 

2. AGM アルゴリズム  
2.1. 概略  

AGM アルゴリズム [2]は，グラフ構造データベース

GD が与えられたとき，ユーザが指定した最小支持度

(minsup) と呼ばれる閾値を使用して，GD の中に最小

支持度を上回る頻度で誘導部分グラフとして含まれる

グラフ構造のみを効率よく抽出するアルゴリズムであ

る．グラフ Gs の支持度 sup(Gs)は，GD の全データのう

ち Gs を誘導部分グラフとして含むグラフの割合で定

義される．グラフ Gs の支持度 sup(Gs)が最小支持度を



 

 

上回る場合，グラフ Gs を多頻度グラフと呼ぶ．AGM
アルゴリズムは，頂点数が 1 の多頻度グラフをから逐

次的に頂点数が多い多頻度グラフをレベルワイズに抽

出する．図 1 に AGM アルゴリズムの概略を示す．始

めに，頂点数が 1 の多頻度グラフをデータベースより

抽 出 し ， そ れ を F1 に 代 入 す る ． 次 に ， 関 数

apriori-gen-join では，頂点数が k の多頻度グラフから

頂点数 k+1 の多頻度グラフの候補を生成し，それを

Ĉk+1 に代入する．次に，関数 apriori-gen-prune では Ĉk+1

に格納されている多頻度グラフの各候補について，多

頻度グラフであるための必要条件を調べる．この条件

を調べることで多頻度グラフの候補の数を絞りこむ．

絞りこみで残った多頻度グラフの候補のみを Ck+1 に格

納する．次に，関数 count ではグラフ構造データベー

ス GD にアクセスして，C k+1 の各要素の支持度を求め

る．Ck+1 の各要素の支持度が最小支持度を上回る場合

は，そのグラフを多頻度グラフとし，それを Fk+1 に格

納する．以上の操作を Fk が空集合になるまで繰り返し，

グラフ構造データベース GD に含まれる多頻度グラフ

をすべて抽出する．  
 
// GD :グラフ構造データベース 

// Fk :頂点数 k の多頻度グラフの集合 

// Ĉk+1 :頂点数 k の多頻度グラフを合成したものの集合 

// Ck :頂点数 k の多頻度グラフの候補の集合 

// minsup :最小支持度(閾値) 

1) F1 = {Frequent subgraph of size=1}; 

2) for (k =1; Fk≠φ; k++) do begin 

3) Ĉ k+1 = apriori-gen-join (Fk); 

4) C k+1 = apriori-gen-prune (Ĉ k+1); 

5) count (GD;C k+1); 

6) Fk+1 = {ck+1  ∈  Ck+1 | sup(G(ck+1)) ≧  minsup}; 

7) end 

8) Answer= ∪k Fk ; 
 

図 1 AGM アルゴリズム  

 

図 2 ラベルつきグラフと隣接行列 

 

2.2. 定義  
AGM アルゴリズムで扱うグラフは頂点，辺にラベル

を持ち，以下のように定義される．  
 
 ラベル付きグラフ  
 頂点の集合 V(G)，辺の集合 E(G)，頂点のラベル

集合 LV(V(G))，辺のラベル集合 LE(E(G))が  
V(G) = {v1, v2,..., vk}, 

E(G) = {eh = (vi, vj) | vi, vj ∈V(G), i≠ j}, 
LV (V(G)) = {lb(vi) | vi ∈  V(G)}, 
LE (E(G)) = {lb(eh) | eh ∈  E(G)} 

と与えられたとき，グラフ G は  
G = (V(G), E(G), LV(V(G)), LE(E(G))) 

と表現される．ここで，頂点の数  |V(G)|= k をグラ

フ G の大きさとする． lb(vi)および lb(eh)はそれぞれ頂

点 vi のラベル，辺 eh のラベルである．例えば，図 2
の左側に示すグラフの場合，C, N, Cl, H などの原子の

種類が頂点のラベル，単結合 ,二重結合などの結合の種

類が辺のラベルとなる．  
 
 隣接行列  
大きさ k のグラフ G=(V(G),E(G),LV(V(G)),LE(E(G))) 
が与えられたとき，隣接行列 Xk の (i,j)要素 xi, j は，  
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で与えられる．ここで， { }kji ,,1, K∈ であり，

num(lb(vi))および num(lb(eh))は頂点ラベル lb(vi) ，辺

ラベル lb(eh)に割り当てられた整数である．図 2 の右

側に示す隣接行列は図 2 の左側のグラフに対応し , 単
結合に 1，二重結合に 2，結合なしに 0 の整が割り当て

られている．  
 

3. 立体構造の解析手法 (AGM-3D) 
AGM アルゴリズムは頂点と辺にラベルを持つグラ

フの結合構造を解析することはできるが，立体構造を

解析することはできない．  
本稿で提案する立体構造の解析手法 (AGM-3D)では，

グラフの各頂点が図 3 に示すような 3 次元座標で表さ

れる立体構造が与えられたときに，それを解析するた

めの手法を提案する．提案手法は AGM で解析を行う

前に，距離行列の計算と離散化の２つの前処理を行い，

AGM で解析可能なグラフデータに変換を行う．  



 

 

 
図3 3次元座標で表現される立体構造  

 

3.1. 距離行列の計算  
図 3 に示すような 3 次元座標で表される立体構造が

与えられたとき，各頂点間の距離を計算し，図 4 の左

側に示す距離行列 [6]で表現する．距離を用いて 3 次元

構造を解析する手法を用いる利点は，距離以外の 3 次

元構造データを使用しないため，3 次元モデルの回転

や移動など座標系の影響を受けないこと，同一の立体

構造を判定する際は距離行列の各要素を比較すればい

いため，判定が容易にできることである．  

 

図 4 距離行列と離散化  
 

3.2. 離散化  
AGM アルゴリズムで扱えるグラフのラベルは，C, H

などの頂点ラベルや単結合 ,二重結合などの辺ラベル

のように離散値を持つラベルであるため，距離値のよ

うに連続値からなるラベルは扱えない．そこで，本稿

では連続値からなる距離値をある閾値で区切り，離散

値に変換する．例えば，図 4 左側の距離行列の各要素

dist を以下の閾値によって離散化した場合，図 4 右側

となる．  
 

If  ( 1.2 ≤ dist < 1.8) then 離散値= a 
If  ( 1.8 ≤ dist < 2.4) then 離散値= b 
If  ( 2.4 ≤ dist < 3.0) then 離散値= c 

 
ここで離散化した距離値は図 5 に示すように，隣接

行列の辺ラベルの情報に追加し，AGM で解析可能なグ

ラフデータに変換する．  

 

図5 隣接行列に距離の情報を追加  
 

4. 応用  
本稿で提案した立体構造を解析する手法の応用例

と し て ， MDDR デ ー タ ベ ー ス (Trademark of MDL 
Information Systems Inc.[7])からドーパミン活性を持つ

化合物群を抽出し，その化合物の結合構造と 3 次元座

標，原子団寄与法で計算された LogP 値を用いて解析

を行った．  
ドーパミン活性  Dopamine (Di) Antagonist は  Di が

D1, D2, D3,D4 の 4 種類があり，その活性をもつ化合物

はそれぞれ 173 個 ,430 個 ,254 個 ,574 個であった．全デ

ータの 10％にあたる 144 個の化合物群をアクティブマ

イニングのための新規化合物群に設定し，残りの 90％
のデータを学習用データとして表 1 のようにデータを

分割した．  
 

表1 新規化合物群と学習用データの化合物数  
 D1 D2 D3 D4 合計

新規化合物群 20 40 24 60 144
学習用データ 153 390 230 514 1287

合計  173 430 254 574 1431
 

4.1. 実験 1 
学習用データに設定した 1287 個の化合物を対象と

して，その化合物の結合構造と 3 次元座標データを用

いて部分構造パターンの分析を行った．  
まず最初に，図 6 の左側で表されるような分子構造

データに仮想リンクを追加した． 仮想リンクは実際に

は結合が存在しない辺に，仮想的な辺のラベルをつけ

たものである．例えば，図 6 の場合は C と H の原子間

に結合はないが，2 つの結合を通じてつながっている

ため，Path2 という仮想的な辺ラベルを追加する．同

様に結合のない他の原子間にも仮想リンクを追加した． 

 
図6 仮想リンクの追加   

 
 次に化合物の 3 次元座標データから AGM-3D で距



 

 

離行列の計算をし，離散化した距離の情報を隣接行列

の辺ラベルに追加した．離散化では，横軸に距離，縦

軸にデータ数を取ったヒストグラムで最大値となる点

（モード）から，±0.4Å の点に最初の閾値を設定し，

残りの閾値は一定間隔  0.8Å ごとに設定した．こうす

るのは，ヒストグラムの分布に偏りがあるためであり，

辺ラベルごとに異なった閾値を使用した．こうして得

られたグラフは，原子の種類を表す頂点のラベル数が

12，結合の種類を表す辺のラベル数が 108 であった．  
 AGM-3D で前処理を行ったデータに対し，最小支

持度である 30％以上の個数の化合物に含まれる部分

構造パターンを抽出した．部分構造パターンの抽出に

使用した計算機は，Pentium4 2.0GHz と 1.5GB のメモ

リ、Windows2000 を搭載し，計算時間は 3986 秒かか

った．本実験では多数の部分構造パターンが抽出され

たが，以下で説明するχ 2 検定 [8]によって，抽出した

パターンを統計的に評価する．  
表 2 は抽出されたある部分構造パターンに対して，

学習用データを活性の種類と部分構造パターンを含む

か含まないかによって分割し，分割された各ブロック

のデータ数を数えるための表である．N は学習用デー

タの総数，C1 は部分構造パターンを含む学習用データ

数，C2 は部分構造パターンを含まない学習用データ数，

Oj(j=1,2,3,4)は活性が Dj を持つ学習用データ数，C1,j  

(j=1,2,3,4)は活性が Dj を持つデータの中で、部分構造

パターンを含む化合物数，C2,j  は活性が Dj を持つデー

タの中で，部分構造パターンを含まない化合物数であ

る．  
 

表2 χ 2-検定の分割表  

 D1 D2 D3 D4 合計

部分構造を含む  C11 C12 C13 C14 C1

部分構造を含まない  C21 C22 C23 C24 C2

合計  O1 O2 O3 O4 N
 
このとき，その部分構造パターンを含む学習用デー

タの活性分布とすべての学習用データの活性分布をχ
2 検定で統計的に適合するか調べる式が以下の式 (1)で
ある．  
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図 7,8,9 に実験で抽出された部分構造パターンのな

かでχ 2 値が大きなパターンを例に示す．各図は左側

に部分構造パターンの 3 次元モデルを，右側に結合構

造を示す．図 7 の部分構造パターン (1)はχ 2 値が 82.0，
図 8 のパターン (2)はχ 2 値が 49.7 である．2 つのパタ

ーンはベンゼン環に接続している原子が 1 つ異なるだ

けであるが，パターン (1)の分子は活性が D4 の化合物

に含まれる数が少なく，パターン (2)の分子は D3，D4
の化合物に多く含まれる．また，図 9 のパターン (3)
はχ 2 値が 31.3 である．D1 の化合物に含まれる数が少

なく，D2 の化合物に多く含まれる．  

 
図7 抽出された部分構造パターン (1) 

 

 
図8 抽出された部分構造パターン (2) 

 

図 9 抽出された部分構造パターン (3) 
 

4.2. 実験 2 
分類規則学習法では標準的な手法である C4.5[9]を

使用して，学習用データからドーパミン活性の分類規

則を作成し，新規化合物群を想定したテスト用データ

でこの分類誤差の測定を行った．  
各化合物のデータを各種属性項目を要素とするベ

クトルで表現する．各要素の値は数値のみではなく記

号であってもよい．C4.5 は各化合物のベクトル情報か

ら目的とするクラス属性（本実験ではドーパミン活性

レベル）を分類する手法である．化合物のデータにつ

いて，実験 1 の AGM-3D で抽出された 111 個の各パタ

ーンを部分構造に持つかどうか判定し，それぞれに「あ

る」、「なし」の記号を割り当て，各化合物をベクトル



 

 

で表す．このベクトル形式のデータに，LogP 値とドー

パミン活性レベルの情報を付け加え，C4.5 の入力とし

た．この場合，ドーパミン活性レベルの分類誤差は

23.6 %となった．C4.5 によるデータの分類分布を表 6
に示す．横行は実際の活性レベル，縦列は C.4.5 によ

る分類結果を表し，対角部分の個数が多いほうが精度

が高いことを表す．   
 

表6 C4.5によるデータ分類の分布 (AGM-3D) 

C4.5 による分類→ D1 D2 D3 D4
D1 11 7  2
D2 1 29 5 5
D3  2 18 4
D4  7 1 52

 
表7 C4.5によるデータ分類の分布 (AGM) 

C4.5 による分類→ D1 D2 D3 D4
D1 12 8  
D2 1 33 2 4
D3  1 21 2
D4 1 5 3 51

 
また，立体構造を示す 3 次元座標データを使わずに

AGM アルゴリズムで最小支持度である 30％以上の個

数の化合物に含まれる部分構造パターン 275 個を抽出

し，同様の実験を行った．この場合の分類誤差は 18.8 %
となった．C4.5 によるデータの分類分布を表 7 に示す．  

AGM と AGM-3D を用いて部分構造の属性項目を生

成し C4.5 で分類規則を得る手法とも，ほとんど部分構

造パターンの属性によって生理活性の分類を行う規則

を生成した．また，両手法を比較した場合，AGM-3D
の結果が良くないが，これはもともとは連続値である

距離を離散化して取り扱っているためと思われる．

AGM-3D では距離が近く実際の立体構造も似ている化

合物が，離散化によって異なる物質と判断される可能

性がある．そのため，これを回避するための手法を実

装することが今後の課題である．  
 

5. 結論  
AGM アルゴリズムを利用して立体構造の解析を行

う AGM-3D を提案し，ドーパミンデータで特徴的な部

分構造パターンを抽出し，部分構造パターンと生理活

性の相関を解析し，相関の高いことを確認した．  
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e-BONSAI を用いたカテゴリ時系列データからの知識発見 
－ゲノム解析技術のビジネス応用－ 
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あらまし  我々は、ゲノム解析のために Shimozono らが開発した BONSAI を改良し，販売履歴の時系列データか

ら有用な知識を発見するための新しいアプリケーション，e-BONSAI を開発した．本稿では，カップラーメンの新

商品需要予測問題を事例として取り上げ，e-BONSAI の予測精度を従来のツールと比較した．実験によると

e-BONSAI は，既存のアルゴリズムよりも高い予測精度を持つモデルを構築することが可能であり，また専門家に

解釈可能なルールを抽出することができた． 
キーワード  時系列分析，カテゴリ時系列データ，データマイニング，e-BONSAI，需要予測 

 

Time-series Analysis of Categorical Sequential Data by e-BONSAI 
－Application to demand forecast of instant noodles－ 

Katsutoshi YADA, Naoki KATOH, and Yukinobu Hamuro 
 

Abstract  We shall present an e-BONSAI (extended BONSAI) that is a new application for discovering useful knowledge from 
time-series purchase transaction data, developed by improving a machine learning algorithm for analyzing string pattern such amino acid 
sequence, BONSAI, proposed by Shimozono et al. in 1994. e-BONSAI we developed can create a good decision tree to classify positive and 
negative data for records whose attributes are either numerical, categorical or string patterns while other methods such as C5.0 and CART 
cannot deal with string patterns directly.  Applying the e-BONSAI to demand forecast problems of instant noodle market in Japan, we have 
succeeded in attaining high prediction ability and discovering useful knowledge for domain experts. 

Keyword  time-series analysis, categorical sequential data, data mining, e-BONSAI, demand forecast 
 
1. はじめに  

消費者ニーズの多様化に伴い，企業は多数の新商品

を開発して市場に導入している [8]．しかしながら，日

本における流通は価格競争が激しく，市場内の競合も

激しいため，商品ライフサイクルが短く，新商品が継

続して販売され，定番商品として生き残ることは極め

て困難な状態であり，その多くが（７５％近くが）市

場導入時で失敗する [10]といわれている．そうした状

況の中で新商品が将来，消滅（死亡）してしまうのか，

販売され続けるのか（生存）を早い時期に予測するこ

とは，製造業や小売業にとって非常に重要な関心事で

ある．  
従来から需要予測に関する研究は数多くの研究者

が取り扱っており，マーケティング領域においては，

普及モデルやリピート購入モデルなどが提唱されてい

る．さらに近年では，大量データからパターンやルー

ルを発見するデータマイニングに注目が集まり，それ

らの研究者はニューラルネットなどを使って，大規模

データを利用した精度の高い需要予測にも取り組んで

いる．会員カードの普及，各企業の FSP システムの導

入などによって，個人の詳細な購買行為の莫大なデー

タが蓄積されつつあるが，今後，それらを利用した需

要予測は非常に重要な問題と考えられる．  
しかしながら，こうした販売量の予測精度を目的と

した既存研究のアプローチから得た知見は，経営的観

点から見ると必ずしも有用な示唆を与えるわけではな

い．近い将来の需要量を正確に予測できたとしても，

それをそのまま受け入れ，手をこまねく経営者はいな

いだろう．その需要量をさらに増加させるために様々

な施策を実施し，利益の拡大を図るはずである．基本

的にビジネスでは，受動的なアクションよりむしろ能

動的なアクションが重要になるのだ．  
そこで我々は，ゲノム解析で用いられた BONSAI シ

ステムを，ビジネスデータに適用するために改良し，

 



 

「e-BONSAI (Extended commerce BONSAI)」システム

を開発した [7]．e-BONSAI は，他の手法にはない，い

くつかの優れた特徴，優位性を持っている．第一に，

e-BONSAI は，カテゴリの時系列データをモデルの中

で扱うことができため，より高い予測精度を持ったモ

デルを構築することができる点である．第二に，

e-BONSAI によって抽出されたルールは可読性（解釈

可能性）が高く，マーケティングのエキスパートのビ

ジネスアクション創造に有用なことである．  
本稿で我々は，日本のスーパーマーケットのデータ

を使って，カップラーメンの新商品の需要予測問題に

取り組んだ．日本のカップラーメン市場は極めて競争

的であり，多くの新商品が市場に投入され，その多く

が死んでいく．我々は e-BONSAI を用いて，新商品投

入後 2~3 週間のデータから，将来において，売れつづ

ける商品を見つけることができる，精度の高い予測モ

デ ル を 構 築 す る こ と が で き た ． 我 々 の 開 発 し た

e-BONSAI は，既存の手法よりも高い精度で新商品の

生死を予測するだけでなく，非常にシンプルで興味深

いルールを抽出することができた．需要予測はサプラ

イチェーンマネジメント（SCM）の要といわれるが，

e-BONSAI の需要予測は今後，多くの企業に重要な示

唆を与えるものと考えられる．  
本稿の構成は以下の通りである．次章では，需要予

測に関する既存研究をレビューする．次にオリジナル

の BONSAI のアルゴリズムと，改良後のビジネス応用

のための e-BONSAI のアルゴリズムを説明する．そし

て本稿で扱うカップラーメンの需要予測問題に関する

分析フレームワークを提示し，日本のスーパーのデー

タを使った実験結果を検討し，今後の課題を明らかに

する．  
 

2. 従来の需要予測問題  
従来から需要予測に関する研究は数多く存在する．

代表的な需要予測研究として，普及モデル (Diffusion 
Model)は，購買頻度が低い耐久消費財に用いられるも

ので，それらは，イノベータと呼ばれる新商品に対し

て感度の高い消費者が購入し，その後，他の消費者の

購買に影響を与えていく状況をモデル化している  
[2][5][9]．また購買頻度が高い商品に適用されるリピ

ート購入モデルは，Fourt & Woodlock[6]や Parfitt & 
Collins[13]，Nakanishi[11]らの研究がある．マーケティ

ング領域におけるこれらの研究は，日々の売上を集計

したデータを利用しており，比較的小規模なサンプル

である．  
それに対して，近年，大規模なデータベースから有

用なルールやパターンを発見するデータマイニングが

注目を集めるようになっており，これらの技術を利用

し，大量データからより正確な需要予測を行おうとす

る試みが始まっている．日本でも回帰モデルやニュー

ラルネットワークを用いた需要予測に関する研究が報

告されている．これらの既存の需要予測に関するほと

んどの研究は，需要量の予測を扱うものである．した

がって，モデルの評価基準は予測精度，例えば 1 日の

販売数量をどれだけ正確に予測できたかということに

なる．  
しかしながら，需要予測に関する既存研究には以下

のような問題がある．第一に抽出されたルールの解釈

が困難で，需要の因果関係が明らかになっていない点

である．既存研究では，需要量の予測精度に焦点が置

かれ，ルールの解釈可能性は比較的軽視されることが

多い．ビジネスアクションの創造のためには，現象の

理解が不可欠であり，顕在化していない知識の理解が

重要な示唆を提供してくれるものであり，既存研究で

は十分な考慮がされていない．  
第二に既存研究が詳細な元データを売上金額や利

益率などに集約した，数値属性やカテゴリ属性に変換

したデータを扱う点である．現在，多くの小売店が FSP
システムを導入し，顧客それぞれの時系列の購買デー

タを蓄積している．既存研究はこれらの蓄積されたデ

ータの特性を十分に活かしていない．顧客それぞれの

詳細な購買行為まで，予測モデルに利用することがで

きれば，より精度の高いモデル構築が可能になると考

えられる．  
特にマーケティングの領域において，ブランドスウ

ィッチ分析やリピート分析などのようにカテゴリの時

系列データは従来から重要な研究対象として考えられ

てきた [3][4][5][12]．例えば，顧客のブランド購入パタ

ーンが将来のブランドロイヤリティにどのように影響

を及ぼすかについての研究では，購入ブランドを文字

列として表現し，その文字列とロイヤリティとの関係

を確率モデルとして表現する試み [12]もある．これら

の研究は，ブランド購買パターンそのものが，将来の

ブランドロイヤリティに大きく影響を及ぼしているこ

とを示している．我々は，企業との共同研究の中で，

より有用なマーケティング戦略のために，大規模なカ

テゴリの時系列データから効果的に有用な知識を発見

する必要があった．  
 

3. アルゴリズム BONSAI から e-BONSAI へ  
3.1. 文字列パターン解析技術「BONSAI」 

最初に，我々が注目した文字列パターンの解析アル

ゴリズム「BONSAI」について説明してみよう．正事

例，負事例のラベルがついた文字列の集合が与えられ

ているとすると，BONSAI とは，正事例集合と負事例

集合を判別する簡単なルールを抽出するための，正規

 



 

表現をノードに持つ決定木を生成するアルゴリズム

[1][16]である．  
正事例集合を P，負事例集合を N とし，それらの事

例の数を各々 |P|， |N|とする．今，文字列αに対して，

P および N の中でこのパターンを含まない事例の数を

各々 , ，含まない事例をそれぞれ , とする

とき，分類後のエントロピー関数 ENT(x,y)を  

Tp Tn Fp Fn

( )




−−
=

yyxx
yxENT

loglog
0

,

0,
00

≠
==

yx
yorx

 

  

と定義すると，文字列αが含まれているかどうかで

元データから分類された後のエントロピーは以下のよ

うに  
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によって定義される．この値が最小になるような a

を求めることを再帰的に行っていく．  
そして BONSAI は，アルファベット indexing という

技術を用いることによって，正例，負例を識別する文

字列のパターンを抽出する [16]．このシステムの重要

なポイントは，膨大な数のシンボル（例えばブランド

名）を表すアルファベットの文字列を，少数のアルフ

ァベットに変換するマッピング技術，アルファベット

indexing を採用していることである．適切なアルファ

ベット indexing を利用することによって，精度の向上，

仮説の単純化を実現できることが報告されている．シ

ステム内部では，ローカルサーチ法が用いられており，

精度の高い決定木を構成する文字列を自動的に与えて

くれるメカニズムを内包している．  
BONSAI をはじめ，ゲノム解析のためには世界中で

多くの技術が開発されているが，それらの他分野への

応用はほとんど行われていない．BONSAI は，分子生

物学で得られた塩基配列やアミノ酸配列などのデータ

から規則性を発見するために利用されているのだが，

マーケティングや生産管理などビジネス分野への適用

は，ほとんど行われていない．マーケティング研究に

おける購買パターンに対してわずかに適用事例がある

が，莫大な資本を元に開発された高度な技術を他分野

へさらに応用することが期待されている．  

3.2. 「BONSAI」から「e-BONSAI」へ 
オリジナルの BONSAI は，塩基配列やアミノ酸配列

等のデータから規則性を発見することを主な目的とし

ているため，ビジネスデータに応用するためには，次

のような拡張を行う必要があった．我々は，予測精度

の高いカテゴリの時系列データ解析システムとして，

ビジネス用データに適応させた BONSAI システムを

「e-BONSAI」と名付け，以下でその特徴を説明する． 
(1)Shimozono[16]に従い，一般の正規パターンを用い

た決定木生成を行えるようにした．  
(2)現実のビジネス領域においては，様々な要素が複

雑に相互作用しており，因果関係を説明するためには，

多様な属性を 1 つのモデルの中で同時に扱う必要があ

る．したがって，1 つの文字列だけではなく複数の文

字列属性，かつカテゴリ，数値属性も同時に 1 つのモ

デルで扱えるように改良した．  
(3)マーケティング研究の領域では直前の購入パタ

ーンが購買に与える影響に関して研究が行われている

ように，初回購入や直前購入という情報を含んだ解析

が可能なように改良した．具体的には，分析開始時期

から n 回以内の購入機会においてある文字列を含むか

どうかというルールを抽出できるようにした．  
(4)次章で主に扱う需要予測問題において，連続値を

離散化した時系列データの扱いは有用なルール抽出に

は重要であり，そのような文字列パターンを扱えるよ

うにした．  
(5)最後の改良点は，カテゴリを表す文字列をアルフ

ァベット indexing によって，少数の（例えば２つの）

アルファベットにマッピングする際に，連続したリー

ジョン（領域 )になるように改良している点である．

BONSAI が扱う塩基配列やアミノ酸配列において，各

文字には順序が存在しないが，我々が扱うビジネスデ

ータにおいては，文字列に順序が存在することがある．

例えば，上記の売上金額であれば，クラス１（最も大

きい金額のクラス）は，クラス２，３よりも大きな金

額を表しており，もし需要予測問題の中でクラス１，

３になれば，その商品は売れつづけるというルールが

出ても意味解釈が不可能である．したがって，ある一

定以上売れれば，その商品は継続して販売されるとい

うルールになるように，アルファベット indexing の際

に連続した領域にしておく必要がある．我々が開発し

た e-BONSAI は，その両方のルールを扱える．  
 

4. 実験  
本章で我々は，カップラーメンの新商品の需要予測

問題に e-BONSAI システムを適用する．利用したデー

タは，日本のスーパーマーケットの 2000 年 8 月から

2001 年 10 月までの FSP データである．  

4.1. 分析の枠組み 
近年の日本では，カップラーメン市場は新商品が最

も多く投入される市場の 1 つである．市場には主に 6
つのメーカーが存在し，その 6 社でマーケットの 95%
を越える市場シェアを持っている．カップラーメン市

 



 

場では，各メーカーが複数のブランドを維持し，それ

ぞれのブランドごとに味噌，醤油，塩など複数の味の

バリエーションを持っている．対象期間にカップラー

メンを購入した顧客数は 14945 人であった．  
メーカーの商品開発の担当者，小売店のバイヤーと

のディスカッションの結果，長期的な販売数量の予測

よりも，新商品が将来，生き残る（売れ続ける）か，

市場から消えていくかを早期に予測できる方が重要で

あることが分かった．そこで新商品の販売継続期間を

もとにクラスタリングしたところ，①1 ヶ月以内に消

えていく新商品，②２―4 ヶ月以内に消えていく新商

品，③５―8 ヶ月以内に消えていく新商品，そして④9
ヶ月以上売れつづける新商品に分類された．我々は継

続的に売れつづける商品と短期間で市場から消えてい

く商品を分類するルールを見つけたいため，①，②，

④を結果変数として採用し，新商品の市場導入から 2,3
週間以内のデータを使ってそれらを予測するモデルを

構築しようと試みた．  
モデルを構築するためのトレーニングデータとし

て，2000 年 8 月から 2001 年 3 月までに発売された新

商品を，抽出されたモデルを検証するためのテストデ

ータとして，2001 年 4 月から 6 月までに発売された新

商品をトレーニングデータとして準備した．結果変数

それぞれのレコード数は表１に示す通りである．  
 

Month 0_1 2-4 9_ 
Training Data 108 102 160
Test Data 36 50 59 

表１ : 結果変数の商品分布  

4.2. 説明変数（連続値属性とカテゴリ属性） 
以下の説明変数は，新商品発売開始時から 3 週間ま

での FSP データを用いて作成した．基礎分析に基づい

て，我々は説明変数として 12 属性を採用した．説明変

数はその内容から以下の 3 つに分けることができる．  
(1)商品に関する定量レベルの属性  
商品に関する定量レベルの属性としては，発売開始

後から 1 週間，2 週間，3 週間目それぞれの発売数量を

採用した．また，3 週間以内で割引を行った場合，そ

の最大割引率を求めた．最後に，3 週間以内で割引を

行った場合，その最初のセールの週を属性として追加

した．  
(2)商品に関する定性レベルの属性  
商品に関する定性レベルの属性としては，新商品の

メーカー名を採用した．また新商品の味として，味噌，

醤油，塩，豚骨，その他という分類を追加した．  
(3)顧客レベルの属性  
カップラーメンを購入した顧客に関する属性とし

ては，発売開始後から 2 週間，3 週間目それぞれのリ

ピート率，そして 1 週間，2 週間，3 週間目のヘビーユ

ーザーの購入割合を採用した．（リピート率に関しては，

1 週間目はほとんどが初回購入でリピート購入はほと

んどないため，採用しなかった）  

4.3. カテゴリ時系列データへの変換  
今回利用する属性の中で，カテゴリの時系列データ

に変換するものは，各週の売上数量，リピート率，ヘ

ビーユーザーの購入割合である．以下で図１にそって，

その手続きを説明しよう．  
Sales volume 1 week 2 week 3 week

Product A 32 14 5
Product B 15 30 35

… … … …

Sales volume 1 week 2 week 3 week
Product A Class 3 Class 2 Class 1
Product B Class 2 Class 3 Class 3

… … … …

Sales Volume
Product A 321

… …
Product B 233

連続値の離散化

離散値の文字列化

 
図１ : 文字列化のステップ  
 
連続値を離散化する場合，絶対的な基準は存在しな

い．したがって，いくつかの離散化のパターンを実験

の中で比較検討する必要がある．今回の分析では均等

バケット分割によって，それぞれの連続値の時系列デ

ータを３分類，もしくは５分類に分割している．３属

性に対して離散化を行い，合計８パターンの属性を用

意した．  
次に，離散化した各属性を１文字で表し，それらを

結合させて文字列に変換する．その手続きを販売数量

の３週間分，リピート率の２週間分，ヘビーユーザー

の購入割合の３週間分に対して繰り返す．したがって

文字列化した後の属性数は，販売数量が３から１属性，

リピート率が２から１属性，ヘビーユーザーの購入割

合も３から１属性に減ることになり， e-BONSAI にか

ける属性は文字列の３属性と最大割引率，初回セール

週，メーカー名，味の合計７属性になる．  
 

5. 実験結果  
5.1. 既存手法の予測精度とオーバーフィッティング 

今回， e-BONSAI と比較するための既存の手法とし

ては，C5.0[14][15]，ニューラルネット，CART を採用

した．図２は，それぞれのアルゴリズムによる予測精

度を比較したものである．2-a がトレーニングデータ，

2-b がテストデータに適用した結果であり，連続値属

性のままのデータと離散化した８パターンのデータを

使った予測精度を示している．  
 

 



 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

333 335 353 355 533 535 553 555 連続値

C5.0

CART

NN

剪定 剪定なし

平均 : トレーニングデータ

データ名

アルゴリズム

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

333 335 353 355 533 535 553 555 連続値

C5.0

CART

NN

剪定 剪定なし

平均 : テストデータ

データ名

アルゴリズム

 
2-a: トレーニングデータ       2-b: テストデータ  

図２ : 既存手法の予測精度  
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3-a: トレーニングデータ       3-b: テストデータ  
図３ : e-BONSAI と既存手法との予測精度比較  
 
連続値のままのデータと離散化した後のデータで

は，予測精度に明らかな違いは見られない．またアル

ゴリズム間で特に優れた精度を持つアルゴリズムは確

認できなかった．特に強調したいのは，すべてのデー

タ，アルゴリズムにおいて，テストデータの予測精度

がトレーニングデータの精度と比較してかなり低い，

つまりオーバーフィッティングが見られることである． 

5.2. e-BONSAI と既存手法の予測精度比較  
図３は，予測精度において e-BONSAI と既存の手法

を比較したものであり，3-a がトレーニングデータ，

3-b がテストデータを用いたモデル構築した予測精度

である．3-a のトレーニングデータにおいては，既存

手法と比較して明らかな優位性は確認できないが，3-b
のテストデータに対する予測精度では， e-BONSAI が

明らかに他の手法よりも精度の高い予測モデルを構築

していることが分かる．他の手法よりもオーバーフィ

ッティングが少なく，他の手法よりも精度の高い予測

モデルを構築しているということができる．  

5.3. 剪定による予測精度の向上  
次に各アルゴリズムのパラメーターを調整して，予

測精度を高める試みを行った．図４はパラメーターを

調整し剪定を行った後，各手法のテストデータに対す

る予測精度の比較を示したものである．  
実験の結果，C5.0 はパラメーターの調整を行い，剪

定後は， e-BONSAI と同程度の予測精度まで向上させ

ることができた．言い換えると， e-BONSAI はパラメ

ーターを調整する労力なしで高い精度の予測モデルを

構築できるということができよう．  
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図４ : 剪定後の各手法の予測精度  
 

5.4. 抽出されたルールの解釈可能性  
最後に抽出されたルールの解釈可能性について若

 



 

干の検討を加えてみよう．抽出されたルールは以下の

ように要約される．  
(1)発売開始後３週間以内で，週の売上が８個以下に

下がった場合は，ほとんどが１ヶ月以内に消えてしま

う商品になる．ただし，１０％以上の割引を行い，リ

ピート率を１週でも２５％以上維持できれば，継続し

て（９ヶ月以上）販売されるようになる．  
(2) 発売開始後３週間以内で，８個以上の売上が２

回以上維持できれば，生き残る（９ヶ月以上販売）．た

だし，ヘビーユーザーの購入割合が低い場合，４ヶ月

以内に消えてしまう．  
これらのルールはメーカーや小売店の実務家にも

解釈可能であり，重要な示唆を与えるものである．週

あたり８個以上の売上数量というルールは，店舗の業

務ルーチンに関係しており，商品管理の担当者が売上

を見ながら品揃えしていることに起因していると思わ

れる．つまり，ある一定数字以下の売上の商品を店頭

から排除していると考えられる．むしろ実務家にとっ

て興味深いルールは後者のルールであろう．前者のル

ールでも明らかなように，週あたりに一定以上の売上

を確保しなければ市場から消えてしまうが，通常，メ

ーカーはそれを防ぐために新商品のセールを実施する

ことがある．しかし後者のルールは例え販売数量が確

保できたとしても，ヘビーユーザーの購入割合が低い

場合，将来，有望な商品になりえないということを意

味している．つまり，現在，日本のスーパーマーケッ

トで行われているような，顧客全員を対象にセールを

行って売上を上げても，将来の売上には結びつかず，

ヘビーユーザーがどの程度，購入してくれるかによっ

て新商品の生死が決まってくると解釈できる．今後，

新しい販売プロモーションの基礎になる重要な知見だ

と思われる．  
 

6. むすび  
本稿では，カップラーメン市場における新商品の需

要予測問題に対して，ゲノム解析技術を改良した

e-BONSAI システムを適用し，従来の手法よりも高い

精度の予測モデルを構築することができた．また，抽

出されたルールの解釈可能性も高く，現実のビジネス

に重要な知見を提供することができた．しかし，計算

時間の短縮など，残された課題も多い．今後，様々な

データに対して e-BONSAI システムを適用し，改善を

行っていきたい．  
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Abstract. The hepatitis database contains the results of laboratory examinations taken on the patients of hepatitis B and C during 
1982-2001, and recently was given to challenge data mining research. This paper introduces to our general framework of temporal 
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1. Introduction 

The hepatitis relational database collected during 
1982-2001 by the Chiba university hospital, that 
contains irregular temporal data measured on nearly 
one thousand examinations, was given recently to 
challenge data mining research together with several 
problems posed by the medical experts. 

This paper presents our approach to knowledge 
discovery tasks in the hepatitis domain. We approach 
the data mining problems in the hepatitis domain by 
temporal abstraction [1], [9], and the visual data 
mining system D2MS (Data Mining with Model 
Selection) [3]. In section 2, we briefly describe the 
mining problems and our temporal abstraction 
framework for mining problems in the hepatitis domain. 
Section 3 presents methods and results of basic 
temporal abstraction. Section 4 presents the procedure 
and results of complex temporal abstraction using 
visual system D2MS. Section 5 provides a discussion 
and conclusions. using visual system D2MS 
 

2. Problems and our temporal abstraction 
approach 

Given the hepatitis database, we focus on the 
following problems posed by medical doctors: 
P1. Discover the differences in temporal patterns 

between hepatitis B and C. 
P2. Evaluate whether laboratory examinations can be 

used to estimate the stage of liver fibrosis.  
P3. Evaluate whether the interferon therapy is effective 

or not. 
P4. Validate if GOT and GPT can be used to measure 

the inflammation speed. 
The difficulty in mining the hepatitis database 

mainly lies in the fact that the patient’s data were 

gathered from many examinations in different periods, 
varying from several weeks to more than twenty years 
and at irregular time-stamped points.. 

An overall view of our approach is described in 
Figure 1. Our approach to solving these problems is 
based on temporal. The data mining methods in D2MS 
consists of CABRO to learned decision trees and LUPC 
to learn prediction rules.  

 

Fig. 1. Overview of our temporal abstraction approach 
 
We focus on exploiting the significant examinations 

divided into two groups: 
( 1 )  Short term change: GOT (up), GPT (up), TTT (up), 

ZTT (up). 
( 2 )  Long term change: T-CHO (down), CHE (down), 

ALB (down), TP (down), PLT (down), WBC 
(down), HGB (down), T-BIL (up), D-BIL (up), 
I-BIL (up), ICG-15 (up). 

3. The Basic Temporal Abstraction Methods  
The problems P1-P4 are concerned with typical 

clinical tasks where physicians need to 
contemporaneously examine and combine significant 
findings on parameters, to abstract such findings into 
clinically meaningful higher-level concepts, and to 
detect significant trends in temporal data and abstract 



 

 

concepts. A meaningful abstract concept could use data 
points and characterizes significant features over 
periods of time. The fundamental problem here is how 
to transform temporal data of each patient into a record, 
i.e., how to transform multi time-stamped points of 
each patient in one examination into a fix number of 
values in the record. If transformed dataset can be 
obtained reasonably, many machine learning methods 
can be applied to it. Our framework to solve this 
problem is concerned with temporal abstraction (TA) 
methods. TA methods are those able to derive an 
abstract description of temporal data by extracting their 
most relevant features [1], [9]. 

The basic principle of TA is to move from a 
time-point to an interval-based representation of the 
data. The TA task can be defined as follows. The input 
includes a set of time-stamped data points (events) and 
abstraction goals. The output includes a set of 
interval-based, context-specific unified values or 
patterns (usually qualitative) at a higher level of 
abstraction. 

The TA task can be decomposed into two subtasks of 
abstractions: basic TA for abstracting time-stamped 
data into episodes (intervals), and complex TA for 
investigating specific temporal relationships between 
episodes that can be generated from a basic TA or from 
other complex TAs. 

Basic abstractions typically extract states (e.g., low, 
normal, high), and/or trends (e.g., increase, stable, 
decrease) from a uni-dimensional time-series.  

3.1. Abstraction of long term changed 
attribute  

The key idea is to use the “change of state” as the 
main feature to characterize the sequences, particularly 
the sequences in long-term changed tests. It can be seen 
that the “change of state” characterize information of 
both state and trend of the sequences. 

From the beginning of a sequence, the first data 
points are can be at one of the three states “N”, “H”, or 
“L”. It will happen that 

- either the data points change to another states, 
smoothly or variably (at boundaries), 

- or the data points remain without (or few points) 
state changing. 

As changes can generally happen in long-term, it is 
possible to consider the trend of the sequence after 
changing of the state.  

Pat#1: Normal /* no change of state */ 
Pat#2: Normal→High /* remain in High */ 
Pat#3: Normal→High, then Decreasing /* but still in 

High at the sequence end */ 
Pat#4: Normal→High, then High→Normal /* two times 

changing of state */ 
Pat#5: Normal→Low /* remain in Low */ 
Pat#6: Normal→Low, then Increasing /* but still in 

Low at the sequence end */ 
Pat#7: Normal→Low, then Low→Normal /* two times 

changing of state */ 
Pat#8: Normal/High /*majority Normal, minority 

High*/ 
Pat#9: Normal/Low /*majority Normal, minority Low*/ 
Pat#10: High-Stable /* remain in High */ 
Pat#11: High-Increasing /* remain in High */ 
Pat#12: High-Decreasing /* remain in High */ 
Pat#13: High→Normal /* remain in Normal, but 

decreasing */ 
Pat#14: High→Normal, then Increasing to High /* two 

times changing of state */ 
Pat#15: High/Normal /* majority High, minority 

Normal */ 
Pat#16: Low-Stable /* remain in Low */ 
Pat#17: Low-Decreasing /* remain in Low */ 
Pat#18: Low-Increasing /* remain in Low */ 
Pat#19: Low→Normal /*remain in Normal, 

increasing*/ 
Pat#20: Low→Normal, then Decreasing to Low /* two 

times changing of state */ 
Pat#21: Low/Normal /* majority Low, minority 

Normal*/ 
Pat#22: Others /* undetermined */ 
 

 

Fig. 2. Patterns concerning the stage changes 



 

 

 

Algorithm (for long-term changed tests) 
Input:   A sequence of patient’s values of a test in a given 

episode 
Output: An abstraction of the sequence in form of 

abstracted patterns 
Notations: 
- UV and LV: the upper and lower values of the normal 

range 
- The sequence S with length N denoted as S00 = {s1, s2, …, 

sN}. 
- S10 = [s1, median], S20 = [median, sN], S11 = [s1, 1st 

quartile], S12 = [1st quartile, median], S21 = [median, 3rd 
quartile], S12 = [3rd quartile, sN],   

- High(Sij): # points in High of Sij, i= 0, 1, 2; j = 1, 2. 
- Low(Sij): # points in Low of Sij. 
- Normal(Sij): # points in Normal of Sij. 
- Total(Sij) = High(Sij) + Normal(Sij) + Low(Sij) 
- In(Sij) = Normal(Sij)/Total(Sij) 
- Out(Sij) = (High(Sij) + Low(Sij))/Total(Sij) 
- Cross(Sij): # times Sij crosses the boundaries. 
- Firstσ(Sij): State of the first σ points in Sij (default σ = 6) 
- Lastσ(Sij): State of the last σ points in Sij (default σ = 6) 
- State(Sij): with values “N”, “H”, “L”, computed by the 

point average in Sij. 
- Trend(Sij): with values “I”, “D”, “S”, depending on some 

threshold (the slope of the regression is compared with 
the threshold). 

-  Parameter: α, δ, ε, σ (integer), β (real),  

/* Groups with many crosses */ 

1. If Cross(S00) > α & In(S00) > Out(S00) & High(S00) 
> Low(S00) Then S → Pat#8    

2. If Cross(S00) > α & In(S00) > Out(S00) & High(S00) 
< Low(S00) Then S → Pat#9    

3. If Cross(S00) > α & In(S00) < Out(S00) & High(S00) 
> Low(S00) Then S → Pat#15   

4. If Cross(S00) > α & In(S00) < Out(S00) & High(S00) 
< Low(S00) Then S → Pat#21 

/* Groups without state changes */ 

5. If In(S00) > β Then S → Pat#1 
6. If Out(S00) > β & State(S00) = H & Trend(S00) = S 

Then S → Pat#10   
7. If Out(S00) > β & State(S00) = H & Trend(S00) = I 

Then S → Pat#11   
8. If Out(S00) > β & State(S00) = H & Trend(S00) = D 

& Last(S22) = H Then S → Pat#12 

9. If Out(S00) > β & State(S00) = L & Trend(S00) = S        
Then S → Pat#16   

10. If Out(S00) > β & State(S00) = L & Trend(S00) = D  
Then S → Pat#17   

11. If Out(S00) > β & State(S00) = L & Trend(S00) = I  
& Last(S22) = L Then S → Pat#18      

/* State changes from the normal region */ 

12. If Firstσ (S00) = N & Cross(S00) < α & Lastσ(S22) = 
H & Trend(S22) = I & Low(S00) < ε Then S → Pat#2 

13. If Firstσ (S00) = N & Cross(S00) < α & Lastσ(S22) = 
H & Trend(S22) = D & Low(S00) < ε S → Pat#3 

14. If Firstσ (S00) = N & Cross(S00) < α & High(S00) > 
δ & Lastσ(S22) = N & Trend(S22) = D  & Low(S00) 
< ε Then S → Pat#4 

15. If Firstσ (S00) = N & Cross(S00) < α  & Lastσ(S22) = 
L & Trend(S22) = D & High(S00) < ε Then S →Pat#5  

16. If Firstσ (S00) = N & Cross(S00) < α  & Lastσ(S22) = 
L & Trend(S22) = I & High(S00) < ε Then S → Pat#6  

17. If Firstσ (S00) = N & Cross(S00) < α & Low(S00) > 
δ & Lastσ(S22) = N & Trend(S22) = I & High(S00) < 
ε Then S → Pat#7 

/* State changes from the high region */ 

18. If Firstσ (S00) = H & Cross(S00) < α & Lastσ(S22) = 
N & Low(S00) < ε   Then S → Pat#13  

19. If Firstσ (S00) = H & Cross(S00) < α & Normal(S00) 
> δ & Lastσ(S22) = H & Trend(S22) = I & Low(S00) 
< ε Then S → Pat#14 

/* State changes from the low region */ 

20. If Firstσ (S00) = L & Cross(S00) < α & Lastσ(S22) = 
N & Low(S00) < ε Then S → Pat#19 

21. If Firstσ (S00) = L & Cross(S00) < α & Normal(S00) 
> δ & Lastσ(S22) = L & Trend(S22) = D & 
High(S00) < ε  Then S → Pat#20  

/* Undetermined patterns */ 
22. If S ∉{Pat#1, …, Pat#21} Then S → Pat#22 
                                     

3.2. Abstraction of short term changed 
attributes 

Our observation and analysis showed that the short 
term changed attributes, especially GPT and GOT 
usually go up in very some short period of time and 
then go back to some “stable” states. Our tentative 
conclusion is that the two most representative 
characteristics of these attributes are that “stable” state, 
called base state, and the position and value of peaks, 
where the attributes go up suddenly. 



 

 

Based on that remark, we proposed following 
algorithm to find the base state and peaks of a short 
term changed attribute. 
Input:   A sequence of patient’s values of a test in a 

given episode 
Output: Base state and peaks, and an abstraction of the 

sequence derived from them. 
1. Construct the histogram of the sequence. 
2. Find the most frequent bin of the histogram. 
3. Take the base state as the average of the values 

belonging to this bin. 
4. Find all the local maximum points of the sequence. 
5. Among these points, take the points whose values are 

greater than base state by a factor p as peaks of the 
sequence. 
For the first experiment we just consider 6 values for 

abstraction: N, NP, H, HP, VH, VHP that stand for 
normal, normal with peaks, high, high with peaks, very 
high, very high with peaks respectively. 

4. Complex Temporal Abstraction  
4.1 Using D2MS 

This step aims to find significant temporal patterns 
that are combinations of basic abstractions obtained in 
the previous step. We describe in this section the 
experimental results of finding such relationships 
concerning the problem P1 and P2 when using the rule 
induction method LUPC of the visual data mining 
system D2MS.  

LUPC is developed to learn prediction rules from 
supervised data. Each rule found by LUPC is a 
interesting pattern. The main features of LUPC are (1) 
its ability of finding rules with associated domain 
knowledge (such as finding rules containing or not 
containing specified attribute-value pairs), as well 
finding rules for minority classes; (2) it is integrated 
with D2MS’s rule visualizer and thus supports the user 
in selecting the appropriate rules resulted from 
different possible settings of parameters. 

As we are in the step of establishing the framework 
and tools, the results presented in the current version of 
this paper are only for the purpose of illustration. 
Further investigation on refining the methods and 
parameters, as well as a tight contact with domain 
experts are needed to obtain better results. However, 
some current findings are also of interest. Below are 
two rules found by the D2MS among others for 
problems P1 (fig. 3) and P2 (Fig. 4). Fig. 3 shows a 
simple rule found that describes a large population of 

hepatitis type B. 
 

 
 

Fig.3. A rule describing type B of hepatitis 
 

 
Fig. 4. A rule describing fibrosis at stage F1 

 

 



 

 

Fig. 5. Learning with abstracted data by C4.5 
 

4.2 Using other programs 
The complex temporal abstraction can be done by 

different data mining and machine learning methods 
depending on the purpose. Fig. 5 shows a result of 
problem P1 by using C4.5 with abstracted data obtained 
from basic temporal abstraction. 

 

5. Discussion and Conclusions  
We have presented a temporal abstraction approach 

to mining the time-series hepatitis data. This research 
relates to a very challenging and interesting domain of 
mining temporal data and trend detection. Though the 
project is on going, several lessons have been learned 
and in some issues could be further investigated. 
(a) Temporal abstraction provides many advantages in 

mining temporal data, and typically suitable for 
many clinical tasks in medicine. It is because when 
people can easily collect and measure numerical 
patient data on electronic media, they also need to 
be able to answer queries about abstract concepts 
that summarize the data. While many machine 
learning methods have been developed and well 
applied to symbolic domains, most of them cannot 
be applied to temporal domains. Temporal 
abstraction, if it can yield meaningful abstractions, 
could allow us to apply symbolic learning methods 
to temporal data. 

(b) The hepatitis database is a precious source for 
liver cancer research, but it also presents several 
interesting challenges to the data mining research. 
It is a complex and large relational database that 
requires medical background knowledge to 
preprocess and to analyze it. The most challenging 
feature is hepatitis clinic data were collected 
irregularly in regards to individual patients and 
examinations. This feature requires our temporal 
abstraction approach to rely basically on the 
extraction of appropriate episodes, for example 
those for the mining task of distinguishing 
hepatitis B and C. 

(c) The temporal abstraction approach in our work 
differs from related temporal abstraction 
approaches mainly in two features: the irregular 
data-stamped points and abstraction of multiple 
variables. Concerning the former, the application 
in [1] relates temporal data of an individual 

measured on consecutive days in a short period; the 
application in [12] on insulinormal and dependent 
diabetes relates temporal data measured on 
consecutive days within two weeks; and the 
application in the field of artificial ventilation of 
newborn infants [6] relates temporal data measured 
regularly every minute. Unlike these applications, 
the irregular in temporal property of the hepatitis 
data requires a careful statistical analysis basing on 
and combining with the expert’s opinion, in 
particular in the determination of episodes. 
Concerning the latter, unlike the above-mentioned 
applications relate to only one temporal variable, 
the hepatitis study simultaneously requires 
considering multiple variables (88 examinations 
for problem P1). The complex temporal abstraction 
done by data mining methods in D2MS allows us to 
discover combinations of basic temporal 
abstractions that characterize description patterns. 
The approach offers a descriptive way to 
distinguish temporal patterns of hepatitis B and C. 

(d) The interactive and visual system D2MS provides 
us a powerful tool for complex temporal 
abstraction not only in combining obtained 
abstractions but also in visualizing them in order to 
give a better understanding of discovered 
relationships between basic temporal abstractions. 

(e) The temporal abstraction approach presented in 
this paper is carried out in the scope of an on going 
project in collaboration with medical doctors. The 
initial results were obtained with their guidance 
and evaluation, in particular the background 
knowledge on hepatitis, the determination of 
episodes for the problem P1. The issues to be 
investigated in the next step include data 
preprocessing for other problems, the 
determination of unequal-length episodes and the 
trend detection on such episodes, the 
post-processing and interpretation of obtained 
complex temporal abstractions. 
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あらまし 我々は，「マイニング」プロセスにおける帰納学習リポジトリを構築し，メタ学習により，ユーザの要求

に適したマイニング (帰納)アプリケーションを再合成する環境 (CAMLET:a Computer Aided Machine Learning

Engineering Tool) を開発してきた．本稿では，CAMLETの分散化と，リポジトリによって生じた仕様探索空間から，

より効率良く最適なマイニングアプリケーションを探索する手法を提案し，評価する．また，「データの前処理」につ

いて，計算コスト・精度ともに従来手法より改善を目指した手法を提案し，評価する．

キーワード メタ学習，リポジトリ，帰納アプリケーション，自動合成，属性選択，データ前処理

The Automatic Composition of Inductive Applications based on

Repositories

Hidenao ABE, Mao KOMORI, Naoki FUKUTA, Noriaki IZUMI, Yoshiaki TACHIBANA, and

Takahira YAMAGUCHI

Abstract Here is presented parallel CAMLET that is a platform for automatic composition of inductive applica-

tions with method repositories that organize many inductive learning methods. After having implemented CAMLET

on a UNIX parallel machine with Perl and C languages,　 we have done the case studies of constructing inductive

applications for eight different data sets from the StatLog repository. To find out an efficient search method, we

have done the following experiments: a random search, a GA based search, and two hybrid searches with unifying

each global search and the local search which uses meta-rules for refining a specification. That have shown us that

the hybrid search works better than the other search methods. Besides, we propose a new feaure selection method in

data pre-processing of ML/DM( Machine Learning and Data Mining ). We have compared our new feature selection

method with the following popular feature selection methods: filter method and wrapper method. The effectiveness

of our method are shown through a case study.

Key words meta-learning, repository, inductive application, automatic composition, feature selection, data
pre-processing.

1. は じ め に

本研究では，ユーザの要求により的確に応えるマイニングア

プリケーションを自動構築するため，「データ前処理」「マイニ

ング」「ユーザの主観的評価基準」のリポジトリ化とリポジト

リを再合成するメタ学習機構の開発をめざしている．

本年度は，帰納学習リポジトリから効率良く所与のデータ集

合に適切な帰納アプリケーションを構築するため，以下の 2点

について，開発および評価を行う．1 点目は，帰納アプリケー

ションの並列実行手順を設計および実装し，CPU台数による効

果を評価する．2点目は，メタ学習を帰納アプリケーションの

仕様空間の探索ととらえ，効率の良い探索法について評価を行

う．さらに，データの前処理における属性選択に対して，従来

手法より少ない計算コストで，かつ，高い精度が得られるシー

ズメソッド [14]を提案し，評価を行う．



2. メタ学習に基づく帰納アプリケーション構築
環境の開発と評価

2. 1 帰納学習リポジトリ

帰納アプリケーションを自動的に合成するにはアルゴリズ

ム中の機能単位であるメソッドや操作対象データ構造を適切

な粒度で切り出し，体系化する必要がある．CAMLET では 8

種類の代表的な帰納学習アルゴリズムであるバージョン空間

法 [6]・AQ15 [5]・ID3 [8]・C4.5 [9]・ニューラルネットワーク [3]・

Bagged C4.5・BoostedC4.5 [10]・Classifier System [2]を分析

し，メソッドリポジトリおよびデータ構造階層の構築を行って

きた．

まず，我々はこれら 8種類の帰納学習システムを分析し，制

御構造とメソッドリポジトリの上位階層を図 1のように同定し

た．[11]にある従来のトップレベルのメソッドは 5種類であった

が，“selecting and evaluating / evaluating classifier sets”を

加えた，6種類とした．

generating
training &
validation data sets

generating
a classifier set

modifying
a training
data set

modifying
a classifier set

start end
evaluating data&
classifier sets

selecting and evaluating/
evaluating classifier sets

modifying
a classifier set

図 1 CAMLETの制御構造テンプレートとトップレベルメソッド

2. 1. 1 メソッドリポジトリ

メソッドリポジトリは図 1のトップレベルの抽象メソッドを

入出力・参照データ構造および機能により，トップレベルのメ

ソッドを具体的なメソッドに階層化したものである．例えば，

“selecting and evaluating / evaluating classifier sets” では，

はじめに入力される分類器集合の数が単数か複数かによって分

岐し，さらにデータセットに対して適用する分類器集合が単数

か複数かによって分岐している．メソッドリポジトリは図 2に

示すとおりである．
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sets
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図 2 メソッドリポジトリ階層

2. 1. 2 データ構造階層

ILMsで操作の対象物 (入力・出力・参照)となるデータ構造

を図 3のように階層化したものを定義する．データ構造の階層

はメソッドリポジトリでの階層化に利用される．

Object classifier-set if-then rules
tree
network

data-set training data-set
validatioin data-set
test data-set

図 3 ILMs におけるデータ構造階層

メソッドリポジトリ
データ構造階層
制御構造テンプレート

コンストラクション

インスタンシエーション

目標正解率を
満たした？

仕様の更新

訓練データ集合，テストデータ集合，要求(目標正解率)

帰納アプリケーション，実行結果

No
Yes

仕様合成レベル

仕様実行レベル

コンパイル

仕様，訓練データ集合
テストデータ集合，
目標正解率

仕様
実行結果

CAMLET

実行&テスト

図 4 CAMLETの基本動作

2. 2 並列 CAMLETの設計

2. 2. 1 CAMLETの基本動作

CAMLETの基本動作を図 4に示す．CAMLETの入力は訓

練データ集合とテストデータ集合（注1），要求 (現在はテストデー

タ集合に対する正解率)であり，出力は要求を満たす帰納アプリ

ケーションの仕様と所与のデータ集合に対する実行結果である．

コンストラクションでは，帰納アプリケーションの基本とな

る仕様が決定される．最初に図 1 の 8 種類の制御構造テンプ

レートから 1つを選択する．次に，各メソッドについての具体

的なメソッドをメソッドリポジトリの各節点に与えられた宣言

的仕様に基づいて選択する．インスタンシエーションでは，帰

納アプリケーションの仕様を実体化する．そのため，メソッド

間で出力と入力のデータ構造が違う場合，変換可能なデータ構

造については変換メソッドを挿入するなど仕様の調整を行う．

コンパイルでは，実体化された仕様から，実行コードを生成す

る．実行&テストでは，所与のデータ集合に対して帰納アプリ

ケーションを実行し，評価に必要な正解率などを得る．実行さ

れた帰納アプリケーションが要求を満たさない場合，仕様の更

新によって，新たな仕様が生成され，インスタンシエーション

へと渡される．仕様の更新において，評価が改善するように仕

様の更新を行うことが仕様の洗練化である．

2. 2. 2 帰納アプリケーションの並列実行

最適な帰納アプリケーションを早く見出すためには，単位時

間あたりにより多くの帰納アプリケーションを実行する必要が

ある．本節では，帰納アプリケーションを並列に実行する方法

を示す．

まず，CAMLET の基本動作のうち，コンパイルと実行&テ

ストを実行コードとして帰納アプリケーションを扱う部分と定

（注1）：n-fold クロスバリデーションが必要な場合，訓練データ集合とテスト

データ集合の組が n 個必要
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図 5 帰納アプリケーション並列実行手順

め，「仕様実行レベル」と呼ぶ．その他のコンストラクション・

インスタンシエーション・仕様の更新は「仕様合成レベル」と

呼ぶ．「仕様合成レベル」は，帰納アプリケーションを形式的

記述である仕様として扱い，帰納アプリケーションの並列実行

(2. 3以降では，帰納アプリケーションの探索も含めて)を統括

する．1つの「仕様合成レベル」に対して，「仕様実行レベル」

にあたる PE(Processing Element)の数は必ず 1 つ以上必要で

ある（注2）．

並列実行は，図 5に示すように，初期状態以降，実行を終え

た「仕様実行レベル」PEに対して更新した仕様を配付する手

順により進行する．n-foldクロスバリデーションのデータ集合

の組が与えられた場合，n個の組の分だけ同じ仕様の帰納アプ

リケーションを実行した後，仕様の更新が行われる．1仕様内

での n個の実行は，「仕様実行レベル」の PEを待たせることに

より同期させる．

現在，CAMLET は Perl と C 言語で実装されており，

TCP/IP ネットワークで接続された計算機を実行環境とし

ている．以降の実験では，ラックマウント型計算機 (PentiumIII

1GHz×2,Memory 1GB)を 3台利用する．各計算機は 100Mbps

の Ethernetにより接続され，図 6のように設置されている．

表 1に 2. 3以降で用いるデータセットに対する，クロスバリ

デーションの回数と仕様実行レベルの CPU数による台数効果

の関係を示す．

（注2）：現在，確認済の最大 PE 数は 50PE

図 6 実験使用機

表 1 クロスバリデーション数と仕様実行レベル CPU 数による台数

効果の関係

データセット CV CPU数 PE 台数効果

DS1 9 4 4 2.7

DS2 10 4 4 2.9

DS3 12 4 4 3.2

台数効果 =
1CPU で実行した場合の実行時間
実際の CAMLET の実行時間

表 1 から，同期のための待ち時間が必ず生じるクロスバリ

デーションを扱う場合でも，CPU 数に対して 67.5%～80%の

台数効果を得られることが分かる．

2. 3 仕様更新による探索手法の評価

CAMLETではリポジトリを構築したことにより，合成可能

な帰納アプリケーションが分析対象とした帰納学習アルゴリズ

ムの数より遥かに多様 (現在は約 2400) となる．しかし，より

短い時間で最適な帰納アプリケーションを合成するため，2. 2. 2

の並列化と併せて，効率良く探索を行う方法が必要である．

本節では，2. 2. 2での帰納アプリケーションの並列実行を前

提とした，下記 2種類の大域探索と，それぞれに仕様更新ルー

ルによる局所探索を融合した合計 4 種類の探索方法について，

仕様探索実験を行う．各探索方法による仕様探索実験では，正

解率の推移から，それぞれの方法の効率を評価する．

• 大域探索

（ 1） ランダム探索

（ 2） 遺伝的アルゴリズム (GA) [4]を適用した探索

• ハイブリッド探索

（ 1） 仕様更新ルールによる更新＋ランダム探索

（ 2） 仕様更新ルールによる更新＋ GAを適用した探索

ここで言う大域探索と局所探索は，仕様を制御構造テンプ

レートの種類と各メソッドで構成される空間の 1点と考えた場

合，大域探索では更新前後で比較的離れた点を探索していくの

に対し，局所探索では更新後の仕様が更新前の仕様の近傍とな

ることから，区別している．仕様更新ルールとは，CAMLET

が合成した帰納アプリケーションとその実行結果の記録から学

習した仕様の各部を更新するためのルールである．

2. 3. 1～2. 3. 4 における仕様探索実験は，各データセットで

100個の帰納アプリケーションを実行し，テストデータ集合に
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図 7 制御構造テンプレートの分解

対する正解率 (= 正しく分類されたインスタンス数/全インス

タンス数)を得る．本論文における仕様探索実験は，制御構造

の種類と各メソッドの組み合わせについて行う．制御構造での

フィードバックの回数や，決定木の深さの最大値など，多数の

パラメータ（注3）は，初期値として与えた値に固定であり，探索

の対象としない．なお，それぞれの実験では，各データセット

に対して同じ帰納アプリケーションを 2度実行することは無い．

実験に用いたデータセットは，StatLogプロジェクトにおい

て公開されている 10 種類のデータセットのうち，コストマト

リクスによる評価が必要な 2種類のデータセットを除いた 8種

類のデータセットである．

2. 3. 1 大域探索 – ランダム探索 –

ランダム探索は，仕様のランダム更新により探索を行う方法

である．仕様のランダム更新は，実行された帰納アプリケー

ションが要求を満たさない場合，全く別の (それまで実行され

ていない)仕様をランダムに生成することで，仕様の更新を行

うことを意味する．

2. 3. 2 大域探索 – GAを適用した探索 –

GAを適用した探索 (以降，GA探索)は，GA操作により仕

様探索空間を探索する方法である．

本実験において，GA 操作の対象となる個体は帰納アプリ

ケーションの仕様であり，各個体の評価値をテストデータ集合

に対する正解率である．構造表現における制御構造テンプレー

トの展開は [11]と同様に行うが，個体の表現・評価値および操

作が異なる．特に，本節で述べる方法では，連続世代モデルと

選択操作により優秀な個体を保存するため，より安定した探索

が可能である．

a ) 構造の表現

帰納アプリケーションの仕様をストリングとして表現するた

め，制御構造テンプレートをループ毎に展開し，図 7のように

とらえ，A,B,C,D,Eの部分それぞれに記号を割り当て，遺伝子

として表現する．

各遺伝子には，具体的なメソッドの組み合わせによって違う

（注3）：http://panda.cs.inf.shizuoka.ac.jp/̃ cs6002/study/camlet/ pa-

rameters.html

更新対象の仕様

 現在までに
実行された
仕様

a1, b1, null, null, e1
a2, null, c1, null, e1
a1, null, null, d1, e2
....

a1, b1, null, null, e1
a2, null, c1, null, e1

ストリング化

選択

交叉 突然変異

a1, b1, c1, null, e1
a2, null, null, null, e1

a1, b1, c1, null, e1
a2, null, c2, null, e1

図 8 GA 操作の例

記号が割り当てる．B,C,Dのフィードバックループ部分がルー

プが存在しないときは，’null’という値を割り付ける．

b ) 世代間モデル

実行済の仕様が初期母集団数 (以降の実験では τ = 4)に達す

るまでは，ランダムに仕様を生成する．世代 tの次の世代 t + 1

では，世代 tの集団全てを含んだ状態で母集団を形成する連続

世代モデルを採用する．

c ) GA 操 作

ストリングとして表現された帰納アプリケーションの仕様は

以下のように操作される．なお，生成された個体による仕様が

実行済であったり，リポジトリの規定に反している場合，これ

らの仕様は実行されない．実行すべき仕様が生成できなかった

ときは，1つ個体をランダムに生成する．

選択 評価値の高い個体を選択するため，トーナメント選択方

式を採用する．この方式は，各個体に対してトーナメントサイ

ズで規定された数の別の個体をランダムに取り出し，このグ

ループで最も評価値の高い個体を親として選択していく方式で

ある．今回は，同じ個体が複数回選択された場合でも，重み付

けは行わない．

交叉 選択された 2個体間で交叉を行い，新たに 2個体を生成

する．ストリングの交叉は，ランダムに選んだ 1点で行う．

突然変異 突然変異は各世代で生成された子の集団数から 1個

体を選択し，この個体のランダムな位置の遺伝子をランダムに

変更する．

以上の GA操作の例を図 8 に示す．この例では交叉が B と

Cの間の点で行われ，突然変異が下のストリングの Cの位置で

行われている．

2. 3. 3 大域探索による仕様探索実験

各データセットについての最高正解率・正解率の標準偏差・

正解率の推移から得られる回帰直線を表 2に示す．

GA探索では，ランダム探索と比較して最高正解率に有意な

差は認められない．回帰直線の切片と標準偏差を比較すると，

GA探索のほうが，全体的に高い正解率の帰納アプリケーショ

ンを集中して合成しているといえる．しかし，GA 探索では，

StatLogプロジェクトの結果において帰納学習アルゴリズムの

正解率が低い “letter”,“vehicle” に対して，数少ない高い正解

率をもつ帰納アプリケーションを見出すことができていない．

このことから，GA探索では，大域収束を起こしているものと

考えられる．

また，GA探索において，回帰直線の傾きが負になるほとん

どの場合，後半の低い正解率がはずれ値として傾きに影響を与

えていることが判明した．

後半の低い正解率となる帰納アプリケーションは，GA操作

で実行すべき仕様が生成できなかった際に，ランダム生成され



表 2 StatLog 共通データセットに対する大域探索による仕様探索結果

DataSet ランダム GA

Best SD Reg. Best SD Reg.

australian 87.0 25.3 −0.01x + 65.85 86.5 19.1 −0.07x + 78.01

diabetes 76.8 22.0 0.03x + 53.92 76.8 16.8 −0.07x + 70.41

dna 94.7 40.7 −0.02x + 56.02 95.3 26.8 0.15x + 72.57

letter 87.0 28.7 0.01x + 29.52 79.9 26.0 −0.07x + 50.55

satimage 89.4 30.5 0.07x + 55.84 90.2 26.5 0.03x + 68.14

segment 96.4 30.1 0.20x + 53.35 97.4 20.4 0.01x + 77.52

shuttle 99.98 26.92 0.15x + 76.49 99.99 21.20 0.14x + 83.76

vehicle 77.7 25.9 −0.11x + 49.22 76.1 23.2 −0.09x + 59.95

Average 88.6 28.8 — 87.8 22.5 —

Best：最高正解率…(%)，SD：標準偏差，Reg.：回帰直線 (x は仕様更新回数)

た仕様であった．これを避けるため，交叉の際，親となる個体

の交叉の履歴 (親戚関係)を考慮するなど，実行可能な仕様を安

定して生成するよう，改善が必要である．

2. 3. 4 ハイブリッド探索

本節では，仕様更新ルールの作成について説明した後，仕様

更新ルールによる局所探索と 2. 3. 1・2. 3. 2 での 2つの大域探

索を融合した方法について，仕様探索実験を行う．

仕様更新ルールとは，目標正解率に達しなかった仕様と条件

部がマッチしたときに，結論部でメソッドあるいは制御構造の

更新を指示するルールである．ルール結論部が言及している部

分についてのみ更新を行うため，ルールの適用は局所探索とな

る．ただし，メソッドの更新によって制御構造が変化したとき

は，制御構造のタイプ番号を変更する．また，結論部で制御構

造が指定され，更新前に存在しないメソッドに具体的なメソッ

ドを割り当てる必要が生じたときは，ランダムに具体的なメ

ソッドを割り当てる．

a ) 仕様更新ルールの学習

仕様更新ルールは，事前に合成仕様と正解率に関するデータ

を収集し，仕様更新前情報と仕様更新後情報を任意にペアにし

た訓練データ集合を構成し，その訓練データ集合から，仕様更

新ルールを学習する．

本節における仕様更新ルールは，StatLogの 1つのデータセッ

ト (LANDSAT Satellite Image Segmentation) に対し，重複

しない 1200個の帰納アプリケーションの仕様をランダムに生

成・実行し，仕様と正解率に関する更新前情報と更新後情報の

ペアから成る訓練データ集合を作成し，アプリオリアルゴリズ

ム [1]により相関ルールを学習する．

仕様更新ルール学習のための訓練データ集合の作成

仕様更新ルールを学習するための訓練データ集合を作成するに

は，まず，ランダムに合成された 1200個の仕様から 2 個の仕

様を取り出し，それらを更新前仕様 Spec1, 更新後仕様 Spec2

とする．図 9に示すように，各仕様はリストで表現され，第 1

要素は制御構造のタイプ番号であり，第 2～8 要素は制御構造

に含まれるメソッド番号が割り当てられる（制御構造は 7個の

メソッドを持つとしているが，対応する要素にメソッドが存在

Spec1: 1,15,24,31,0,0,0,52

Spec2: 4,13,26,31,0,0,49,54

→ 80.3%

→ 84.6%

データ：1,15,24,31,0,0,0,52,4,13,26,31,0,0,49,54

目標正解率：100%
→ ステージII，上昇幅・小のデータ集合へ

図 9 仕様更新ルール学習のための訓練データの構造

表 3 訓練データ集合の規模

上昇幅・大 上昇幅・中 上昇幅・小

ステージ I — 8,917 38,635

ステージ II 0 73,927 105,725

ステージ III 81,654 34,201 27,159

ステージ IV 133,037 12,944 18,104

しない場合は 0 が割り当てられる）．その後，2つのリストを

結合し，訓練データの 1つのデータは 16個の要素 (属性)から

成る．

ただし，仕様更新ルールは正解率向上を目指しているため，

Spec1 の正解率よりも Spec2 の正解率が高い仕様ペアに限定

して訓練データを作成し，今回，1,200個の仕様を合成したが，

仕様更新ルール学習用データ数は 1200C2 = 719, 400 以下に

なっている．また，低い正解率から高い目標正解率に一回で移

行できる事は通常まれであり，段階的に向上させる事が必要で

あると考え，図 10のように Spec1 の正解率によって，仕様更

新ルールを適用するためのステージを設定し，訓練データ集合

を更新前仕様の正解率により各ステージに分割した．さらに，

下記の正解率の上昇度によって，訓練データ集合を分割する．

以上の作業を実行して，作成された訓練データ集合の規模を表

3に示す．

• ステージの区間の半分以下の上昇 (上昇幅・小)

• ステージの区間内で，ステージ区間の半分以上の上昇

(上昇幅・中)

• それ以上の上昇 (上昇幅・大)

仕様更新ルールの学習

仕様更新ルールを学習するために，今回は，相関ルールを学習



正解率100%
目標正解率

目標正解率－
    目標正解率×0.1

目標正解率－
    目標正解率×0.3

目標正解率－
    目標正解率×0.6

目標正解率－
    目標正解率×1.0

仕様の正解率の存在しうる範囲(更新前)

仕様の正解率の存在しうる範囲(更新後)

上昇幅・大

上昇幅・中

上昇幅・小

上昇幅・大

上昇幅・大

上昇幅・中

上昇幅・中

上昇幅・中

上昇幅・小

上昇幅・小

上昇幅・小

ステージI ステージII ステージIII ステージIV

図 10 Spec1の正解率によるステージ設定と上昇度の設定

表 4 得られたルール数

上昇幅・大 上昇幅・中 上昇幅・小

ステージ I — 1550 68

ステージ II — 20 22

ステージ III 0 30 0

ステージ IV 0 0 440

START
decision tree
generation
with entropy
  + information ratio

END

IF  "generating a classifier set"
      = "decision tree generation with entropy + information ratio" 
    and
      "selecting and evaluating / evaluating classifier sets"
      = "Voting"
THEN
       "selecting and evaluating / evaluating classifier sets"
      = "selecting the best one and evaluation"

＊ ＊ Voting

＊

＊

START
decision tree
generation
with entropy
  + information ratio

END＊ ＊
selecting 

the best one
and evaluation

＊

＊

図 11 仕様更新ルールの例

するアプリオリアルゴリズムを用いた．最小支持度 (minimum

supoort)は，複数回の試行から 1.0%とし，最小信頼度（mini-

mum confidence）は，同様に 70%とした．出力されたルール

は，条件部に変更前仕様の属性，結論部に変更後仕様の属性の

みが存在するよう，ルールを選別する．その結果得られたルー

ル数を表 4に示す．

図 11 に，仕様更新ルールの例とその更新過程を図式化した

ものを示す．点線の四角の部分は，仕様更新ルールが言及する

制御構造に含まれない部分であり，”*”の部分は任意の制御構

造要素であってよいことを意味する．

2. 3. 5 ハイブリッド探索による仕様探索実験

a ) で得られた仕様更新ルール集合を用いて，2 つのハイブ

リッド探索方法による仕様探索実験を行った．

表 5に各データに対する 100個の帰納アプリケーションの中

での最高正解率，正解率の標準偏差，正解率の推移を表す回帰

直線を示す（注4）．

仕様更新ルールによる局所探索とランダム探索によるハイブ

リッド探索では，回帰直線の傾きが負となるデータが 7データ

（注4）：“satimage” は訓練データ集合作成時に実行されている仕様を含む可能

性があるので参考値
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図 12 Letter Recognition に対する GA を適用した探索
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図 13 Letter Recognitionに対する仕様更新ルールによる探索と GA

を適用した探索によるハイブリッド探索

となった．これは，仕様更新ルールが適用されることで，正解

率の高い仕様が実行されてしまうため，ランダムに正解率の高

い仕様を生成することが難しくなることが原因であると考えら

れる．最高正解率に関しては，ランダム探索時に比べ，5デー

タに対して (有意差ではないが) 向上を示しており，これは仕

様更新ルールの効果と考えられる．

一方，GA 探索とのハイブリッド探索では，“shuttle” 以外

のデータにおいて回帰直線の傾きが正となっている．特に，

“letter” と “vehicle” では，GA 探索のみのときと比較して最

高正解率と回帰直線の傾きが改善している．このことから，仕

様更新ルールを用いることによって，GAによる大域収束が改

善されたと考えられる．図 12,図 13に “letter”について，GA

探索のみの場合と，仕様更新ルールを加えたハイブリッド探索

の場合の正解率の推移と得られる回帰直線を示す．

以上の結果から，仕様更新ルールと GA探索とのハイブリッ

ド探索が，ほとんどのデータについて，4種類のうち最も安定

して正解率が上昇傾向を示す探索方法となった．また，2種類

の大域探索に仕様更新ルールを適用することによって，最高正

解率が向上するデータがあった．しかし，全てのデータではな

い．原因として考えられるのは，仕様更新ルールの表現力の不

足である．今回の仕様更新ルールは，更新前後の仕様による正

解率の変化のみを用いて学習しており，適用する際，過去の推

移などの情報を利用することができない．また，更新対象も制

御構造の種類と各メソッドであることから，「正解率を向上させ



表 5 StatLog 共通データセットに対するハイブリッド探索による仕様探索結果

DataSet ＋ランダム ＋ GA

Best SD Reg. Best SD Reg.

australian 86.8 19.6 −0.15x + 76.73 88.0 18.6 0.00x + 76.27

diabetes 77.5 18.9 0.00x + 60.94 77.5 17.1 0.07x + 57.80

dna 95.0 41.8 −0.24x + 62.22 95.1 32.3 0.01x + 76.24

letter 85.6 30.2 0.14x + 25.23 88.4 27.6 0.18x + 42.44

satimage 90.5 27.9 −0.12x + 72.96 90.5 16.0 0.02x + 75.10

segment 97.3 31.1 −0.01x + 68.03 97.3 26.2 0.09x + 75.28

shuttle 99.99 20.30 −0.04x + 91.06 99.98 22.53 −0.12x + 97.70

vehicle 76.9 24.1 −0.02x + 49.06 77.9 18.6 0.07x + 55.80

Average 89.0 26.7 — 89.3 22.4 —

Best：最高正解率…(%)，SD：標準偏差，Reg.：回帰直線 (x は仕様更新回数)

る」という目標概念を記述しきれていないことが考えられる．

3. データマイニングにおける新しい属性選択法
の提案と評価

ML/DM(機械学習 & データマイニング) の実タスクでは，

データセットの属性数はかなり多いが，そのほとんどが無関係

か冗長である．従って，所与の属性から有用な属性のみに絞り

込む必要がある．これは属性選択 (feature selection)と呼ばれ

その自動化が望まれている．

代表的な属性選択法として，フィルタメソッドとラッパーメ

ソッド [13]があるが，それぞれ精度，計算コストの面で問題が

ある．本研究では，これらの選択法を改善する形で，シーズメ

ソッドと呼ぶ新しい属性選択法を提案する．さらに，本手法を

評価するために UCI ML リポジトリと，ポルト大学の LIACC

による StatLog プロジェクトから提供されている 11 種類の

データセットを用いて比較実験を行い，精度と計算コストの観

点から比較・評価する．

3. 1 シーズメソッドの提案

ラッパーメソッドは，ML/DMスキームを実行させながら属

性を選択するので，フィルターメソッドよりも精度は高いが，

計算コストはあまりにも大きくなり，非現実的になっている．

そこで，本研究ではラッパーメソッドの問題点である計算コス

トを改善する形で，シーズメソッドと呼ぶ新しい属性選択法を

提案する．

図 14 は 5 属性における全探索空間であり，ラッパーメソッ

ドの最悪探索空間になるが，シーズメソッドは探索開始点とし

ての初期属性集合を適切に見つけることで，この探索空間を縮

小することが特色である．

以下，シーズメソッドの詳細について説明する．まず，所与

の全属性集合でマイニングし，得られたルールセットにおいて

出現率の高い属性の集合をシーズ属性集合とする．属性数は

データセットにより異なるが，今回は全属性数の 2～3 割を選

択した．この初期属性集合を出発点とし，属性集合を拡張して

いく．すなわち，逐次的に非シーズ属性集合から属性を初期属

性集合に付加し,各属性数において最良のML/DM性能を有す

るデータセットを選択し，データセットの性能が劣化するまで

属性の追加を続ける．精度が向上しなくなった時点でこの繰り

返しを終了し，最後の属性集合を ML/DM スキームの入力と

して与える．今回は，適切な初期属性集合を選択するために，

はじめにフィルタメソッドにより，ある閾値以上の重みを持つ

属性集合を絞り込み，シーズメソッドを実行した．

初期属性集合

図 14 ラッパーメソッドとシーズメソッドの探索空間

4. ケーススタディと評価

本節では，シーズメソッドとフィルタメソッドとラッパーメ

ソッドを比較して，その有用性について検討する．比較実験を

行うために，UCI ML リポジトリの 8種類のデータセットと，

LIACCで行われた StatLogプロジェクトの 3種類のデータを

利用し，分類器としては C4.5 を用いた．テストデータがない

ものには 10 フォールドクロスバリデーションを行った．表 6

はデータセットの概要であり，属性数，クラス数，訓練集合，

テスト集合のサイズを示している (CV はクロスバリデーショ

ンを意味している)．

実験にはワイカト大学で開発された DM ツール，

Weka(Waikato Environment for Knowledge Analysis) [12]を

使用した．フィルタメソッドについては前述した Relief-F ス

キームを使用した．また，ラッパーメソッドは，初期状態を空

集合とする前向き探索と，全属性集合から始め，一つずつ除去

する後向き除去の両方を採用し，探索法については最優良探索

を使用した．評価のために使用した 10 フォールドクロスバリ

デーションは，属性部分集合選択スキームとは独立した外部の

ループとした．



表 6 使用したデータセットの概要
Noデータ名 属性数クラス数 訓練事例 テスト事例

1 breast 10 2 699 CV

2 crx 15 2 690 CV

3 labor-neg 16 2 40 17

4 glass 10 7 214 CV

5 wine 13 3 178 CV

6 Heart 13 2 270 CV

7 sick 29 2 2800 972

8 audiology 69 24 200 26

9 dna 180 3 2000 1186

10 clean1 166 2 476 CV

11 promoters 57 2 106 CV

表 7 各属性選択メソッドの正解率
No属性選択 フィルタ ラッパー ラッパー シーズ

なし メソッド メソッド (f) メソッド (b) メソッド

1 95.14% 95.14% + 95.71% + 95.99% + 96.14% ○

2 85.94% − 85.65% + 86.96% + 86.09% + 87.68% ○

3 82.35% ○ 82.35% ○ − 76.47% 82.35% ○ 82.35% ○

4 65.89% 65.89% + 71.96% + 76.64% ○ + 73.39%

5 94.94% 94.94% + 97.50% + 97.75% ○ + 97.50%

6 75.50% + 81.11% + 81.11% + 81.11% + 82.60% ○

7 98.77% 98.77% 98.77% 98.77% + 99.18% ○

8 84.62% + 92.31% ○ + 92.31% ○ + 92.31% ○ + 92.31% ○

9 92.33% 92.33% + 94.01% × + 95.19% ○

10 83.61% − 83.40% + 86.55% × + 90.55% ○

11 78.30% − 77.36% + 80.18% × + 86.79% ○

※ (f):forward, (b):backward

今回は各属性選択メソッドの評価基準として，精度と計算時

間を用いた．表 7は属性選択を行なわない場合と各属性選択法

を用いた場合の精度をそれぞれ示している．精度の左側には，

属性選択なしの場合よりも精度が向上したものには + を，精度

が低下したものには − を付けた．+は 1点，−は −1点とし

て各メソッドの総合得点を計算すると，シーズメソッドが最高

得点であった．また，表 7の右側には，最高の精度を有するも

のに ○ を付けた．ここでもシーズメソッドが最高得点であっ

た．さらに各属性選択法の精度の平均でもシーズメソッドが 1

位であった．しかし，No.4，No.5に関しては，シーズメソッド

は適切な初期属性集合を選択できなかった．一方，後向き除去

を行ったラッパーメソッドはこの 2つのデータセットの最適な

属性集合を選択し，最高の精度に達することができた．

計算時間の評価の詳細は紙面の都合上割愛するが，平均計算

時間を比較すると，フィルタメソッドのコストが最小であり，

シーズメソッドは 3つの中間に位置していた．ラッパーメソッ

ドは属性部分集合を選択する際に分類器を何回も実行するため，

データサイズの大きい No.7 ～ No.11には多くの計算時間を費

した．後向き除去を行ったラッパーメソッドは特に多くの時間

がかかり，No.9～No.11に対して一週間が経過しても実行を終

えることができなかった．以上のことから，後向き除去を行っ

たラッパーメソッドは，性能はよいが大規模なデータセットに

対しては計算コストの面から実行するには非現実的であるとい

える．

5. お わ り に

帰納学習メソッドリポジトリを用いた探索手法の評価実験

では，仕様更新ルールと GA を適用したハイブリッド探索が

最も効率良いことを示した．また，CAMLET が合成した帰

納アプリケーションは，StatLogでのどの分類器よりも優れた

平均正解率を示した．しかし，選択型メタ学習の代表である

Stacking との比較実験が必要であり，現在，実験を進めてい

る．今後は，現在 16CPUまで拡張した並列マシン (図 6)の実

効性能を検証し，より効率的なプロセス配分を検討する．さら

に，WEKA [12] などを分析し，メソッドリポジトリを拡充し，

メトリクスリポジトリと併せて，パラメータ探索まで含めたメ

タ学習機構を実現していく．

シーズメソッドの評価実験より，精度と計算コストの両面か

ら提案手法の有用性を確かめることができた．今後は，さらに

大規模データに対しても適用し，サンプリングを伴った探索法

を考慮した理論的な分析を行う予定である．また，シーズメ

ソッドを含めたデータの前処理について，前処理メソッドリポ

ジトリを構築する．
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あらまし 医療データを対象としたデータマイニングの研究は多いが，医療データに適した前処理の検討と，システ

ムと専門家とのインタラクションを通した医学的観点でのルールの洗練化に着目したものは少ない．本研究はこれら

に着目し，慢性肝炎の検査データを使って，前処理の検討，予後推定ル－ルの発見支援システムの構築，インタラク

ションによるル－ルの洗練化を試みた．前処理について，我々はデ－タセットの性質を調べ，検査間隔の統一，検査

結果からのパターン抽出等の処理を行った．次に，多くの検査を属性に，病状把握に重要な特定の検査をクラスにし

て決定木学習を行い，予後を推定するパタ－ン組合せのルールを得た．GPTという検査項目について，システムに

よるルール生成と専門家による評価のインタラクションを 2回繰り返した結果，1回目で得たルールに基づき立てた

GPTの周期変動の仮説を，2回目で得たルールによって検証することができた．さらに，ALBという検査項目につ

いてもルールを得た結果，新しい仮説形成への手がかりがいくつか得られた．

キーワード 時系列デ－タ，医療データ，前処理，システムと人間のインタラクション，ル－ルの洗練化

A Rule Discovery Support System for Sequential Clinical Data

– In the Case Study of a Chronic Hepatitis Dataset –

Miho OHSAKI , Yoshinori SATO  , Shinya KITAGUCHI  and Takahira YAMAGUCHI 

Abstract Although a great number of studies has been made on data mining for clinical data, there has been a few

studies that focused on the proper pre-processing for clinical data and the rule refinement through the interaction

between a system and a human medical expert. We then focused on them and tried to discuss on pre-processing,

to develop a support system to discover prognosis prediction rules, and to refine rules through system-human in-

teraction using clinical data on chronic hepatitis. On pre-processing, we examined the nature of the dataset and

conducted several processings such as unification of medical test interval, extraction of representative patterns, etc.

We then obtained pattern combination rules to predict prognosis with decision tree learning using many medical

test items as attributes and a certain important one as a class. We repeated system-human interaction two times

on GPT, one of medical test items. The results showed that the rules obtained in the second turn supported the

hypothesis on GPT cyclic change made with the rules obtained in the first turn. We also obtained rules on ALB,

one of medical test items, and found some hints to make new hypotheses.
Key words Time Series Data, Clinical Data, Pre-processing, System-human Interaction, Rule Refinement

1. は じ め に

近年，Evidence Based Medicine (EBM，科学的根拠に基づ

く医療)と，データマイニングとの関連に大きな関心が寄せら

れている．しかし，医療現場で得られるデータの多くは，大規

模・多属性・多欠損値・多表記揺れ・不充分な構造化・時系列・

数値と記号の混在といった問題を持ち，複雑な前処理を必要と

する．また，データマイニング技術を EBMに応用する研究は

多いが [4], [5]，前処理を体系的に行ったもの，専門家とのイン

タラクションを通し，医学的観点でのルールの質の向上に着目

したものは少ない．したがって，データマイニング技術を現実

の医療データに応用するノウハウと方法論を確立し，EBMの



ための医療知識発見のサポート環境を開発することが求められ

ている．

そこで本研究は，現実の慢性肝炎データセットを対象として，

前処理の具体的な方法を検討し，ルール発見支援システムを構

築し，医療分野にとって興味深いルールを得ることを目的とし

た [6]．本報告書の第 2. 節では，提案するルール発見支援シス

テムの構築について述べる．第 3. 節では，時系列医療データ

に適した前処理の方法について検討する．第 4. 節では，構築

したシステムの肝炎データへの適用と，その結果について述べ

る．最後に，第 5.節では，今年度の研究成果をまとめ，今後の

課題について述べる．

2. システムの構築

2. 1 従来の時系列データからのルール発見

EBMにおいては，検査結果からその後の症状を客観的に推

定することが重要である．病状は時々刻々と変化し，それに応

じて様々な検査が連続的，もしくは断続的に行われる．また，

検査結果の多くは記号ではなく，数値データである．したがっ

て，時系列数値データから予測ルールを発見するデータマイニ

ング技術が，現実の医療データセットに適している．そこで，

本研究に用いる時系列からのルール発見のフレームワークにつ

いて議論する．

時系列からルールを得る様々な方法が提案されているが

[7], [8], [12]，今回は，Das ら [1] のフレームワークを用いるこ

とにした．理由は次の通りである．このフレームワークは，時

系列数値データをパターンを表す記号列に置き換え，パターン

の記述粒度を変更できるようにしている．これはルールの可読

性を向上するのに有効と考えられる．また，Dasらは，このフ

レームワークを複数の現実データに適用し，その有効性を確認

している．これらより，我々はこのフレームワークを選択した．

図 1 の左側に示すように，このフレームワークでは，まず，

スライドする窓を使ってサブシーケンスを切り出し，クラスタ

リングによって代表的なパターンを抽出する．次に，パターン

を属性，およびクラスと見なし，データマイニングスキームを

使ってルールを得る．最後に，テキスト形式で得られたルール

を可視化し，グラフ形式のルール，つまりグラフにプロットさ

れたパターンの組み合せを得る．

パターンの抽出は，図 2 の右側に示すように，サブシーケ

ンスの切り出しと，パターンへの変換の 2 つの段階から成る．

1 つ目の段階では，幅 w の窓を 1サンプルずつスライドさせ，

時系列数値シーケンス s = (x1, . . . , xn)から，サブシーケンス

s′ = (xi, . . . , xi+w−1) を切り出す．

2つ目の段階では，クラスタリングを用いて代表的なパター

ンを作成する．Dasらは，K-means アルゴリズムによるクラ

スタリング [3] を用いた．この方法では，サブシーケンス集合

W (s) = {si|i = 1, . . . , n − w + 1} からランダムに選ばれた k

個のサブシーケンスを，クラスタの中心と見なして初期化する．

次に，各クラスタに対して，そのクラスタの中心に最も近いサ

ブシーケンスをそのクラスタに割り当てる．そして，クラスタ

内のサブシーケンスの平均を新たな中心と見なす．この繰り返

図 1 Das らによって提案された時系列データからのルール発見のフ

レームワーク．

しによって k 個のクラスタが形成され，各クラスタの中心を代

表パターンとする．

代表パターンに名義値を与えて属性値やクラス値と見なせば，

名義値を扱う様々なマイニングスキームを用いたルール発見が

可能になる．Dasらは，具体的なマイニングスキームとして相

関ルールを用い，『A1, A2, ... Ah が，V の期間で生じたなら

ば，時刻 T の後，B が生じる』といった形式のルールを導き出

した．

2. 2 システムの設計と開発

我々は，Dasのフレームワークに基づき，時系列医療データ

知識発見支援システムを設計，開発した．システムの構成を図

2に示す．本システムには，二段階の前処理，専門家からシス

テムへの領域知識のフィードバック，という 2つの特長がある．

図 2 提案する時系列医療データの知識発見支援システム．

1つ目の特長は，システムの前処理が 2つの分割されており，

現実の時系列医療データに適する処理方法が検討されているこ

とである．医療のデータセットは一般に，検査項目が多い，表

記揺れや欠損値が多い，名義値と数値が混在する，ルーチン検

査と精密検査が混在する，検査間隔が異なる等，非常に多くの



問題を持つ．そこで我々は前処理を，医療の領域知識に特化し

た低レベルの前処理と，領域知識とは独立の高レベルの前処理

を行った (図 2参照)．なお，前処理の詳細については，データ

セットの概要を説明した後に述べることとする．

2つ目は，一括のデータマイニングプロセスで完全なルール

を得ようとしないことである．本システムは，ルールに触発さ

れた専門家からシステムに知識をフィードバックし，繰り返し

のインタラクションプロセスを通して，ルールを実用的で有益

なものに洗練化することを目的とする．我々は，すでに昨年度

の研究で [11]，Dasのフレームワークに基づくルール発見シス

テムを開発し，今回と同じ慢性肝炎データセットに適用した．

そこで，今年度はこれらの成果をルールの洗練化に活用するこ

とにした．

昨年度の研究では，クラスタリングに EMアルゴリズム [2]

を，データマイニングスキーマに C4.5 [9]を用いた．また，検

体検査の 1 つである GPT が慢性肝炎の状態把握に重要な指

標である，という領域知識を専門家から得た．そこで，開発し

たシステムを使い，現在までに蓄えられた様々な検査データに

よって，GPT の将来傾向を推定するルールを得た．得られた

ルールの一例を図 3 に示す．専門家はこのルールを高く評価

し，「これは GPTが約 3 年の周期変動を持つことを指唆する」

「GPTは基本的に緩やかに減少する，という医師の従来の常識

に反する．この点で，新規な発見になるかもしれない」とコメ

ントした．

今年度は，昨年度に得たルールから立てた GPT変動の仮説

を検証すること，および，病状把握におけるもう 1 つの重要

な指標である ALB についても，ルールを得ることを試みた．

なお，今回は，クラスタリングに K-means アルゴリズム [3]

を，データマイニングスキームに C5.0 (C4.5 [9] の商用版) を

用いた．

図 3 本研究と同じ慢性肝炎データに対して得られた，過去の我々の研

究のルールの一例．

3. 現実の医療データのための前処理

3. 1 データセットの概要

本研究では，千葉大学病院から提供されたB 型・C 型ウィル

ス性肝炎患者の検査結果のデータセットを用いる．これは，本

特定領域研究の共通データセットであり，国際会議のデータマ

イニングコンテストでも公表されている [10]．このデータセッ

トは急性肝炎と慢性肝炎のデータを含むが，病状を把握し予測

するニーズがより高い慢性肝炎に着目した．

元のデータセットは，患者のプロフィール，検体検査のメタ

データ，検体検査の結果，肝生検の結果，インタフェロンの投

与状況，の 5つのカテゴリから成っていた．データセットは合

計で，検査項目 957種類，患者数 771名，約 160万レコードを

含んでいた．各カテゴリの詳細は下記の通りである．

患者のプロフィール

これは，患者の ID，性別，生年月日から成る．患者 IDは，患

者ごとの検査結果のサブシーケンス取り出しに用いた．性別や

年齢は病状に影響するため，性別と生年月日から求めた年齢は

属性として用いた．

検体検査のメタデータ

検体検査とは血液や尿の検査の総称である．検体検査には，頻

繁に行われるが病状把握の精度は低いルーチン検査，めったに

行われないが病状把握の精度は高い精密検査の 2種類があるが，

検体検査の多くはルーチン検査である．メタデータは検体検査

の項目を説明するものなので，属性やクラスには用いなかった．

検体検査の結果

データセットの大半を占める検体検査の結果は，患者 ID，検

査日，単位とともに，多数の検査結果の数値と少数のコメント

文から成る．患者 ID と検査日を使って，患者ごとに，検査結

果の時系列数値データからサブシーケンスを切り出した．この

サブシーケンスの代表パターンを属性に，検体検査の 1つであ

る GPTのサブシーケンスの代表パターンをクラスに用いた．

肝生検の結果

肝生検とは，外科的に取り出した肝組織片を使って，肝臓の損

傷 (線維化) を調べる検査である．医師が肝組織片を顕微鏡で

見て状態を判断し，記号で表現した線維化の度合いが主な項目

である．他には，患者 ID，検査日，ウィルス型の項目もある．

患者の負担が大きいため，肝生検はめったに行われない，また，

医師の主観的判断のため，ばらつきがある．しかし，病気の

進行度合いを検体検査よりも直接，明確に示す．今回のデータ

セットでは肝生検のデータが少なすぎたため，属性やクラスに

は用いなかった．

インターフェロンの投与情報

インターフェロンはウィルス性肝炎の特効薬であり，その投与

は病状に大きく影響する．この投与情報は，患者 ID，投与開

始日，投与終了日，投与回数から成る．今回のデータセットで

は，インターフェロンの量や投与間隔のデータはなく，高価な

薬であるため投与事例も少なかった．このため，属性やクラス

には用いなかった．

ここで，これらのカテゴリが他の病気にも共通するかを検討

する．一般に，患者のプロフィール，検体検査のメタデータと

結果は，どのような病気の検査データにも含まれる．肝生検は

肝臓特有の検査であるが，他の病気においても，めったに行わ

れないが病状を確実に示す肝生検のような検査は存在し得る．

インターフェロンは肝炎の特効薬であるが，他の病気にも特効

薬は存在し得る．以上より，上記したカテゴリとその解説は，



他の病気の検査結果を扱う際に役立つと思われる．

3. 2 低レベルの前処理

医療の領域知識に特化した低レベルの前処理として，データ

の洗浄，属性の選択，検査間隔の統一，欠損値の補間を行った．

各処理の詳細は，以下の通りである．

データの洗浄

表記揺れを統一するデータ洗浄の前に，前述の 5カテゴリのう

ち，検査項目を説明する検体検査のメタデータは削除した．ま

た，本研究は慢性肝炎に着目するので，急性肝炎のデータは全

て除去した．

対象のデータセットは，同じ検査結果の異なる表記，同じ年

号の異なる表記，本来，数値で表現すべき名義値，などのノイ

ズを含んでいた．そこで，肝炎の専門書や専門家から検査の

名称と表記方法の知識を得て，これらを修正，統一した．例え

ば，陰性／陽性といった名義値は，−1／ +1 という数値に変

換した．

なお，データ洗浄の一部である表記揺れの統一は，第 3. 3節

で述べるパターン抽出の後に行った．なぜなら，パターン抽出

は，非常に多くの検査項目を，あらかじめ自動的に減らすから

である．このノウハウは，他の現実の医療データでのデータ洗

浄にも活かせるであろう．

属性の選択

検体検査のメタデータと急性肝炎のデータを取り除いても，検

査項目は 930 と多い．また，時系列傾向を示すには出現頻度が

低すぎる検査項目が多い．冗長な属性は学習精度を低下させる

恐れがあるため，めったに出て来ない検査項目である，肝生検

の結果とインタフェロンの投与状況は削除した．

検査間隔の統一と欠損値の補間

検査間隔を統一するために欠損値を補間したため，ここでは，

両者をまとめて説明する．シーケンスの一般化には，サンプル

点が一定間隔を保つ必要がある．そこで，共通の検査間隔とし

て，出現頻度が最も高い検査間隔を統計的に調べた．そして，

この間隔でデータ点の統合と補間を行い，全ての検査間隔を統

一した．図 4に，検査間隔ごとの検査項目数のヒストグラムを

示す．検査間隔が 28日以上 56日未満において，検査項目数が

最も多かったので，28日を共通の検査間隔として採用した．

図 4 各サンプリング間隔に対する検査項目数のヒストグラム．

検査間隔が 28日より短い場合は，28日間に得られた検査結

果を平均することで，1つの検査結果に統合した．検査間隔が

28日より長い場合は，空白前後の 2 つの検査結果の平均を挿

入し，補間した．検査間隔が大きすぎる場合に補間を行うと，

データの精度を損なう可能性が高い．そこで，3ヵ月を越える

検査結果には補間を施さず，シーケンスを 2つに分割した．ま

た，5年間で出現回数が 30回以下の検査項目は削除した．

3. 3 高レベルの前処理

次に，領域知識に依存しない高レベルの前処理として，離散

化とデータの統合を行った．

離散化

図 1の右側に示す方法を用いて，データセットから，各患者の

検査結果のサブシーケンスを切り出した．窓幅は「慢性肝炎の

傾向を把握するには少なくとも 5年間のデータが必要」という

領域知識に基づき 5年とした．このサブシーケンス抽出によっ

て自動的に，検査期間が 5年未満の患者のデータは取り除かれ

た．さらに我々は，サブシーケンスに含まれる 2年未満の検査

項目を削除した．最終的に，患者数は 771から 448に，検査項

目は 930から 80に，レコード数は約 160万から約 123万に減

少した．

次に，K-meansによるクラスタリングを使って代表パターン

を抽出した．妥当なクラスタを生成ために，我々は，2 から 8

の範囲でクラスタ数をランダムに決めた．そして，1クラスタ

あたり 10以上の事例が含まれる，クラスタの中心が偏ってい

ないという 2つの基準に基づき，クラスタセットを選んだ．た

だし，前者の基準は「医学的観点では，一般性や信頼性を確保

する症例数のは下限は約 10 である」という領域知識に基づき

決定した．

データの統合

最終的に，離散化された時系列数値データと検査名や検査日

などの名義値データをまとめ，5 年のサブシーケンスから成る

データセットを作成した．属性には，GPT，GOT，ALBなど

の血液検査，および U-BIL，U-GLU，U-PH などの尿検査に

おける，5 年間の代表パターンを採用した．クラスには，慢性

肝炎予後の重要な指標である GPT，および ALBの 6ヵ月間の

代表パターンを採用した．

4. 肝炎データへのシステム適用

4. 1 GPTをクラスとした場合

我々は，構築したルール発見支援システムを前処理後のデー

タセットに適用し，GPT のパターンをクラスとした 33 個の

ルールを得た．そして，そして，「GPTが 100を越えると異常

値である」という現場レベルの領域知識を使い，21個のルール

を選び出した．これらをグラフとして専門家に提示したところ，

3つのルールに興味を示した．

ここで，専門家が価値があると判断した 2個のルールと，違

和感があると判断した 1 個のルールを示す．なお，図 5，6，7

のグラフにおいて，横軸は月，縦軸は各検査結果の数値を意味

する．グラフは，過去 5 年 (60ヵ月) の検査結果パターンが未

来 6ヵ月にどんな GPTパターンを引き起こすかを，説明して

いる．



専門家から高い評価を得たルール 1

ルール 1 を図 5 に示す．ここで，このルールを検討する前に，

図 3に示した昨年度のルールを見てほしい．この昨年度のルー

ルでは，過去 24ヵ月から未来 12ヵ月の期間での GPT 変動を

示している．このルールからヒントを得て，専門家は GPTの

周期性の可能性に気付き，GPTの周期性が立証されれば，慢

性肝炎の研究にとって重要な発見となるだろうと述べた．

図 5 専門家の評価が高かったルール 1．

そこで今回は，観察期間を延長することで，「GPTは周期変

動し，その周期はほぼ 3 年」という仮説を検証しようとした．

図 5 に示された過去 60ヵ月の GPT は，大局的に 2 回変動し

ている．この結果から，我々の仮説が以前よりもさらに支持さ

れた．

専門家から高い評価を得たルール 2

図 5のルール 2も，専門家に高く評価された．ル－ル 1とルー

ル 2は，前件部はほぼ同じだが後件部は異なる．当初，我々は

この違いは前件部の ALB の値の差に起因するかと思い，この

違いが新しい発見，あるいは新しい仮説形成のヒントになるか

と期待した．しかし，専門家は，ALBの値の差が誤差範囲で

あること，後件部の GPTの傾向を理解しにくいことから，そ

の違いには興味を持たなかった．一方，専門家は，ルール 2が

ルール 1と同様，GPTの 3 年周期変動を示している点に着目

した．これらによって，仮説の信頼度が増した．

図 6 専門家の評価が高かったルール 2．

本システムの問題点を示したルール 3

図 5のルール 3は，違和感のあるルールとして専門家の目を引

いた．このルールは，GPT の下降後に GOTが上昇する傾向

を示すが，GPTと GOT の関係に関する領域知識と矛盾する．

専門家は「GPTと GOTは同様の肝細胞酵素なので，同期し

て変動するはず」と説明した．

そこで，GPT と GOTについて代表パターンと元データを

比較したところ，ルール 3に現れた代表パターンが元データか

らかなり乖離していた．一方，ルール 1，2に現れた代表パター

ンの乖離は十分小さかった．このことから，代表パターン抽出

において，実際のデータの傾向を反映しないパターンを導出し

てしまう問題が見つかった．今回は，パターン数とクラスタに

含まれる事例数を制御して，妥当なクラスタを得るように努め

たが，これだけでは不十分だったと考えられる．理由としては，

代表パターン抽出時の粒度がデータの性質に合っていなかった

ことが挙げられる．この点は，今後の課題とする．

図 7 本システムの問題点を示したルール 3．

4. 2 ALBをクラスとした場合

次に，ALBのパターンをクラスとして，15個のルールを得

た．これらをグラフとして専門家に提示したところ，専門家は

5個のルールに興味を示した．専門家が価値があると判断した

5個のルール中，これらの特徴を集約する 1個のルールが見つ

かった．これを図 8に示す．なお，グラフは GPTの場合と同

様，過去 24ヵ月の検査結果のパターンが未来 12ヵ月にどんな

ALB パターンを引き起こすかを，説明している．

専門家から高い評価を得たルール

専門家はこのルールを見て，3 つの点に着目した．それら

は，(1)ALB，UN という検査項目が同時に出現していること，

(2)LAP，ALP，γ–GTPという検査項目が同時に出現してい

ないこと，(3)ALBが急激に減少・増加していること，である．

そこで，これらについて以下に詳しく述べる．

専門家は (1)に関して，ALBは肝臓，UNは腎臓の症状を反

映する検査項目である，一般に，肝臓疾患と腎臓疾患は独立と

考えられていると説明した．そして，「ルールは ALBと UNの

相関を示唆しており，このことを詳しく調べる必要がある」と

述べた．専門家は (2)に関して，LAP，ALP，γ–GPTは肝臓

内の胆管の状態を示す検査項目である，これらの変化はかなり

小さくお互いに連動すると説明した．ルールはこれらの知識に



反しており，「LAPのみが出現し，かつ値の変化が見られること

に理由があるかを知りたい」と専門家は述べた．専門家は (3)

に関して，「従来の常識では考えられないほど，ALB が急激に

変化している．この理由，あるいはルールの妥当性を調べる必

要がある」と述べた．以上より，GPT のように仮説の検証に

は至らなかったが，新しい仮説の形成の手がかりが得られた．

図 8 専門家の評価が高かったルール．

5. 結 論

我々は，大規模で構造化されていない現実の医療データを対

象とし，前処理方法の検討，およびルール発見支援システム

の構築を行った．そして，慢性肝炎の検査結果から成るデータ

セットに本システムを適用し，将来の病状を予測するルールを

得た．まず，昨年度の成果に基づき，GPTという検査項目を

クラスにしたルール発見を再び試み，得られたルールを専門家

に評価してもらった．その結果，GPT が約 3 年周期で変動す

るという仮説を検証できた．次に，ALBという検査項目をク

ラスにした結果，新たな仮説の手がかりを示すルールを得るこ

とができた．以上より，我々の前処理の方法，構築したシステ

ム，および専門家からシステムの知識のフィードバックの有効

性が確認された．

今後，今回の方法論やノウハウが，肝炎以外の現実の医療

データにも展開されることが期待される．来年度は，次に述べ

る課題を解決していきたい．今回，専門家からの知識フィード

バックがルール洗練化の効果を示した．そこで今後は，システ

ムと専門家のインタラクションをより詳しく調べ，このプロセ

スをモデル化したい．また，GPT，ALB以外の検査項目をク

ラスとしたル－ル発見，臨床デ－タに特有の特徴 (めったに行

わない検査はとても重要か，全く重要でないかのどちらか)を

考慮した前処理，を検討していきたい．
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あらまし スパイラル的例外性発見のための，われわれの平成１４年度における活動を報告する．平成１４年度はま

ず，昨年度構築した基盤システムを慢性肝炎データに適用し，医師らの興味を引く知識を発見した．この結果を踏ま

え，より効果的なスパイラル例外性発見を実現するために，時系列属性を許容する決定木学習法，病院検査結果の類

型化と可視化，および種々の学習・発見方法を考案し，成功を収めた．商業データにおける例外発見のために，薬局

の売上データからの例外的顧客の特定にも取り組み，有望な結果を得た．さらにスパイラル発見の自動調節機構に関

しても成果を挙げた．
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Abstract In this paper, we report our activities toward spiral exception discovery for the fiscal year 2002 - 2003.

In the fiscal year, we first applied our base system, which we had constructed in the last fiscal year, to the chronic

hepatitis data, and discovered several pieces of knowledge some of which attracted interests of physicians. Based on

this experience, we then invented a decision tree induction method which allows time-series attributes, prototyping

and visualization methods for medical tests results, and various learning and discovery methods in order to realize

more effective spiral exception discovery; and were successful in demonstrating their effectiveness. We also worked

on detection of exceptional customers from sales data of drug stores for exception discovery from business data, and

obtained promising results. Moreover, we demonstrated effectiveness of our approaches for scheduling mechanisms

for spiral discovery.
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1. は じ め に

例外性は，他の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．われわれが提案

した手法 [4] 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．本研究課題では，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

性を実証することを目的としている．

平成１４年度において，われわれがスパイラル的例外性発見

のために行った活動を次に列挙する．

（ 1） 基盤システムを，プロジェクトの共通データである慢

性肝炎データに適用し，医師らの興味を引く知識を発見した．

（ 2） 時系列データを値にとる時系列属性を許容する新しい

決定木学習法を提案し，肝硬変か否かの予測問題において正答

率 88 % を達成し，医師らが重要な発見と認める分類子を学習

した．

（ 3） 病院検査データを類型化する手法を提案し，抗原と抗

体の状態で分けた患者たちのデータに適用して，医師らが分か

りやすく妥当と認める類型を発見した．

（ 4） 上記の手法を基に，病院検査データを患者単位で分か

りやすく可視化するプロトタイプラインを提案し，病院検査

データの効率的な理解を助けるシステムを構築した．

（ 5） 時系列データを抽象化してクラスタリングする新しい

データスカッシング手法や，トランザクションデータにおいて

重要である集合値属性を許容する決定木学習法など，種々の重

要な学習・発見方法を提案し，それぞれの有用性を示した．

（ 6） 商業データにおける例外発見を目的とし，薬局の売上

データから粗利が高い希少商品を購入することが期待される例

外的な顧客の特定手法を提案し，有望な結果を得た．

（ 7） スパイラル発見の自動調節 (スケジューリング) 機構

のために，パターン抽出であるブースティングの結果をフィー

ドバックすることにより，データの前処理であるデータスカッ

シングのパラメータを自動調節する手法を開発し，実験によっ

て有効性を示した．

（ 8） データスカッシングとブースティングによる異常値発

見手法を提案し，商業データなどで良い結果を得た．

2. 基盤システムの慢性肝炎データへの適用

昨年度構築した，図 1 に示すスパイラル的例外性発見の基

盤システム [6] を，プロジェクトの共通データである慢性肝炎

データに適用した．この手法は少数の属性に関する一時点にお

ける例外性を発見し，それらのいくつかが医師らの興味を引く

ことが分かった．例えば，次の発見知識はニュウビに関する例

外性を表し，血液中の脂肪分が多い状況に相当する．

性別 = M -> GPT = H 32,679 検査中 68.7 %

+ 3.0 =< ニュウビ =< 4.0 -> GPT = N 24 検査中 66.7 %

図 1 スパイラル的例外性発見の基盤システム

Fig. 1 Base system of spiral exception discovery

3.0 =< ニュウビ =< 4.0 -> GPT = N 33 検査中 48.5 %

もっとも医師らは，主要な属性を総合的にとらえることがあ

り，属性の時系列的な変化を重視することなどが判明した．こ

の結果を踏まえ，より効果的なスパイラル例外性発見を実現す

るために，次節以降の手法を開発した．

3. 時系列属性を許容する決定木学習法

慢性肝炎は，ウイルス感染により肝細胞が炎症を起こし傷害

される疾患である．炎症が長期に持続した場合，肝硬変と呼ば

れる終末像を呈する．肝硬変に至る道程においては線維化と呼

ばれる指標が進行度を表し，線維化の全くない F0から肝硬変

を表す F4の５段階がある．線維化は，直接肝臓に器具を挿入

し肝組織を採取する肝生検によって診断するが，肝生検は出血

などの危険性を伴い短期入院を必要とするため，頻回に検査で

きない．したがって，この検査と同等以上の線維化指標が，血

液検査のような簡便な検査で代替できれば大きな意義がある．

決定木を学習する種々のアルゴリズムは欠落値やノイズに対

する頑健性に優れ，種々の応用領域で成功を収めてきた．われ

われは，病院検査結果からの線維化程度予測問題を解決するた

めに，時系列属性を許容する決定木である時系列決定木を提案

した [8]．時系列決定木は，基準時系列との動的時間伸縮法に基

づく類似性を判定する基準例分割を用いることにより，時系列

データを属性値にとる時系列属性を許容する．

慢性肝炎データにおいては，肝生検を受けて線維化程度が分

かっている患者について，肝硬変 (線維化程度が F4 あるいは

肝生検結果が LC) であるかそれ以外であるかを予測する問題

を設定した．慢性肝炎の性質より，肝生検の前 500 日と後 500

日で線維化程度が変化するのは稀である．したがって，この期

間においては，各患者の線維化程度が比較的確実に把握できる

と考えた．患者によって検査回数が大きく異なるため，肝生検

の前後各 500 日間において検査回数が 10 以上の時系列データ

だけを用いた．例数は 51 であり，内 LC は 21 例，非 LC は

30 例である．検査間隔も大きく異なるため，線形補間を用いて

10 日おき 101 点の時系列データに変換した．医師のアドバイ

スにしたがい，重要であることが分かっている 14 属性 (GOT,

GPT, ZTT, TTT, T-BIL, I-BIL, D-BIL, T-CHO, TP, ALB,

CHE, WBC, PLT, HGB) を用いた．

図 2 に，この問題に関して学習された時系列決定木を示す．

学習された決定木とその分割テストで用いられている時系列

データが医師らの関心を呼び，重要な発見であると認められた．

この時系列決定木は，まず CHE (コリンエステラーゼ) で肝

臓の予備能を調べ，予備能が劣っている患者を肝硬変と予測す
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図 2 慢性肝炎データから学習された時系列決定木

Fig. 2 Time-series decision tree learnt from chronic hepatitis data

set

表 1 慢性肝炎データを用いた比較実験の結果

Table 1 Results of comparative experiments with chonic hepatitis

data set

手法 正答率 (%) 時間 (s) サイズ (個)

基準例分割 88.2 0.5 6.9

クラスタ例分割 62.7 0.5 8.5

平均値決定木 82.4 0.0 10.1

最小近傍法 74.5 0.1 N/A

る．それ以外の患者については，GPT (ALT) で炎症の度合を

調べ，度合が激しい者を肝硬変と予測する．それ以外の者につ

いては，ALB (アルブミン) で肝臓の予備能を調べ，優劣で肝

硬変でないかそうであるかを予測する．この判断基準は医師が

日常行っている血液検査の解釈に非常に合致していた．肝炎に

関与するという属性を設定したこと以外にはほとんど医学知識

を使用しないアルゴリズムであるにも関わらず，妥当性の高い

結果を出したとの評価を受けた．

なお，提案手法である基準例分割の性能を調べるために，基

準例を 2 個としたクラスタ例分割，時系列属性を平均値を表す

数値属性で置き換える平均値決定木，および動的時間伸縮法に

基づく距離基準を用いる最小近傍法との比較実験を行った．正

答率を leave-one-out に基づいて計測した実験結果を表 1に示

す．提案アルゴリズムは，正答率が約 88 % と正確である上に，

可読性に優れる．さらに，leave-one-out で誤予測された患者

を検討した所，それらのほとんどが例外的な患者であることが

判明した．われわれが提案する基準例分割を用いる時系列決定

木は，例外的な患者の特定にも有用であることが分かった．

4. 病院検査の類型化と可視化

4. 1 多重サイコロモデルに基づく病院検査結果の類型導出

主要な属性を総合的にとらえる医師らの直観を定量化するた

め，病院検査結果の類型化に取り組んだ [10]．ウィルスマーカ

検査は，B 型肝炎患者の抗原と抗体の状態を調べる手段であ

表 2 B 型慢性肝炎患者の類似グループ毎の検査数

Table 2 Number of medical tests of similar groups of B-type

chronic hepatitis patients

類似グループ 直観的な説明 検査数#

1 未感染 74

2 初期感染 113

3 ウィルスが活動的 3867

4 活動に対する抗体 1157

5 ウィルスが非活動的 3419

6 存在に対する抗体 254

7 ウィルスが消滅 368

8 元々存在に対する抗体を所有 10

9 元々活動に対する抗体を所有 22

り，患者を肝炎ウイルスの活動性による類似グループへ分割す

ることができる．医師らと共同で，ウィルスマーカ検査の解釈，

データの補完などを繰り返してデータを整備した．類似グルー

プ毎の血液検査数を表 2 に示す．さらに，確率混合モデルに基

づく類型導出手法を確立した．この手法は，検査数分のサイコ

ロとして表される類型を，EM 法に基づいて求める．

導出された類型を図 3 に示す．図は各類似グループから得ら

れた高々 3 個の類型が，類似グループ (pattern) 1 から 9 ま

で示されている．各類型は，GOT，GPT，· · ·，T-CHO の 11

種類の検査項目で構成されており，各検査項目は縦方向の割合

グラフで表されている．類型の後に示す括弧内の割合は，類型

の生起確率である．医師によれば，類似グループ 2, 3, 5, 7 か

ら導出された類型は妥当であり，明確に分離されており理解し

やすい．B型肝炎のウイルスマーカは肝炎ウイルスの活動性を

推測することが出来るので，医学的にはよく用いられる．しか

し，患者の総合的な状態を要約して可視化する有用な方法はこ

れまでなかった．本手法は，総合的判断を必要とする患者の状

態把握を，血液データの類型化により支援できる，有用な手法

であるとコメントを得た．提案手法はこれらの類似グループに

関して成功を収めたと考えられる．この他の類似グループに関

して同様の成功が得られなかったのは，提案手法ではなく提供

されたデータに問題があるためである．例えば類似グループ 1

は特異な患者が大多数を占めるため，得られる類型がこの患者

に影響されてしまう．もっとも逆に見れば，提案手法はこの場

合に限らず，例外的な患者の特定に有効であることが分かった．

その他の類似グループは，ウィルスマーカ検査の性質と精度に

問題があるためにデータが不正確であり，類型を求める意義が

比較的低いとのコメントを得た．以上より本手法は，医学的に

妥当な類型を導出でき，例外的な患者の特定にも有効であるこ

とが分かった．

4. 2 プロトタイプラインによる可視化

可視化手法は，その直観的な理解しやすさのためにデータマ

イニングにおいて重宝されており，解析データや抽出されたパ

ターンの表示法として用いられている．われわれは前節で述べ

た病院検査結果の類型化手法に基づき，データを抽象化して人

間によるパターン抽出を助ける可視化手法であるプロトタイ



図 3 ウィルスマーカ検査における類似患者に関して，導出された病院検査データの類型．カ

ラー画像は，[5] を参照
Fig. 3 Generated Prototypes for similar patients in the virus marker tests. Color figures

can be found in [5]

プラインを提案した [11]．プロトタイプラインは，新しく提案

する情報量規準に基づく類型への色相割り当てなど，ユーザに

とっての見やすさを考慮して設計されている．

前節で述べた理由により，線維化程度を病院検査結果から予

測することはきわめて重要である．肝生検を受けて線維化程度

が分かっている全患者について，肝生検の前後各 500 日の検査

結果から前節の手法で類型を導出した．ただし検査項目を 17

種類に増やし，多数の検査を受けた患者の影響を減らす工夫を

加えた．各カテゴリの平均値 (average) と学習された 8 個の類

型 (1, 2, 4, · · ·, 8) を図 4 に示す．8 個の類型は情報量規準に

基づき，左から右に，良いから悪い順に整列されている．

図 5 に，F4 患者の肝生検の前後各 500 日におけるプロトタ

イプラインを示す．図では 1 行が 1 患者，1 本の棒が類型の線

形和で表される 1 回の検査結果を表し，bio と ifn はそれぞれ

肝生検とインターフェロンの情報を示す．図より，各患者の類

型の変化が検査時期と共に容易に把握できることが分かる．プ

ロトタイプラインで特徴的な患者に関して検査値のグラフを検

討した所，検査結果のカテゴリが総合的に判断されて可視化さ

れていることが分かった．プロトタイプラインは特徴的な患者

を高速に特定することだけではなく，先入観や不注意による見

落としを気づかせ，一見異なって見える類似患者を特定するこ

とにも有効であることが分かっている．

5. スパイラル発見のための学習・発見方法

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，基盤システムはこれらの手法を適宜利用す

ることになる．われわれは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・発見方法を開発した．ここではそれら

の内，2 手法を解説する．

5. 1 時系列データに関する新しいデータスカッシング

データマイニングにおいては，大量の時系列データを互いに

類似するグループに分類し，各グループの傾向や，グループに

おいて例外的な事例を論ずることが多い．この問題に対し，わ

れわれは類似例を抽象表現にまとめて高速に近似解を得るデー

タスカッシングに基づく新しい手法を提案した [7]．この手法

は，2 時系列データから動的時間伸縮法に基づいて平均的な時

系列データを求める新しい手続きに基づいている．大量の時系

列データは，この手続きによって抽象表現に変換され，動的時

間伸縮木と呼ぶ新しいデータ構造で管理される．大量の時系列

データが比較的少数の平均的な時系列データに圧縮されるため，

高速なクラスタリングが可能となっている．

オーストラリア手話データなどを用いた実験により，提案手



図 4 肝生検の前後各 500 日のデータから発見された類型．カラー画像は [5]

Fig. 4 Protypes discovered from data before 500 days and after 500 days from biospy.

Color figures can be found in [5]

図 5 肝生検の前後各 500 日における F4 患者のプロトライン．カラー画像は [5]

Fig. 5 ProtypeLines of F4-patients’ data before 500 days and after 500 days from biospy.

Color figures can be found in [5]

法の有効性が確認された．提案手法は，データスカッシングを

行わない場合に比較して 15 倍から 60 倍の高速化を達成した．

さらにクラスタリング結果の正確さに関しても，満足できる結

果を得た．



5. 2 集合値属性を許容する決定木学習法

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分岐限定法に基づいて学習する

方法を提案した [3]．提案手法により，集合値属性の構造を考慮

した可読性が高い決定木が高速に求まる．

提案手法の有効性を示すため，すべての部分集合分割を調べ

る力づく探索と，集合値属性を要素数分の 2 値属性に変換する

要素毎ビット法と比較した．問題の難易度を制御するために人

工データを用意し，実行時間と，決定木のエラー率とサイズを

計測した．図 6 に，(a, b) 集合値属性の要素数，(c, d) 部分集

合束における深さ，(e, f) クラスノイズ，および (g, h) 例数を

変化した場合の結果示す．図の左側のグラフより，提案手法は

要素毎ビット法に比較して，エラー率が低くサイズが小さい，

より良い決定木をほぼ常に構築することが分かる．力づく探索

は提案手法と同じ決定木を構築するが，図の右側のグラフより

低速であることが分かる．

6. 薬局の売上データからの例外的顧客の特定

商業データにおいては，コストと利益に関する分析が重要視

され，これは例外発見にも当てはまる．われわれは，薬局の売

上データから粗利が高い希少商品を購入することが期待される

例外的な顧客を特定する手法を提案した [9]．この手法は，顧

客間の類似度を閾値付 IDF 法と呼ばれる新しい指標で評価す

る．閾値付 IDF 法は，情報検索で提案された TF-IDF 法に基

づいており，注目する顧客たちが共に購入した希少商品に関す

る IDF 値の和として定義される．提案手法は，予測対象であ

る各顧客について注目する希少商品を購入した顧客群との類似

度を求め，各顧客を有望な順に整列する．

実験では，8,921 商品，10,434 顧客に関する，薬局 1 店の 3

ヵ月分のデータを用いた．最初の 2 ヵ月間を訓練データ，残り

の 1 ヵ月間をテストデータとし，顧客と顧客群の類似度を平均

クラスタ間距離，ベクトル間類似度，および共通アイテム数に

基づいて求める手法と比較した．図 7 に，ランダムに予測する

手法を加えた，平均粗利上位 100 商品に関する実験結果を示

す．図において各手法は折れ線で表され，各折れ線は左から順

に，上位 100 人，200 人，· · ·，1,000 人の顧客が購入すると予

測する場合に相当する．図より提案手法が適合率，再現率共に

最も高く，正確であることが分かる．この結果は典型的な情報

検索問題に比較して適合率と再現率が低いが，これはこのデー

タでは購入者と非購入者の比が約 1 万対 1 ～ 280 人であり，

商品購入以外の情報を用いていないためである．なおビタミン

剤や化粧品に関して，各手法で類似すると見なされる顧客に関

する共通商品を検討した所，提案手法が顧客の購買傾向を正確

に把握して予測に用いていることが分かった．

図 7 希少商品を購入する例外的顧客の特定結果

Fig. 7 Results for detection of exceptional customers each of

which is expected to purchase a rare item

7. スパイラル発見の自動調節機構

7. 1 反復データスカッシング

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．データの前処理は，

データマイニングプロセスにおいて最も労力がかかり，全労力

の 8 割が費されるとも言われる．

われわれは，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ブースティングについて，上記

の考えに基づき新しい手法を提案した．具体的には，パターン

抽出であるブースティングの結果をフィードバックすることに

より，データの前処理であるデータスカッシングのパラメータ

を自動調節する SB ループを開発した [1]．図 8 に SB ループ

の概念図を示す．SB ループではまずデータ圧縮の結果にブー

スティングを適用し，正しく予測された例空間の部分をより強

く，誤って予測された例空間の部分をより弱く圧縮するように

パラメータ Θ を調整する．この手続きは指定回数分反復され，

予測の困難さに応じてデータスカッシングの重要パラメータで

ある圧縮度合が適切に定まるようになっている．提案手法は，

例集合間の距離を例分布に基づき評価し，圧縮されたデータを

SF 木と呼ばれる新しいデータ構造で管理する．

われわれは，KDD Cup 1999 データマイニングコンテストで

提供されたネットワーク侵入データを用いて，提案手法をデー

タスカッシングなしのブースティングとデータスカッシングを

1 回だけ行うブースティングと比較した．実験では通常のアク

セスと最も頻度が高い 2 種類の不正アクセスを分類する問題を

設定し，12 個の数値属性を用いて例数を 30,000，60,000，· · ·，
270,000，291,834 と変化した．実験結果を図 9 に示す．図よ

り，提案手法はデータスカッシングなしのブースティングに比

較してほぼ同じ高正答率を達成し，実行時間が大幅に短いこと

が分かる．データスカッシングを 1 回だけ行うブースティング

は，最も実行時間が短いが，正答率が低いため提案手法に劣る
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図 6 集合値属性を許容する決定木学習法の実験結果

Fig. 6 Experimental results for decision tree wich allows set-valued attributes



図 8 反復データスカッシングに基づく高速ブースティング

Fig. 8 Fast boosting based on iterative data squashing

図 9 ネットワーク侵入データにおける反復データスカッシングに基づ

く高速ブースティングの実験結果
Fig. 9 Experimental results from network intrusion data for fast

boosting based on iterative data squashing

ことが分かる．なお，提案手法は種々の人工データに関しても

同様に良い結果を示した．

7. 2 データスカッシングに基づく異常値発見手法

異常値は，直観的には他の大多数の例とは異なる例と定義さ

れ，予測よりも意志決定を重視するデータマイニングにおいて

は重要な例外性を示すと考えられる．ブースティングは予測精

度が高い分類学習法として提案されたが，予測が困難である異

常値を特定する手法としても優れている．われわれは，データ

スカッシングとブースティングによる新しい異常値発見手法を

提案した [2]．提案手法は，基本的なデータスカッシング手法で

ある BIRCH に基づいてデータを圧縮し，圧縮されたデータに

AdaBoost を適用して異常値を発見する．

6. 節で紹介した薬局の売上データに関して，売上トランザク

ションを例とするデータ集合と顧客を例とするデータ集合を用

意した．前者は 5,417 トランザクション，後者は 19,582 顧客

から構成される．実験の結果，提案手法が興味深い異常値を特

定できることが分かった．例えば売上トランザクションを例と

するデータ集合からは売り子の入力間違いと考えられる一連の

トランザクションが発見され，顧客を例とするデータ集合から

は売上高が高いもののきわめて利益率が低い，いわゆるバーゲ

ンハンターに該当すると考えられる顧客が発見された．

8. お わ り に

非単調論理などにおいては例外の例外を目標とする研究が存

在するが，慢性肝炎データにおいては例外性を規定する通常の

知識が重要であると言われている．したがってスパイラル的例

外性発見も，発見された例外に基づいて通常の知識を反復的に

洗練していき，より良い例外を発見するアプローチが有望であ

ると考えられる．2. 節で述べたようにわれわれはスパイラル的

例外性発見により医師の興味を引く知識を既に発見しているが，

通常の知識をより重視するアプローチを念頭におき，3. 節以降

の研究を進めた．提案した手法はそれぞれ成功を収め，データ

前処理から可視化まで広範囲にわたる発見・学習手法が構築さ

れると共に，慢性肝炎データにおいても有望な結果が得られて

いる．

次年度以降は，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．特に，病院検査データの類型化手

法や時系列属性を許容する決定木学習法の発見・学習結果に基

づく例外性に重点をおく予定である．さらに，本計画研究の研

究分担者である鍾らが成功裏に開発している特異ルール発見手

法とスパイラル的例外性発見手法を統合し，システムとして実

装することを計画している．

文 献
[1] Y. Choki and E. Suzuki: Iterative Data Squashing for

Boosting Based on a Distribution-sensitive Distance, Prin-

ciples of Data Mining and Knowledge Discovery, Lecture

Notes in Artificial Intelligence 2431 (PKDD), Springer-

Verlag, pp. 86–98 (2002).

[2] S. Inatani and E. Suzuki: Data Squashing for Speeding up

Boosting-based Outlier Detection, Foundations of Intelli-

gent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2366

(ISMIS), Springer-Verlag, pp. 601–611 (2002).

[3] F. Takechi and E. Suzuki: Finding an Optimal Gain-ratio

Subset-split Test for a Set-valued Attribute in Decision Tree

Induction, Proc. Nineteenth International Conference on

Machine Learning (ICML), pp. 618–625 (2002).

[4] E. Suzuki: Undirected Discovery of Interesting Exception

Rules, International Journal of Pattern Recognition and

Artificial Intelligence, Vol. 16, No. 8, pp. 1065–1086 (2002).

[5] 鈴木英之進：スパイラル的例外性発見に向けてにおけるカラー画
像，http://www.slab.dnj.ynu.ac.jp/paper/20030315rep/figs

.pdf, 2003 (current January 31th, 2003).

[6] Y. Yamada and E. Suzuki: Toward Knowledge-driven Spi-

ral Discovery of Exception Rules, Proc. 2002 IEEE Interna-

tional Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Vol. 2,

pp. 872–877 (2002).

[7] 山田 悠，中本 和岐，鈴木 英之進：動的時間伸縮法に基づく時
系列データの高速クラスタリング，情報技術レターズ，Vol. 1，
No. 1，pp. 109–110 (2002)．

[8] 山田 悠，鈴木 英之進：動的時間伸縮法に基づく時系列データか
らの決定木学習，電子情報通信学会人工知能と知識処理研究会
等アクティブマイニング合同研究会 (2003)．

[9] 山口 直記，長浜 光俊，鈴木 英之進：少販売数アイテムに着目
した顧客 - グループ間類似度に基づく購買予測，第 16回人工知
能学会全国大会論文集，1A4-01 (2002)．

[10] T. Watanabe, E. Suzuki, H. Yokoi, and K. Takabayashi:

“Prototyping Medical Test Results in Chronic Hepatitis

Data with the EM Algorithm on Multi-dice Models”, Proc.

International Workshop on Active Mining (AM), pp. 45–51

(2002).

[11] 渡辺 健志，鈴木 英之進：プロトタイプラインに基づく医療検査
データの高次可視化，電子情報通信学会人工知能と知識処理研
究会等アクティブマイニング合同研究会 (2003)．



特異性指向マルチデータベースマイニング技法の研究
研究分担者 鍾寧 �前橋工科大学工学部�

研究協力者 大島宗哲 �前橋工科大学工学部�

研究協力者 奥野知弘 �前橋工科大学工学部�

研究協力者 中丸晃朗 �前橋工科大学工学部�

あらまし 実世界のデータベースは� それぞれ特定の目的に応じて作られており� データマイニングのために構築した

ものではない� そのため� 単一のデータベースに対してデータマイニングを行っても� 興味深く� 新規性や実用性のあ

るルールを発見するのは難しい場合がある� このようなルールを発見するためには� マルチデータベースマイニング・

多視点多面的分析が必要である� 本研究では� 複数のデータベース間の概念関係を表現する ����モデルを開発し �

���� モデルと昨年度開発した特異性指向マイニングをベースにした� マルチデータベースマイニング手法を開発し �

複数の分野のデータベースに適用してその有効性を確認する�

キーワード 特異性指向マイニング� マルチデータベースマイニング� ����モデル� 多視点多面的分析

����������	 
������� ������������� �����

���� ����	
 ������ �������
 �������� �����
 ���� ��������

�������� ����	 
	����
�� ���� �
	 
�
	�� ��	������ ����	��	�����
	� �� � �������	 ��
 ��	 ��
���	 �� ������

�����	��	 �� ���� �
������������ � �������	 ������ �������� � ��� �� ���� ���� �
	 
	������� ��� ��� �	�	���
� ��


������ ���	
	����� ����	
��� �� �	�� �� ���	 ��	���� ���	
	����� ����	
�� ��� ���	 �� �������	 ���� ���
�	� 
���	
 ����

� �����	 �������	� �� �
�	
 �� ������	
 �	�� ��
�
����� ��� ���	
	����� �����	��	 ����	� �� �������	�� �� �� �	�	�

��
� �� �	�	��� �	���� �	� ��
 ������ �� �������	 ���� ���
�	� ��� ��������	�� ��������� !	 	"�	�� ��
 �	�����
���

�
�	��	� ������ ���
���� ��
 ������ �� �������	 ���� ���
�	� ��� ��������	�� ��������� !	 �
����	 ��	 ����

#�	�	
�	 ��
���� �������	����������$ ���	� �� 
	�
	�	�� ��	 
	���� �� ������������	 ������� %�
 	"�	
�	�����


	����� �� ��
���� 
	����
�� ������������ ���� ��	 ��	����	�� ��� 	&	����	�	�� �� ��	 �
����	� ���
�����

��	
��� '	�����
��� %
�	��	� (������ (����)������	 (������ ���� (��	�� (����*��	�� *�������

�� 背景と目的

実世界のデータベースは� それぞれがある組織体の統合・共用

資源として� 特定の目的に応じて作られているものであり�デー
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のデータベースに対してデータマイニングを行っても� 興味深

く� 新規性や実用性のあるルールを発見するのは難しい場合が

ある �����

この原因として� 次の �つを挙げることができる� �� 特定の

目的に特化しているため� マイニングに必要な情報が不足して
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を与えない� そのため� �� は� ��と他の値との距離の和だけで

決定される� よって� 他とは大きく異なる特異データの �� は
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かつ ����� ��� � � である場合� 次の式を得ることができる�

�� ���� � �� � ���� � �� � ��� ���

この式において� ��は一定であり�どのような �� にも影響を

与えない� また� 頻度が多くなるほど � ��� は大きくなり� その

結果� �� は小さくなる� よって� 逆に頻度が少ない特異データ

の �� は大きな値となる�

以上より� 式 ���は� 他とは大きく異なり� 相対的に数が少

ないという� 特異データの特徴を表すことができると考えられ

る� �� は分布 �� と� 個々の距離 ����� ���に依存しているこ

と �式 ����から� 次のようなの性質的な特徴を挙げることがで

きる�

� 式 ���より� 頻度の低い値ほど � �� が大きな値となる傾

向がある�

� 式 ���において� 各項は頻度 �� と距離����� ���から作

られている� これは� 頻度が多い値から離れている値ほど ��

が大きくなることを示している� また� 頻度の少ない値から離

れている値は� �� が小さいため� 必ずしも特異であるとはいえ

ないことも示している�

� 式 ���を書き直すと� 次の式を得る�

�� ���� � �

��

���

��
�

������ � ����
� ���

つまり� �� は �� と他の値との距離の加重平均である� また�

距離 ����� ���と分散 ������ ����� � � � � �����の間には� 関係

があると予想される� 以上の事から� 他の値との距離が大きい

値は� 特異であると見なすことができる�

�� � 	
�	モデル

��	�モデルは� マルチデータベースにおいて� データベー

スリバースエンジニアリング� グラニューラコンピューティン

グ� 知識指向相関性分析などの技術を用いて発見した� 概念関係

を表現するモデルである�

メインデータソースから特異ルールを発見しようと試みるが�

単一データソースだけでは情報が不足している場合� 発見される

ルールは実用性のないルールがほとんどである� そこで ��	�

モデルでは� メインデータソースと関連のあるデータソースを

発見し� 複数のデータソースを用いて分析を行う �図 ��� 複数

のデータソースを用いることで� 不足している情報を補い� より

興味深い情報・概念・ルールの発見を行うことができる�

��	�モデルを用いた特異性指向データマイニングは次のよ

うになる�

（ �） 特異性指向マイニングの適用

メインデータソースに対し� 特異性指向マイニングを適用

する�

（ �） データ・属性の選択

発見された特異ルール・データの中で� 特に興味のある属性

�値� を選択する� ここで選択した属性を他のデータソースと

のリレーションの基準とし� 複数のデータソース間の関係を

��	�モデルを用いて表す�

（ �） 他のデータソースにおける特異データを選択

他のデータソースに対し� 特異性指向データマイニングを適

用し� 特異データを抽出する� 抽出したデータの中で� ステップ

�で選択した属性 �値�が一致する特異データを選択する�

（ �） 特異ルールの生成

ステップ �� �において発見された特異データ間の関係を調

べ� モデルに従って特異ルールを生成する�

�� � 	
�	モデルの拡張

��	�モデルを拡張し� 特異ルール発見手法と分類ルール発

見手法 ��� !�"�等の異なるルール発見手法を連携し� 多視点

多面的からの分析を行えるようにする�

��	�モデルにおいて� 他のデータソースから新たな情報を

得るとき� 必ずしも特異データを用いる必要はない� データの

特徴によって� 例外ルール発見手法や� 分類ルール発見手法を

使い分けることにで� より有用な情報を得られると考えられる�

また� 他のデータソースに限らず� メインデータソースに対して

も他のルール発見手法を適用し� 別の視点から解析を行うこと

で� 多視点多面的からの分析を行うことが可能となる� その結

果� より高次的なルールを発見することができる�

�� 実 験

�� � 慢性肝炎データ

��	�モデルを用い� 特異ルール発見手法である特異性指向

マイニングと分類ルール発見手法である �� !�"を組み合わ

せた� 多視点多面的分析を行った�

�� �� � 特異ルール発見手法

対象データは� 患者基本情報を始め� 院内検査データ中の化学

検査データ� 血液検査データの �つとした� その中から� インス



ユーザの視点と目的により
データソースの選択

メインデータソース

情報が足りないとき
関連するDBを探す

マルチKDDエージェントによる
多面的分析

特異性指向・興味深さの評価

背景知識の柔軟的利用

Date & RegionA supermarket-sale DB A weather DB

Date(July-30-97)
Region(Yamaguchi)

Turnover

Turnover(very-low)  <- Meat-sale(low) & 
                          Fruits-sale(low) & Vegetable-sale(low)

Date(July-30-97)
Region(Yamaguchi)

Typhoon(No.2)

Turnover(very-low) <- Typhoon(No.2)

例 :

RVERモデルにより発見
された概念のグラフ表現
さらに高次ルールの生成

興味深い情報・概念・ルールの発見

図 � ����モデル

タンス数が少ない ����� 件に満たない�� 属性数が少ない ��種

類に満たない�� 等のデータを除き� データが十分にあると考え

られるデータからマイニングを行った�

その結果� 複数の結果を得たが� そのうちのいくつかは� 同じ

患者のデータであっても異なる検査日のデータから発見されて

いる� 等の問題があるため削除した� 得られた仮説は次の通り

である�

（ �） �# $�
" �% ��& �'�( �
 �% )��� '�*'�

（ �） �# ��
 �% '�*' �'�( �
 �% )��� '�*'�

（ �） �# 
+, 	 �% '�*' �'�( �
 �% )��� '�*'�

（ �） �# 
 �% )��� '�*' �'�( �
 �% )��� '�*'�

この結果に対し� 専門家からは次のようなコメントを頂いて

いる�

通常� �
 は正常がおおむね �� 以下� 慢性肝炎が ��� 前後

の値を示す� しかし� 今回の例は ���を異常に越える値が示さ

れており� 通常の慢性肝炎とは考えにくい� 特に� �番目の仮説

に関して� ��
が非常に高い値を示していた患者について調べ

たところ� �例中 �例において患者の死亡が確認されており� 非

常に特殊な事例となっている� 今後� 必ずしも例外的に高いデー

タをピックアップするのみでなく� さほど大きな動きが無い慢

性経過についても調べる必要がある� ただ� このような手法が

医学的に意味をもたないわけではなく� 例外的症例を指摘する

複雑なデータ検索技術としての意義があると考えられる ����

�� �� � 分類ルール発見手法

+�-治療を受けた ,型肝炎患者のデータを抽出し� その治療

の効果を治療開始前に予測できるルールを発見することを目的

とした ����

対象データは� 患者基本情報を始め� 検体検査情報� 院内検査

データ� 外注検査データ� 肝生検情報� インターフェロン投与

情報� 血算データの . つである� その中から�  !,/0� ,/	�

$12�  
�  !2+1� �!2+1� +!2+1� 
1 � 32,� /�2� /,�!

$2� /,�!�-$ウム� /,�! 4
	� /,�!�-$� /,�!�-$

プローブ法� /,�!�-$ �� !
�,�の �� 属性を選択し� 特異

ルール発見手法と分類ルール発見手法 ��� !�"�を連携して�

多方面からマイニングを行った �5�� ����� �����

前処理として� +�-治療開始前の半年間に検査結果が無い・

+�-治療後の一年間に検査結果が無い・+�-治療後の一年間に

�
 を検査していない� の �パターンを除き� +�-治療を受け

た ,型肝炎患者のデータを抽出した� また� 各条件属性値を次

のように処理した� 各患者の治療開始前の一年以内に存在する

検査値を半分に分割し� 前半と後半にグループ分けをし� それぞ

れのグループの各検査値の平均の差を求め� 検査値が下がった

場合は 67�&(8� 検査値が上がった場合は 698� 変化が無かっ

た場合は 6:8� 検査していない� または検査回数が一回しかない

場合は 6;8とした� その結果� 抽出した検査データは� �<�件と

なった�

また� +-�治療を行う前後における患者の �
 の検査結果

値の変化により� +�-が患者に対して有効であるかクラス分

けを行った �表 ��� ここで� ���%% ��は ��%9�(%�� ���%% ��は


������ ��%9�(%�� ���%% ��は $**��)���� に相当している�



表 � ���の検査結果値によるクラス分け

��	

 治療前 治療後半年以内 治療後半年以内に検査値が変化した後

�� 考慮しない 正常範囲 さらに半年間� 正常範囲を維持

�� 考慮しない 正常範囲の倍 さらに半年間� 正常範囲の倍を維持

� 考慮しない 治療前を超過 �����������

�� ��� 上記以外 �����������

表  実験結果と医師による評価

����
���	

 ���� ��
���
� ������� ������	������ �������

�  !"�#�$�� � ! � ��� ��"�%� �&'(�)*+, - �

 !��#�$�� � �./���� � 0 /1.�%� �-'-�)���, + &

! � ��� �� �� �%� �+'-�)2&, - �

 !��#�$�� � � /1.�#�$�� � 1 /1.���� �+'-�)2&, + &

�.����� � ! � ����%� �+'+�)���, - �

�  !"�#�$�� � 1 /1.�#�$�� � ! � ����%� �+'+�)���, - �

����
���	

 ���� �	���	� ��
���
� ������� ������	������ �������

�./���� � 1 /1.�#�$�� � !�/�#�$�� �&'2�)2�, � &

 !��#�$�� � ! � �/�#�$�� �+'+�)���, � +

�  !"�#�$�� � 1 /1.�%� �+'+�)���, + +

����
���	

 ��� �33�	�	�� ������� ������	������ �������

�  !"���� � �./�#�$�� � ������ �&'2�)2�, + &

0 /1.�#�$�� � ! � ��� ��"�%� �+'-�)2&, + -

�  !"�#�$�� � � /1.���� � 0 /1.�%� �+'-�)2&, + -

 !��#�$�� � � /1.���� � 0 /1.�#�$�� �+'-�)2&, + -

����
���	

 ���� "�4��
 ������� ������	������ �������

 !����� � ! � ����#�$�� ��'��)���, � �

������ � ! � ��� ��"���� ��'��)���, � �

 !��#�$�� � ���%� ��'��)���, � �

�  !"���� � 0 /1.���� � ! � ����%� ��'��)���, � �

以上の条件で実験を行った結果� 表 �のような結果を得た�

$���9��=������ -�)����は専門家の評価である� $���9��=�����

は� 臨床的経験・知識から見て受け入れられるかどうかで示さ

れており� どちらでもないものは �� 受け入れられるものは ��

受け入れられないもの �%99���数が少ない点を含めて�は �と

なっている� -�)����は� 過去の知見に抵触せず� 珍しくないも

のは �� 今までの知見にはないような新規的な属性 �値�の組み

合わせを用いたルールは �となっている�

実験結果において� 肝炎データセットの中に ���%% �� に

属するインスタンス数が少なかったため� 導出したルール

のカバーインスタンスも少なくなっている� また� ���%% ��

以外では� /,� ウイルス量（/,� �-$� /,� �-$ 
�0�

/,� �-$ � 
�,）に関する属性を含むルールが導出され

た� 特に ���%% ��では� その傾向が著しい� しかし� 専門家によ

ると� 基本的に /,�ウイルス量が急激に増減するという経過

を観察することは困難であるという� したがって� これらの属性

を含むルールは $���9��=�����の評価が高かったとしても� 実際

の治療で活用することが難しい� ただし� あるクラスと /,�ウ

イルス量の相関性について議論する際には有用であると考えら

れる� また� 同一クラスの中のルールで� 相反する属性値をとる

属性を含むルールが存在する� 例えば� ���%% ��の  ,/0�9�

と  ,/0�7�&(�が挙げられる� このような属性を含む場合�

専門家でもルールの解釈が難しくなってしまうため� 何らかの

対処が必要である�

�� � 人物追跡データ

複数の人物が動画像で撮影されている環境において� 人物追

跡技術により求められた個々の人物動線 �軌跡�のデータから�

人物の特異事象 �行動�を検出したり� 軌跡による人物行動の法

則性を発見するための特異性指向マイニングを行った�

今回利用した動画像は� 駅の改札口付近の画像であり� 不審な

動き �特異な行動�をとっている人物を発見することが目的と

した�

前処理として� 動画像から各人物の動きを抽出し� >!4座標

系に変換した� また� 変換した座標列の構造解析を行い� 人物の

来た方向・向かっている方向・歩く方向を変えた回数を抽出し�

条件属性とした� その結果� 抽出できた人物の数は� ���人程度

となった�

実験を行った結果� ��人が特異な行動をとっていると判断さ

れた� しかし � 実際に動画像と比較した結果特異であると判断

できるのは� そのうちの � 人程度であった� 正確な結果が出な

かった原因として� 条件とした属性が不足していたことが考え

られる� 人間の行動パターンを表すために必要な条件を考慮し�

属性を追加する必要がある� また� 時間帯により� 全体的な人の

流れが変わると考えられるため� 各時間帯により特異といえる

行動は移り変わると考えられる� そのため� 特異な行動をとっ

ている人物の抽出だけではなく� 一般的な行動も抽出し� ��	�



モデルを用いて比較を行うことで� 各時間帯に �対応した不審な

行動を発見することが可能であると考えられる�

�� � 人間の認知活動に関するデータ

脳は何もしていないときはどこも反応していない� とすると�

反応している座標は特異点であると考えられる� このことから�

脳の反応部位を探すことは特異性指向マイニングをすることと

等価であると考えられる�

本実験では、計算問題における聴覚・視覚実験によって撮影

された #?�+画像を� ?	�@�解析ソフト�で解析した� その結

果� 脳の反応があったと思われる座標の各反応値から� 人間の

多感覚認知メカニズムを解明することを目的とし� 特異性指向

データマイニングを行った ���� �����

前処理として� 次の処理を行った� 反応があったと思われる

座標を 2��7A�(( $���に当てはめ� 座標から部位に変換した�

このとき� 複数の座標が同一の 2��7A�(( $��� に当たる場合

は� 各反応値の合計をそのエリアの値とする� この実験におけ

る被験者数は <人であり� 2��7A�(( $���は ��エリアに分け

られている� また� 今回の実験は被験者ごとの特徴を比較する

のではなく� 各被験者における脳の反応部位の特異点を探すこ

とである�

各エリア毎の反応値を元に� 特異性指向マイニングを用いて

特異点を求めた� このとき� 式 ���と式 ���のパラメータとし

て� � � ���� � � ���とした� マイニングの結果は� 表 �� �のよ

うになった�

この結果より� 視覚実験において視覚に関する分野

2$�.��5��<が特異データであると示されている� しかし� 聴覚

実験において反応すべき分野 2$�����が特異データであると

示されていない点もあり� 一部解析が正しく行われていない部

分もあることが分かる� また� 両実験共に 2$��が特異データ

であると示されていた点について� 興味が伺える�

今回の実験結果に対して� 専門家から次のような評価を得て

いる�

（ �） ?�+環境下では� 撮像音の為に初期聴覚野が常に賦活

されている可能性があるため� 聴覚野の賦活が抽出されない可

能性がある�

（ �） どちらの実験においても� 2$�<���の賦活が見られる

点においては� 計算課題として妥当性が高いと思われる� ただ�

導出部位のばらつきが多いことからそれ以外に関しては綺麗な

結果が得られてないのではない可能性がある�

（ �） 聴覚結果にしても 2$�<の視覚野が賦活している� こ

れが正しければ音声刺激を一度視覚情報に変換している事の証

明になるはずである�

今回の実験では� 2��7A�(( $���ごとの反応値にまとめマ

イニングを行った� しかし � この方法では精度が不十分である

と考えられるため� より正確な結果を得るために� 全ピクセルを

対象とした特異性指向データマイニングを行い� その結果にお

ける特異データが 2��7A�(( $���のどの分野に該当するか�

という実験の手順を入れ替えた実験を行う必要がある�

�� 考 察

単一のデータベースからのマイニングでは情報が不足してい

た場合� 役に立つルールを生成することが難しかった� しかし�

��	�モデルを用いてマルチデータベースからのマイニング

を行うことで� 不足していた情報を補ってのマイニングが可能

になった� また� 複数のルール発見手法を組み合わせることで�

多視点多面的からのマイニングを行うことができるようになっ

た� 今回の実験により� 提案した特異性指向マイニング手法は

複数分野におけるマルチメディアデータへも有用であることが

分かった�

今後は� 特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法

を統合化し� マイニングプロセスのメタレベルの制御メカニズ

ム及び複数のエージェントによるマルチメディアデータからの

スパイラル的マイニングシステムとして実装する ���� �<�� また�

慢性肝炎データ� 人物追跡データ� 認知活動に関する実験データ

などに対して実験を続け� さらに� ウェブサービスに関するログ

などから特異性指向マイニングを中心とした多方面的分析の実

験を行う予定である ���～�.�� �����
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素性の組み合わせを実現する ����� ��� ���	�
 と
その高速化

研究協力者 工藤 拓 �奈良先端科学技術大学院大学�

研究代表者 松本 裕治 �奈良先端科学技術大学院大学�

あらまし 近年� ������	 
��	�� ������ を中心とする ������ 法が注目され� 多くの分野で応用されている� ������

法により� これまで巧妙に選択する必要があった「組み合わせ素性」を一般性や計算量を落とすことなく取り入れる

ことができる� しかし � ������ を用いた場合には� 素性の組み合わせは陰に展開されるため� 有効な素性の分析が難し

く� さらに� 解析時の計算量が大きくなる問題がある� 本稿では� まず� 素性の組み合わせを実現する ����� ��	 ������

を定式化する� 次に� バスケットマイニングアルゴリズムを用いて� サポートベクターの集合から有効な素性の組み合

わせを発見し� 単純な線型分類器に変換することで� 解析の速度向上を試みる� 日本語係り受け解析における実験では�

������ を用いた通常の解析器に比べ� 約 ��倍の速度向上に繋がった�

キーワード ������	 
��	�� ������� ������法� ����� ��	 ������� ��	� �����

��� �
����� ��� ����� ��� ���	�
�

� ���	�
 ���� �����	 ������� �����	����	

���� ����� �� � !������
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�	
 ���� ������	 
��	�� ������$� ������ �	��#� ����� ��	 ������� ��	� �����

�� は じ め に

近年� ������� �	
��� ��
��	 ���� を中心とする �	��	� 法

が多くの分野に応用され� いずれにおいても高い精度を示して

いる� 例えば� 自然言語処理においては� 文書分類 ���� テキスト

チャンキング ���� 固有名詞抽出 ���� ����� 構文解析等 ����のタス

クに応用されている�

パターン認識における従来の方法論は� 与えられた学習デー

タを分類に寄与するであろうできるだけ小さな素性集合で表現

し（注�）� その後に� 分類誤差が小さくなるような識別関数を構成

するものであった� 一方� ��� では� �	��	� 関数を使い� 超高

次元空間上にデータを写像し� そこでの線型分離を考える� こ

のとき� データを表現する素性空間は非常に大きいのにもかか

わらず� 分離平面はマージン最大化により決定されるため� 汎化

（注�）：人手で巧妙に素性集合を表現したり� ��� 等の次元圧縮手法を用いて素

性集合を選択する

誤差を小さくすることができる� �	��	� を用いた ��� では�

巧妙な素性選択をせずとも� 従来手法で巧妙に選択した場合と

比較して� 少なくとも同等か場合によってはそれ以上の認識率

が得られることが実験的に知られている�

しかし� ���に問題点が無いわけではない� まず� �	��	� 関

数は� 素性空間を陰に表現するために�どのような素性の組み合

わせが �一般には事例の部分構造が� 分類に寄与しているのか

が分からない� 分類に有効な素性は� 我々が知らない一種の知

識と考えられるため� 有効な素性そのものを分析対象したいこ

とがある� もう一つの問題とは分類速度である� �	��	� 関数を

用いた場合の分類速度は� サポートベクターの数 �時として数

万になる�に依存するため� 大規模なテストデータの分類は困

難である�

本稿では� まず� ���	� �	� �	��	� という集合の内積を与え

る �	��	� を定式化する� この �	��	� は� 自然言語データなど

の離散的データを分類するための� �	��	�である� 次に� ���	�

�	� �	��	� に基づく分類器の高速化について ����� ��� �



つの手法を提案する� 日本語係り受けにおける実験では� �	��	�

を用いた従来の分類器に比べ� ����で �倍� ��� で約 �!倍

の速度向上に成功した�

�� ������ 	�
��

正例� 負例 の二つのクラスに属す学習データのベクトル集
合を�

���� ���� � � � � ���� ��� �� � �� � �� � �������

とする� ��� では� 二値分類を仮定しているために� �� は�

クラスに応じて "� もしくは� #� をとるものとする� この時�

��� の分離関数は� 次式で与えられる�

� $ %&�
� ��
���

��������� � ���� " �
�

���

ただし�

（ �） �は� �� から �� �一般に � � ��への写像関数で

あり�

（ �） ��� � � �� ! �$ �� �$ 	 である�

ここで� 高次元空間への写像関数 �は� すべての事例が� �� に

おける超平面で分離できるようにユーザが設計する� 通常� �

は� � よりもはるかに高い次元になるために計算量が大きくな

る問題がある� この問題を解決する手段として �	��	� 関数が

ある� 式 ���より� 実際に ��� を構成する場合には� 写像関

数は� ����� � ���� という内積の形で出現する� 本稿では� ���

の最適化手法について言及しないが� ��� における学習の式

も� 写像関数の内積のみで表現できる� したがって� 高次元空

間 
� 上での内積 ���� � ����� が効率良く計算できれば� 
�

が高次元空間であることの計算量的問題は解決できる� このよ

うに� 写像された高次元空間上での内積を表現するための関数

�������� $ ����� ������を �	��	� 関数と呼ぶ� �	��	� 関数

を用いると� 式 ���は以下のように書き直すことができる�

� $ %&�
� ��
���

����������� " �
�

���

式 ���より� ��� の学習� 分類には� 陽に表現された素性の

集合は必ずしも必要ではなく� 事例間の類似度 �内積�を与え

る �	��	� 関数のみ定義できればよいことが分かる（注�）� 実際

に� 近年� 素性の集合として表現するのが困難である離散データ

の分類のための �	��	� 関数の提案が活発である� 文字列間の

内積を与える �����& �	��	� ����� 順序木の内積を与える '�		

�	��	� ���� �(�� さらに� 無向グラフのノード間の内積を与える

)	*�%��� �	��	� �+�などが提案されている�

�� ����� ��
 ������

ここで� 分類したい事例 � が� 集合として表現される場合を
考える� 集合 � は� 素性空間を以下のような � 値ベクトルで
表現することと等価であり� 実数値の素性ベクトルの特殊形と

（注�）：実際には ��	
�� として満たすべき制約 ��	��	�� ��
�����
�が存在

する

なる�

���� ���� � � � � ���� ��� �� � ��� ��� � �� � �������

�	��	� 法の考えに従えば� ��� を適用するには� 集合を分類

するための「適切な」�	��	� を設計すればよい� 本稿では� そ

のような �	��	� の一種として� ����� ��	 
����� ��
�

を与える�

［定義 �］ ����� ��	

集合 � �要素の数を ��� と表記� の ���	� �	�  ���とは� �

のすべての部分集合の集合である�

［例 �］ � $ ��� �� ��

� ��� � ��� ���� ���� �	�� ��� ��� ��� 	�� ��� 	�� ��� �� 	��

［定義 �］ ����� ��	 
����� ���� � �

集合 ��� の内積を与える �	��	� ����� �が ���	� �	� �	�#

�	� であるための必要十分条件は�


���� � �

��
���

	� � ����� � � �� � � �� ��� � ��

となる �� � �� が存在することである�

�� は� サイズ � の部分集合をどれだけ重要視するかを与える事

前分布となる� 本稿では� �� を� 部分集合重みと呼ぶ� 個々の

��� は� 固有の部分集合重み分布を持ち� その分布が �	��	�

としての性質を与える�

［例 �］ � $ ��� �� ��� � $ ��� �� ��

�� $ �� �� $ �� �� $ �� �� $ �

����� � $ � � � " � � � " � � � " � � ! $ �

�� � ����� ��	 
����� の周辺定理

［定理 �］ � を任意の正の整数とする時� ����� � $ �� � � ��

は� ���	� �	� �	��	� ある�

［証明 �］ 付録 ,を参照� 本稿では� ���� � � $ �� � � �� の

部分集合重みを �� $ � ��� �� と記す�

［定理 �］ 関数 ��� � �� を� � 回微分可能で� �����!� �$ !

なる関数とするとき� ����� � $ ���� � � �� は� ���	� �	�

�	��	� である�

［証明 �］ ���� � � $ ���� � � �� は�

����� � $ ���� � � �� $

��
���

�����!��� � � ��

�-

のように漸近展開できる� �� � � �� は� ���であることに注意

すると� 部分集合重みは� �� $
��

���

	������
�����
��

となる� よっ

て� ����� � $ ���� � � �� は� ��� である�

�� � ����� ��	 
����� の例

�� �� � 多項式 �	��	�

集合 ��� に対する� �次の 多項式 �	��	�は� 次式で与えら

れ� 定理 �より� ��� となる�

����� � $ �� " �� � � ��� $

��
���

�	��� � � ��

また� 上式より� � 次の 多項式 �	��	� は� 部分構造重み

�� $
��

��� �
	� � ���� �� を持つ� � 次の 多項式 .	��	� の場

合は� �� $ �� �� $ +� �� $ ��� �� $ ( となる�



� � は� ��� を構成する関数 ���� � � ��
� 集合 � を分類するための 関数
������	� 	����������

 � � � 配列� 値を � に初期化
�	
��� � � �

�	
��� � � ����
� � � � �

���
���
����� � � �戻り値� 実数
�	
��� � � ��	
����� �� ���� � ����

���

���
� ����������

���

図 � 
��� の擬似コード

�� �� � /01 �	��	�

集合 �� � に対する� /01 �	��	� �分散パラメータ � � �	�

は� 次式で与えられる�


���� � � ���������� � �� �� � ��� � � ���

� ���������� ���������� ������� � � ��

ここで ��� $ �� � $ ��定数� �集合の要素数は一定� と

いう仮定をおくと� /01 �	��	� は� 定理 � より� ��� と

なる� また� この時� /01 �	��	� は� 部分構造重み �� $

	2��	����
��

���

�����
�����
��

を持つ�

�� ����� ��
 ������ の高速化

本節では� 式 ���で与えられる分類関数について� その高速化

手法を述べる� ただし� 関数 � は� �定理 �� をみたす関数である�

� $ %&�
� ��
���

���� � ����� ���� " �
�

���

便宜的に� 本稿では� 式 ���の分類手法を ��
� �0�%	���	� と

呼ぶ�

�� � ��
� �����	�� ��������	�	����

式 ���の分類計算量は� 事例 � とサポートベクター ��との

共通要素を列挙するのに ������� さらに� サポートベクターが

� 個あるため� 全体として ����� � �� となる� しかし� 事前に�

� 中の各要素 � � � が�どのサポートベクターに出現するか

が分かっていれば� 共通要素の数を全事例について列挙する必

要はなくなる� これは� 情報検索の転地インデックスと同じ考

えである� 図 ���にアルゴリズム ���� の擬似コードを示す�

����は� 要素 � を含むサポートベクターを返す関数 �テーブル�

である�

���� の計算量は� ����� �� "�� である �� は� ������ の平

均値�� ����は� � が小さい時� すなわち� 素性空間が疎の場合

に特に高速となる�

�� � ��
� �������� ��������	�	����

�� �� � 基本的なアイデア
��� の定義より� 関数 � には� 固有の部分集合重み �� が存

在する� �� を用いると� 式 ���は� 以下のようになる�

� � 	��

� ��
���

����
������ � �

�
���

ただし �


������ �

��
���

	� � ����� � � ��� ���� ��� � �

ここで� すべての部分集合 � �
��

���
 ���� について�

���� $
��

���
������������ �  ����� を事前に求めておけば�

式 ��� は� 式 ���のような簡単な形になる�

� $ %&�
� �
�� ���

���� " �
�

���

式 ��� による分類アルゴリズムを� 本稿では ��� と呼ぶ�

��� の計算量は� ��� ����� となり�サポートベクター数 �

に依存しない� さらに� 部分集合 � について ������ の大きい �

は� 分類に寄与する部分集合となる� つまり� 分類に寄与する部

分集合を陽に提示することが可能となる�

�� �� � �の算出方法

次に � $ ������� ������ � � � � ������ �� $ �
��

���
 ������

の具体的な算出方法について述べる� � 次の多項式 �	��	� の

ように� サイズ � までの部分集合のみを列挙すればよい時は�

���� $
��

���
������������ �  ����� を用い� 直接算出できる�

これは� 磯崎らが �次の 多項式 .	��	�に限り� 素性中のすべて

の �つまでの組み合わせを全展開した手法と本質的に同一であ

る ���� しかし� �次や �次の多項式 �	��	� の場合� 組み合わせ

の数が指数的に増え列挙が困難である� そこで� 以下のような

近似解 �� を求め� 代用する�

［定義 �］ � の近似解 ��

� $ ������� ������ � � � � ������ について� ���	 � ���� �

���� ����	 � !� ���� � !� となる場合は� ���� $ ! に近似す

る� 結果� 作成されたベクトルを � の近似解 �� と定義する�

��は� !付近の微少な範囲 ����	 � ����� 内にある重みをもつ

部分集合は分類に寄与しないという仮定の基での近似解である�

�� の導出は� 次に述べるマイニングタスクと本質的に同一で

ある�

［定義 �］ 有効部分集合のマイニングタスク

サポートベクターの集合 ���������� � � � � ���������� 部分

集合重み ��� ��� � � � が与えられた時に� ���� �$ ���� または

���� �$ ���	 となるような� 部分集合 � と� その重み ����を網

羅的に求めよ�

有効部分集合のマイニングタスクは� バスケットマイニングタ

スクの変形とみなすことができ� ,������ ���をはじめとするマ

イニングアルゴリズムを用いて効率良く算出できる� 実際には�

オリジナルのアルゴリズムに対し以下の �点の変更を与える必

要がある�


 サイズの制限

�次の 多項式 .	��	� の場合は� �個 までの部分集合を列挙す

るだけで十分である�


 部分集合重み ��

サイズ � の部分集合の頻度は �� 倍される� 一般にマイニング

アルゴリズムの多くは� 小さい部分集合から�集合のサイズを深

さ優先または幅優先で大きくしながら� 頻出部分集合を列挙す

る� そのため� 大きい部分集合に対する重み �� が� 小さい部分



集合に対する重み �� より大きい場合� パターンを取りこぼして

しまう可能性がある� そのため� 最悪のケースを考え� �� のう

ち最大の値 �����$ 3�2����� ��� � � � � �����を選び� 部分集合の

サイズに関わらず� ���� 倍した頻度によってマイニングアルゴ

リズムを動作させる� 一方� 実際の部分集合 �の頻度は� マイニ

ングによって得られた頻度を ���� ���� 倍して求める�


 頻度 ��������

データベース中の各トランザクションが� サポートベクター

�� に対応する� マイニングアルゴリズムを動作させる時には�

�������� をそのトランザクションの頻度とみなす�


 正例4負例

各トランザクザクションは� 	�	� の範囲の頻度を持つ� こ

のため� 正例 ��� � !�� 負例 ��� � !�のトランザクションに分

け� それぞれ独立にマイニングを行ない� 結果をマージする�


 最小サポート ����� ���	

���� および ���	 は�どれくらいの近似精度を要求するかを決定

する変数である� 一般に� 正例と負例の事例数には� 偏り �5��%�

がある� その偏りを考慮し� ユーザは閾値 ��� !� のみを与え�

それを以下のように正例と負例の数で線型分配して ����� ���	

を決定する�

���� $ � �
�サポートベクターの正例数
全サポートベクター数

�

���	 $ 	� �
�サポートベクターの負例数
全サポートベクター数

�

マイニング後� 部分集合 �と� それに付与される重み ����の

タプルの集合 6 $ ���� ����� が抽出される� この集合を効率

良く保持するために� 共通部分を共有する '/� を作成する�

'/� の各ノードには� そのノードに対応する部分集合が持つ

重み ����が格納される� 事例 � を分類する時は� � の部分集

合を深さ優先に列挙しながら� '/� の ノードを探索していけ

ばよい� '/� の実装として� )��5�	#,���7 ���� �8� を用いた�

�� 実 験

�� � 設 定

提案手法の有効性を示すために� 日本語係り受け解析タスクに

対し実験を行った� 採用した係り受け解析モデルは� 9�%
�:	:

9�.��& ��:	� ����と呼ばれるモデルで� 直後に係るか係らな

いかのみで動作し� その判定に ��� を用いている�

実験に用いたコーパスは京大コーパス（�	�%��� ��!）��!�の

一部で� 学習には �月 �日から 8日分（+��8文）� テストには

� 月 � 日分の （���( 文）を用いた� これは� 文献 ���� で用い

たデータと同一である� また� 実験には� � 次の 多項式 .	��	�

を用いた� これも� 文献 ����と同一の設定である� /01 �	��	�

については� 分散パラメータの値に精度が敏感に反応し� 本タス

クでは実用に向かなかったので� 実験を行っていない� すべて

の実験は� ; <= ���>?@ ��!>57�	 �	3��7の A���2 上で実

験を行った� マイニング�解析のプログラムは� すべて 9"" で

実装した�

表 �に� 実験データのサイズ等の情報� それぞれの解析精度

�係り受け精度�� および式 ��� の通常の �	��	� を用いて解析を

行った場合の解析時間を示す�

�� � 結 果

表 �に� �を !��から !�!!!� まで変化させた時の� 解析時間�

解析精度� モデルサイズをまとめる� � $ !�!!!� の時に� テス

トデータを通常の �	��	� を用いた分類器と同じ精度で解析す

ることができた� この時の解析速度は� 通常の �	��	� を用いた

分類器に比べ� 約 �4�! �!�!!�+4!��8�8� となった�

図 �に� 実際抽出された �つ組パターンのうち� 値の大きい

ものを �つ列挙した� 「名詞と 名詞」「～を中心に」「～から～

まで」といった� 頻出する言い回しを適度に一般化した素性の

組みが抽出されている�

�� � 頻度によるフィルタリング

実験より� 通常の �	��	� に基づく解析器と同程度の解析精

度を得るためには� 少なくとも � $ !�!!!� 程度に設定する必

要があることが分かる� しかし� この時のパターン数は� 約 8�(

万 で�モデルのファイルサイズは� ����0 にも及び� 非常に大

きく� あまり実用的ではない�

一般に� 6 のサイズが小さくなれば� '/� を探索する空間

が減少するために� 速度向上に繋がる� そこで� 不必要な部分

集合を削除するために� サポートベクターの集合から� 6 中の

各部分集合の出現頻度を計算し� 高頻度の部分集合のみを残し�

残りを削除するという単純なフィルタリング実験を行った� 各

部分集合の頻度は� ��	B2���� を用いて効率良く計算できる�

�$!�!!!�にし� 頻度閾値 !�$ ��� �� �� ���回以上のパターンの

みを残した実験結果を表 �に示す�

結果 ! $ � とした場合� サイズを約 �4� にすることができ

た� また� 若干ながら精度向上 �8����C�8����C�が確認でき

た� これは� 低頻度にもかかわらず� 高い重みを持つ部分構造が

削除されたからと考える� このような部分集合は� 学習データ

の誤りや特殊な事例と考えられ� 過学習の原因になりやすい�

�� 今後の課題とまとめ

本稿では�データマイニングの手法を使い� 学習後のサポート

ベクターの集合から� 分類に寄与する有効な素性の組み合わせ

�一般には事例の中の部分集合�を抽出� 提示する手法を提案し

た� 具体的には� 部分集合 �	��	� という種類の �	��	� に注目

し� その �	��	� の 部分集合の展開に データマインングアルゴ

リズムの �つである ��	B2���� を用いた� 日本語係り受けの

実験では� �	��	� を用いた従来の分類器に比べ� �!倍の速度向

上に成功した�

今後は� 部分集合 �	��	� のうち /01 �	��	�に関する実験�

係り受け解析以外のタスクにおける実験を行いたいと考える�

さらに� 部分集合 �	��	� 以外の �	��	� �'�		 �	��	�� �����&

�	��	��についても 部分木 や 部分系列のマイニングアルゴリ

ズムを用い� 提案手法の有効性を検証したいと考える�

付 録 �



� �係り元�主辞�品詞細分類�普通名詞� ���

�係り元�機能語�表層�と� ��� �係り先�主辞�品詞細分類�普通名詞�

�「普通名詞 と 普通名詞」並列構造	

� �係り元�機能語�表層�を� ��� �係り先�主辞�表層�中心� ��� �係り先�機能語�表層�に�

�「～を 中心に」 頻出言い回し	

� �係り元�機能語�表層�から� ���

�係り元�機能語�品詞�助詞� ��� �係り先�機能語�表層�まで�

�「～から ～まで」 頻出言い回し	

図 � 取り出された � つ組み部分集合の一部

表 � 係り受け実験データとベースライン結果

学習データ数 �� 数 �正例�負例� 次元数 平均非 � 次元数 解析時間 �秒�文� 係り受け正解率 ���

������� ������ ��������������� ������ ����� ������ �����

表 � 実 験 結 果

� 解析時間 �秒�文� 係り受け正解率 ��� ��� ���� ファイルサイズ ���

��� ������ ����� ����� ���

���� ������ ����� ������ ���

���� ������ ����� ������� ����

����� ������ ����� ��������� ����

����� ������ ����� ��������� �����

������ ������ ����� ��������� �����

������ ������ ����� ��������� �����

通常 ��	
�� ������ �����

表 � 頻度によるフィルタリング結果

� 解析時間 �秒�文� 係り受け正解率 ��� ��� ���� ファイルサイズ ���

� ������ ����� ��������� �����

� ������ ����� ��������� �����

� ������ ����� ��������� ����

� ������ ����� ������� ����

���� � �

��
���

���������� ���

�証明 集合 ��� は� 集合 � � ��� �� � � � � �� の部分集合とする� この

時� 共通要素の個数 �� � � �は� 以下の �値ベクトルの内積 � � � と同

値である�

� � � ��  �� � � � �  ��� � � ���� ��� � � � � ���

�ただし  � � �� � ��� ���

 � は� 集合 � が要素 ! を含む時に �� それ以外に � となる� この時�

多項定理を用いると

�� � ��� �

� ��
���

 ���

��

�

��	���	�����
�����

�!

"�! � � � "� !
� ������ � � � � ��� ���

となる�  
��
�

� ��� �� に注意しながら同類項をまとめ� さらに対

称性に注意すると�  個 � � ��� �� � � � � ��� の部分集合の個数は�

� ��� ��� � � �  ���� の係数となる� よって�

���� � �

��	���	�����
�����������������

�!

"�! � � � "�!
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������� ��	��� 
�	���を用いた英語の依存構造解析
研究分担者 山田 寛康 �北陸先端科学技術大学院大学�

研究代表者 松本 裕治 �奈良先端科学技術大学院大学�

あらまし 文書の内容に踏み込んだ検索や情報抽出を行なうために，最低限に必要な統語解析として，単語間の依存

構造解析がある．本稿では，機械学習アルゴリズム ������� 	
���� �����
��	�� を用いた英語の依存構造解析法

を提案する� 統計的構文解析を様々な分野のテキストに適用する場合� 適用分野毎にある程度の構文解析済み訓練デー

タを用意する必要がある� よく利用される �
�� ��

��� のような複雑な句構造木は� そのタグ付け作業に文法的な

専門知識を必要とするため� タグ付け作業者が限定される� その結果� 様々な分野で訓練データを用意することが現実

的に困難となる� 依存構造は句構造木のような複雑さは大幅に削減されるため� 対象言語を母国語とする多くの人が�

タグ付け可能となる� また� 構造が簡潔なためタグ付け作業者間での揺れを軽減し � 様々な分野で高品質の訓練データ

を作成することが期待できる� そこで� 直接依存構造を学習する高精度な依存構造解析器を構築することが重要とな

る� 提案する依存構造解析手法は� �種類の手続きを用いて決定的に依存木を構築する� また解析の各段階で� 適切な手

続きを推定するために �	�を用いて学習を行う�

キーワード 統計的構文解析� 決定性構文解析� 依存構造解析� サポートベクター学習
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�� は じ め に

構文解析は� 自然言語処理における基礎技術の一つであり� 機

械翻訳や情報検索など幅広い応用に使用されるため� 汎用的で

高精度な解析を実現する必要がある� 統計的構文解析は� 解析済

コーパスから� 解析に必要な規則を自動学習することで� 高い汎

用性と解析精度を実現する� 近年� より高い精度で解析するた

めに� 人手で解析された訓練コーパスから教師有り学習を用い

て解析規則を自動学習する研究が多く行われている ���� ���� �����

これらの研究の多くは 	
�� �

���� ��� の句構造木を学習

データとして使用している� 	
�� �

����から学習した構文

解析器を使用し� 多分野へ適用することは可能であるが� 高精度

の解析を実現するには� 適用分野毎にある程度の学習データを

用意する必要がある�

しかし 	
�� �

���� には 品詞タグ以外に �� 種類のラベ

ル �句�から構成される複雑な句構造解析木がタグ付けされてお

り� これらのタグ付け作業者は英語を母国語としていることだ

けでなく� 英文法に関する専門的な知識を持っている必要があ

る� また適用分野が� 新聞記事のような一般的な分野ではなく�

医学生物学分野のような専門性の高い分野では� 言語に関する



知識でだけでなく� その分野に関する専門知識を必要する可能

性もあり� タグ付けを行うことができる人の数は更に少なくな

る� このような状況を考えると� 様々な分野のテキストに対し

て� 	
�� �

����のような複雑な句構造をタグ付けし� 訓練

データを準備することは現実的でない� また複雑な構造のタグ

付けは� タグ付け者間での一貫性を保持することが難しくなる�

データ中のタグ付けに一貫性がない場合� 学習のノイズとなり

解析精度を低下させる原因となる�

依存構造は� 語間の修飾関係で文の構造を表現した簡潔なも

ので� 句構造にみられる複雑さは大幅に軽減される� 従って対

象言語を母国語とする多くの人がタグ付け可能である� また簡

潔な構造であるために� タグ付け者間で揺れが小さく一貫性の

保たれた高品質の訓練データを作成することが期待できる�

また依存構造解析結果を応用した研究として� ��� は依存構

造を利用して単語の語義曖昧性解消を行っている ���� 我々は以

前に医学生物学用語の単語クラス分類タスクに依存関係を利用

し� その有効性を確認している ����� 応用を考えた場合にでも�

依存構造は十分利用価値がある情報だと考える�

我々は� 依存構造（注�）であれば � 様々な分野においても高品質

な訓練データが現実的に作成可能であると考える� 依存木から

は句構造木を構築することができないため� 直接依存構造を解

析する手法が必要となる� 本稿では３種類の解析手続きを用い

て決定的に依存木を構築する手法を提案する� 各解析過程にお

いて� 適切な解析手続きを推定するために� 機械学習アルゴリズ

ム ������ �
���  ��!��
 を用いてを学習を行う� また句構

造木がタグ付けされた 	
�� �

���� を主辞規則を用いて依

存木に変換し� このデータを用いた評価実験について報告する�

以下� 次章では� 機械学習アルゴリズム ������ �
���  �"

�!��
 についての簡単に説明する� 次に �� 章では� 依存構造

解析を行うアルゴリズムについて述べ� �� 章では依存構造を

�� を用いて学習する方法について説明する� #� 章で 	
��

�

���� を用いた評価実験について報告する� 最後に ��章で�

まとめと今後の課題について述べる�

�� ������	 
��	�� ������

������ �
���  ��!��
 ��� � ���� はマージン最大化に基

づく二値分類器であり� 素性空間の次元数に依存しない高い汎

化性能は� 多くの自然言語処理タスクにおいて� その有効性が報

告されている �$�� ����� ����� 依存構造解析では� 単語自身や品詞

が学習の重要な素性となる� 従って素性空間は数万以上の高次

元空間なることから� 過学習を軽減することが可能な �� を

使用する�

�� は� �次元ベクトル空間上に分布する � 個の正 �負を表

す訓練事例 ���� ���� �� �% ���� � ��� �� � �&������から� 与え

られた正 �負事例を正しく分離する超平面 ���� % � ��&��� �

��� � � �� を求めるアルゴリズムである� �� によって求め

（注�）：本稿で扱う依存構造は単語同士の係り関係にとどめる� ���� ��	
�


�� �� のような主語� 述語などの関係については扱わない� しかし� このような

関係も容易にアルゴリズムに取り込み拡張可能である�

た分離平面は� 最終的に次式で表され� 未知のデータ � に関す

る分類結果は 関数 ���� の符号により決定される�

���� % 	�
�

�
��
�

����'������ & �

�

ここで �� は� 超平面を求めるため� 最適化問題を解くとき使用

するラグランジュ乗数であり� '�����は '
�
( 関数で� 引数

である２つのベクトルの類似度を計算する関数である� �� 

は '
�
( 関数を適切に選択することで非線型な学習も可能と

なる� 本稿では '
�
( 関数として多項式関数 �� � �&���を用

いた� これは素性の �個までの組み合わせを考慮した学習が計

算時間を大幅に増加させることなく実現できるためである� ま

た依存構造解析では� 複数のクラスへの分類が必要となるため�

二値分類器である �� を ��
")
*�*"
*� 法を使用し多値分

類へ拡張した�

�� 依存構造解析アルゴリズム

本稿で提案する依存構造解析アルゴリズムについて説明する�

提案する解析アルゴリズムは� 以下に示す３つの手続き �
+��

,�-!�� 及び �!�+� を繰り返し適用し� 決定的に依存木を構築し

ていく� 図 �� �� 及び �にそれぞれの手続きの例を示す� 図にお

いて波線で囲まれた �つのノードが現在注目している解析位置

を表す� また図の上方が手続き適用前を表し � 下方が手続きを

適用した結果を表す�

� �
+� . 隣接した２つのノード間で� 右ノードが左ノード

に係るという依存関係を構築する �図 ���
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図 � 手続き ������

� ,�-!� . 隣接した２つのノード間で� 左ノードが右ノー

ドに係るという依存関係を構築する �図 ���

� �!�+� . 解析位置を一つ移動する� 即ちこの時点では依存

木を構築せず� 次のノード間の解析に移る �図 ���

図 �に � つの手続きを使用した解析アルゴリズムの疑似コー

ドを示す� アルゴリズムへの入力は� 入力文 �単語に対し品詞

が付与された単語列 �� �� � � � � � とする� 図 � で� 	 は解析さ
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図 � 手続き ��	���

れた部分依存木のルートノードを保存する配列変数である� 解

析の初期では� 入力単語列である � 個のノードが 	 にセット

される� �	� は解析された部分木数を表し � 	� は 	 の � 番目の

部分木を表す� 関数 
�� ��������� ��������	� �� は� � 番目の

解析位置において 	� の周りの文脈から素性を抽出し� その素

性ベクトル �を返すものである� 具体的な素性については �� �

節で述べる� ����� は学習した �� を表し� 関数 ��		���

は� �����と関数 
�� ��������� ����������� で抽出した素

性ベクトル �から� 現在の解析位置における適切な解析手続き

� � ��
+��,�-!�� �!�+��を推定する� ��	������� は解析手続

き � と 	を引数に� 実際に手続きを実行し� 	 に依存木を構築

する�

解析は� 文頭もしくは文末から順に 隣接した２つのノード間

の依存関係を� ３つの手続きにより決定していく� 依存関係が決

定した時点で� 係り先のノード（親ノード）のみが解析対象ノー

ドとなり 	に残される� 解析位置が文末に達した場合は� 文頭に

戻り同様の動作を繰り返す� 最終的に１つのノード（ルートノー

ド）が決定されるか� または解析位置 �が � % �	�となるまでに�

依存木が何も構築されなかった場合 �変数 �� ���*������� が

文末に到達した時点で ��
 であった場合�に解析終了となる�

����� ��������	 ��� ��� � � � � ��� � � � ��

��
�
��
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図  依存構造解析アルゴリズム疑似コード

�� �
による依存構造の学習

�� � 訓 練 事 例

訓練時は� 依存構造解析済みの訓練文に対し� 図 � に示した

アルゴリズムを使用し� 依存構造解析を行う� ここで ����� は

�� の代わりに訓練文にタグ付けされた正解解析木とする�

従って関数 ��		��� による解析手続き �の推定は� 正解解析木

から� 正しい解析手続きが選択される� このようにして解析の

各ステップで得られた� 素性ベクトル �と解析手続き �とのペ

ア ��� ��が� 一つの事例に対応する�

本稿で提案する依存構造解析アルゴリズムは� 決定的に依存

木を構築するため� 訓練時に２つのノードに依存関係を構築す

る �
+�及び ,�-!�の解析手続きを選択する場合は� 次の注意が

必要である� 隣接した２つのノード間に �
+� 及び ,�-!�のい

ずれかの解析手続きを選択する場合は� 係り元となるノードは�

他のどのノードからも係られないことが必要である� 英語は日

本語と異なり� 左右どちらからも係り関係が存在する� このた

め隣接ノード間に依存関係がある場合にでも� 係り元ノードに

他から係り得るノードが存在する場合� 先にその係り関係を決

定させる必要がある�

�� 	 文 脈 長

学習の素性として考慮する文脈について説明する� 解析は前

後の文脈から� 適切な解析手続き � を推定する� このとき考慮

する文脈の長さを� 文脈長とよび � 解析位置より左にある文脈を

左文脈� 解析位置より右にある文脈を右文脈と呼ぶ� 学習に使

用する素性は� 文脈長内にある各ノードから抽出する� また本

稿で /文脈長 ��� ��0と表記した場合� 左右の文脈長がそれぞれ

�� � であることを意味する�



�� 
 素 性

素性には� 考慮する文脈にある各ノードから� 単語や品詞� 各

ノードの係り元情報を用いる� 素性は� 現在の解析対象として

いるノードからの位置 � � �� � � ������� ��� ��� �� �� � � ��� 素

性の種類 � � ���*� (
1� ��*���� (
1���� ��*�,�� (
1�,��� 及び

素性の値 � � �22� �34� � � � � �� *5�((� �
(
*���
� � � ��の３つ

組み ����� で表現される� � � � である場合その素性は解析位

置より左に ���番目のノードを表し � � � � なら右に � 番目の

ノードを表す� ��� �� は隣接する解析対象の２ノード中� それ

ぞれ� 左ノード � 右ノードを表す� 素性の種類 � が ��* であれ

ば品詞を表し� (
1 は単語を表す� ��*��� は係り元ノードのう

ち� 左から係るノードの品詞を表し ��*�,� は右から係るノー

ドの品詞を表す� 同様に (
1���� (
1�,� は� 係り元ノードのう

ちそれぞれ左から係るノードの単語� 右から係る単語を表す� 素

性の値 � は 素性の種類 �が ��*� ��*���� 及び ��*�,�であれ

ば 22� �36� 72 など品詞文字列が値となり� �が (
1� (
1����

及び (
1�,�であれば� 単語自身の文字列が値となる� 図 #に左

右の文脈長をそれぞれ �とした場合に� 使用される素性の例を

示す�

�� � 訓練事例のグループ化による大規模な学習の計算量

軽減

訓練事例は� 訓練文を依存構造解析する１ステップが一つ

の事例に対応する� そのため訓練事例数は� 	
�� �

����

の訓練セット *
����� �� から *
����� �� の約 ������ 文 では

��������� 以上となり� �� を用いて一度にすべての訓練事例

を学習することが難しい� そこで訓練データを� 解析位置にお

ける品詞素性 �����*の値（品詞）毎に分割し� 分割した個々の

グループで学習を行う（注�）� 解析位置における品詞素性 �����*

の値が� ���である事例集合から学習した �� を �� ���

とする� テストデータの解析時のあるステップで� 品詞素性

�����*の値が 品詞 ���� であった場合� 対応する学習モデル

�� ���� を用いて解析手続き � を推定する�

�� 実 験

�� � デ ー タ

実験では� 	
�� �

����の標準データセットである *
�����

�� から �� を訓練データ� *
����� �� をテストデータとして使

用した� 	
�� �

���� は句構造であるため� これを依存木に

変換する必要がある� これは 8�((��* ���� ���と同様� 主辞規則を

用いて� 各句の主辞を決定し� 非主辞ノードが主辞ノードに係る

という処理により依存木に変換した�

評価

依存構造解析器の性能を評価するために� 次に定義する �つ

の指標を用いた�

係り先精度 ���� ����� % 正解係り先数9総係り先数

（注�）：今回 ������ではなく ������ を利用してグループ化しのは暫定的なも

のである

ルート精度 ����� ����� % ルート正解数9総文数

文正解率 ������ ����� % 完全正解数9総文数

正解係り先数は� 各単語に対し正しい係り先が推定できた個数

を表す� ルート正解数は� ルートノードの係り先が正しく推定

できた個数を表す� 完全正回数は� 一文すべての単語の係り先

が正しく推定できた文数を表す�

品詞タグ付け

品詞タグ付けには中川らの修正学習法による品詞タグ付け手

法 �$�を使用した� 実験では *
����� ��から ��で学習を行った

モデルにより品詞タグ付けを行った�

�� 	 予 備 実 験

実装した依存構造解析器の性能を調査するため� いくつかの

予備実験を行った� �� の学習には多大な時間を要するため�

予備実験での訓練文は *
����� �� から �� の $��$# 文を使用し

た� また解析する方向を左から右にした場合（前向き解析）と�

右から左（後ろ向き）で解析する場合とでは� 右から左に解析

した場合の方が訓練事例数が少ない� そこで学習時間を軽減す

るため� 予備実験では後ろ向き解析を中心に実験を行った�

多項式 '
�
( 関数の次数

先ず� �� で使用する 多項式 �
�
( 関数の次数による精度

の変化を調査した� 使用した多項式 �
�
( 関数 ��� � �� & ���

の次数 � を � から � まで変化させ実験を行った� 表 �に結果

を示す�

表 � 多項式 !�����の次数の変化と解析精度

� � ��� � �� � ���

� � �  

"�#$ %��$ &$'() ����� &$) � &$)&'

���� %��$ &$'�� ����� &$'() &$'� 

*�+#$ ���� &$�&, ����� &$�', &$� )

訓練データ� ������� ����� ������ 文�� テストデータ� �������

���������� 文脈長 ������ 素性�各ノードの単語及び品詞� 係り元

の単語及び品詞� 解析方向�後ろ向き

多項式 '
�
( 関数 ��� � �� & ��� の � を変化させることは�

学習に �個までの素性の組み合わせを考慮することと等価であ

る� � % �と � � �とでは精度に大きな差があり� 依存構造の学

習には素性の組み合わせを考慮する必要があることがわかった�

文脈長の違いによる精度の変化

次に� 素性として考慮する文脈長を変化させることで� 解析精

度にどの程度影響があるか調査した� 結果を表 �に示す� 表 �

の数字は� 左右の文脈長をそれぞれ �から �まで変化させたと

きの係り先精度を示す� 文脈長 �����で最も高い精度を得た�

解析方向の違いによる解析精度

解析する方向を� 左から右へむけて解析する（前向き）場合

と� 右から左へ解析する �後ろ向き�場合とを比較した� 結果を

表 �に示す�

同じ素性� 同じ文脈長では後ろ向き解析のほうが精度が高い

ことがわかる� これは英語は右から左に修飾する場合が多いた
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図 - 使用する素性の例

表 � 文脈長と解析精度��係り先精度�

右文脈

� � �  

� &$) � &$) ) &$) ) &$) -

左文脈 � &$)-� &$)-� &$)-� &$) (

� &$)-& ����� &$)-� &$) (

 &$) ' &$)-� &$) ) &$) '

訓練データ� ������� ����� ������ 文�� テストデータ� �������

���������� ����� 関数� ��� � �� ! ���� 素性�各ノードの単語

及び品詞� 係り元の単語及び品詞� 解析方向�後ろ向き

表 � 解析方向と精度

前向き 後ろ向き

"�#$ %��$ &$) , �����

���� %��$ &$'(� �����

*�+#$ ���� &$�,) �����

訓練データ� ������� ����� ������ 文�� テストデータ�

������� ���������� ����� 関数� ��� ��� ! ���� 文脈

長 ������ 素性�各ノードの単語及び品詞� 係り元の単語及

び品詞

め� 後ろから依存関係を解析することで� 推定した依存関係を後

の解析に利用できるためであろう�

素性の違いによる精度の変化

次に使用する素性の違いによる解析精度を調査した� 工藤ら

は� 日本語係り受け解析において� 動的素性と呼ばれる� 解析の

過程で決定された係り関係を使用することで� 精度が向上する

と報告している ����� ����� 本稿でも動的素性にあたる係り元情

報を使用している� そこでこの係り元情報が解析精度にどの程

度影響を与えるかを調べるために� 文脈中ノードの単語及び品

詞情報に加え� 次の #種類の素性セットによる実験を行った�

���係り元情報を使用しない

���係り元情報のうち単語情報のみを使用

���係り元情報のうち品詞情報のみを使用

���係り元情報のうち品詞情報のみを使用� 但し係り先の品詞が

前置詞 72の場合は単語情報も使用

�#�係り元情報すべてを使用

表  素性の種類と解析精度

素性の種類

��� ��� ��� � � �-�

"�#$ %��$ &$)�( &$)-- &$)-' ����� &$)-�

���� %��$ &$') &$)�� &$)�' ����� &$)�(

*�+#$ ���� &$��' &$�)( &$�)- &$�), �����

訓練データ� ������� ����� ������文�� テストデータ� ������� ����������

����� 関数� ��� � �� ! ���� 文脈長 �����

表 - *����	�� && との比較

*����	�� && .�� #�����

&�/�� �� &�/�� ��

"�#$ %��$ &$(-- &$(� &$(() &$)) 

���� %��$ &$(,( &$(-� &$((' &$)''

*�+#$ ���� &$,)& &$ �& &$() &$��(

����� 関数� ��� � �� ! ���� 文 脈長 ������ 素性� 表 � の ���

と同一

結果を表 �に示す� 係り元情報を使用しない ��� は係り元情報

を使用する ���から �#�より大きく精度が劣っている� 決定的に

解析した場合にも� 解析の過程で決定された係り元情報を動的

に使用することが� 精度向上に大きく貢献することがわかった�

�� 
 比 較 実 験

現在 	
�� �

���� のテストセットに対して最も高い精度

が報告されている 8!����� の  �1�5�5 :����; 7�*��
<

	�*
 ��� �以下  :7	� を比較対象とした� テスト文に対し

 :7	 を用いて句構造解析した結果を� 主辞規則（注�）を用いて

依存木に変換し� 精度を計算した� 結果を表 #に示す�

評価は� 	
�� �

���� の句構造木から依存木に変換し� そ

れを正解としている� そのため 	
�� �

���� の句構造を捕

らえることができる :7	 は� テストデータに対して係り先精

度で $���=という高精度で解析できている� 一方� 本手法は� テ

ストデータに対しては  :7	 に比べ �= 精度が低い� しかし

句構造情報をまったく使用せず� 単語と品詞� 及び解析過程で決

定した係り元情報のみで� この精度に達したことは良い結果で

あると考えている�

（注�）："#	���	� は $��� %���&	�� オリジナルの動詞に関して助動詞 #	'�

などを動詞と区別するために ()*� ()*+ という新たな品詞タグ追加してい

る� そのため動詞句 ,$ に関する主辞規則を -./$ 用に拡張した�



また� 訓練データに対しては� 学習モデルの差がそのまま結果

に現れている�  :7	 が使用している  �1�5�5 :����; モ

デルは� 訓練データに対し $# = 程度の係り先精度である� こ

のため� 一文が完全に解析できているかを示す文正解率の値は

� 割を下回っている� 本稿で採用した �� では� 訓練データに

対して $$��= の係り先精度に達しており� ほぼ完璧に解析でき

ている� そのため文正解率も $��� = と非常に高い�

誤りの原因

� 品詞推定の誤りによる影響

本稿で提案した解析アルゴリズムは� 決定的に依存木を構築

する� また学習の効率化のために� 訓練データを� 解析位置での

品詞ごとにグループ化し個別に学習をしている� そのため解析

の入力となる品詞タグ付けの精度は� 依存構造解析に大きな影

響を及ぼす� そこで品詞タグ付けの誤りが解析精度にどの程度

の影響を与えるかを調べるために� 品詞タグ付けが完全に正し

い場合と比較を行った� 結果を表 �に示す�

表 , 品詞タグ付け精度の影響

推定 完全

"�#$ %��$ &$)) �����

���� %��$ &$)'' �����

*�+#$ ���� &$��( �����

結果から� 品詞推定の誤りが解析精度に影響を与えることが

わかる� 訓練事例を品詞素性毎にグループ化することで大規模

な学習はできるが� 品詞推定を誤ると� 適切な学習モデルを使用

して解析手続きを推定できず� 解析誤りに直結する� 今後� 精度

改善のためには品詞以外の別の観点でグループ化するなど � 品

詞推定の影響を軽減する方法を検討する必要がある�

� 前置詞句の係り先の誤り

前置詞句の係り先決定は本質的に難しい問題である� しかし

本手法は�  :7	 と比べ係り先が離れている場合や長い文にお

いて� 推定を誤る�  :7	は 句構造木のトップダウンからの情

報を利用しているため� 係り先が離れている場合にでも比較的

誤りが少ない�

それに対して� 本手法は� 解析位置から限られた長さの文脈

情報で依存関係を推定していることが原因として考えられる�

しかし考慮する文脈を不要に長くすることは逆に精度の低下に

つながる� 前置詞句の係り先を推定する場合には長め文脈を考

慮するなど � 考慮する文脈を可変長にするなどの対処が必要で

ある�

� 挿入文� 複文� 重文の誤り

本手法では� 挿入文や� 複数の節からなる比較的長い文に� 誤

りが多い� ルートとなるノードを誤って推定したり� 解析が途

中で終了している場合もある� また複数ある節内の依存関係は

正しいが� 節間の依存関係を正しく推定できていない場合も多

い�  :7	 に比べルート精度が �= と近く劣っていることから

も� トップダウン情報を解析に考慮する必要がある� また複数

の節間の依存関係を決定的に解析していくことにも限度があり�

今後� 採用した決定的な解析方法を冗長に解析する方法へ拡張

することも検討していきたい�

関 連 研 究

:�*�
 は 8'> 法に類似した上昇型解析アルゴリズムと� 確

率モデルを使用した依存構造解析法を提案している �#�� 更に

:�*�
 は文献 ���で� 	
�� �

���� を用いた大規模な実験を

行っており� 係り先精度が $�=に達したと報告している� しか

し :�*�
 らの結果と我々の実験結果とでは� 次の３つ点から平

等に比較できない�

���訓練とテストに用いているデータサイズが異なる

���接続詞を含む文を解析対象外としている

��� ����������� を評価対象にしていない

特に ���は� 我々の行った実験よりも簡単なタスクでの評価と

言える� また我々も ���と同様 ����������� を評価対象から

除外した精度を計算したところ �$�# = という係り先精度を得

た� 従ってタスクの難しを考慮すれば� 本手法は :�*�
の手法

と同等以上であることが期待できる� :�*�
 の方法は� 我々と

同様に句構造情報を使用せず� 直接依存構造解析できる点では

 :7	 より適切な比較対象と言える� また採用している 8'>

法に類似したアルゴリズムは� 今後� 本手法を冗長解析させる拡

張方法の参考にしたい�

�� まとめと今後の課題

本稿では� 様々な分野において� 統計的構文解析の実現を目標

に� 現実的に訓練データを作成可能な依存構造に注目した� そし

て �� を用いて直接依存構造を解析する手法を提案した� 提

案手法は �種類の解析手続きを用いて決定的に依存木を構築し�

各解析過程を文脈からその文脈に適した解析手続きへの分類問

題とみなし� �� を適用した� また 	
�� �

���� を主辞規

則を用いて依存木に変換し� 評価実験を行った� 実験では� 	
��

�

���� の *
����� �� のテストデータに対し� ����= の係り

先精度を得た� 決定的に解析する方法でも� 解析の過程で決定

された依存関係を動的に素性として利用することが精度向上に

貢献することを確認した�

今後� 精度向上のために� 調査したいくつかの誤りの原因につ

いて対処する必要がある� また構築した依存構造解析木を� 他

分野のテキスト� 特に医学生物学分野のテキストに適用し� 解析

器の頑健性について検証する予定である�
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構文的依存関係を用いた医学用語自動分類
研究分担者 新保仁 (奈良先端科学技術大学院大学)

研究分担者 山田寛康 (北陸先端科学技術大学院大学)

研究代表者 松本裕治 (奈良先端科学技術大学院大学)

あらまし 本論文では,自然言語処理技術と機械学習の手法を用いて,英語医学生物学論文要旨に含まれる医学

用語の意味クラス分類を行う. 医学用語の出現個所の前後の文脈情報,用語の内部情報,統語解析を行って抽出し

た単語間の依存関係を素性として用い,各々,およびそれらの組み合わせの有効性について評価する. MEDLINE

アブストラクトを対象にMeSH Treeの最上位ノードを意味クラスとみなして行った実験の結果は,単語間の依存

関係が単純な前後の単語列と比較してより有効な素性となる可能性を示している.

キーワード 専門用語分類,構文的依存構造解析,文脈情報, MEDLINEアブストラクト, MeSHターム

Using Syntactic Dependency Information for Classification of Medical Terms

Masashi Shimbo, Hiroyasu Yamada, Yuji Matsumoto

Abstract We evaluate the efficacy of syntactic dependency among words in the task of classifying technical terms into

their semantic categories. This task is an important preprocessing for mining useful information from scientific docu-

ments, as these terms are often polysemous and need to be disambiguated from the context in which they occur. The

most common type of the feature that provides contextual information is the fixed-length sequence of surrounding words,

but it is inflexible in that the effective length of the sequence is generally situation-dependent. As an alternative, we use

a context feature based on the syntactic dependency between the terms and the nearby words. The dependency feature

allows us to capture relevant words located at a distance without making feature space too sparse, and can be extracted

at a high level of accuracy with state-of-the-art natural language processing techniques. In the task of classifying terms

from the MEDLINE abstracts, the feature was tested both alone and in combination with other conventional features.

The results show the dependency feature works more effectively compared to the fixed-length sequence of words.

Key words Terminological Classification, Syntactic Dependency Analysis, Context Information, MEDLINE Ab-

stracts, MeSH Term

1. Introduction

The ability to cope with technical terms is essential for nat-

ural language processing (NLP) systems dealing with scientific

and technical documents. Since a majority of these terms are not

in general-purpose dictionaries, domain-specific lexicons are of-

ten used in combination. However, it is still unrealistic to ex-

pect the lexicons to enumerate all technical terms, because com-

pound terms, which share a high proportion of technical termi-

nology [7], are quite productive [13]. As a result, in the active

fields of research such as biology and medicine, new terms are

produced on a daily basis1. Another difficulty in dealing with

technical terms is that they are often polysemous; even if terms

are recognized with the help of the lexicons, situations often crop

up where the meaning of each occurrence of the terms must be

identified for further processing.

Robust techniques are thus required for (1) recognizing tech-

nical terms, and for (2) identifying the semantic class of each

occurrence of the terms. The first task was tackled by a number

of researchers, and some useful linguistic properties common to

technical terminology have been identified [7], [10], [13]. More-

1 In year 2000 and 2001 versions of NLM Medical Subject Headings (MeSH) [16],

the numbers of new concepts introduced were 552 and 184, respectively.



over, recent advance in statistical NLP techniques allows the ex-

traction of compound terms at a practical level of accuracy. By

contrast, classification of technical terms have attracted fewer

researchers, possibly because the task is more involved and re-

quires extensive expert knowledge to correctly evaluate the re-

sults.

In this paper, we apply state-of-the-art NLP and machine

learning techniques to the task of classifying biological and med-

ical terms occurring in the MEDLINE abstracts [15]. Our objec-

tive is not only to evaluate the applicability of these techniques,

but also to examine the effectiveness of the features extracted

from syntactic dependency structure within sentences [8]. Some

other features are considered as well, such as the spelling of the

terms and the words occurring around the terms.

We also exploit publicly available resources to avoid costly

annotation of corpora by human experts. A volume of labeled

examples is required to train (supervised) machine learning al-

gorithms, and this means the MEDLINE abstracts, which are

held in plain-text format, first need to be annotated with the la-

bels specifying the class of each occurrence of technical terms.

To avoid costly human intervention in this process, we take ad-

vantage of the MeSH Tree [16], also available publicly, to auto-

matically annotate the abstracts.

The remainder of the paper is organized as follows. We first

present a brief overview of previous work and describe the is-

sues in machine learning approach to terminological classifica-

tion (Section 2.). We then illustrate why syntactic dependency

information is useful for the task and how it should be extracted

(Section 3.), and evaluate the effectiveness of the feature with

some experiments (Section 4.). Finally, we summarize the re-

sults and discuss possible future topics (Section 5.).

2. Supervised learning approach to technical
terminology classification

Although there had been some earlier attempts (e.g., [4]) us-

ing hand-crafted patterns and rules to identify the class of tech-

nical terms, the non-negligible cost of constructing and main-

taining such patterns and rules has since shifted the focus of the

research area to automatic acquisition of the classification rules

from large corpora using supervised machine learning methods.

This latter approach assumes that most, if not all, of the relevant

features needed for classification are independent of class and

domain, and the characterization of each class in each domain

can be extracted from these features. The work along this ap-

proach includes Collier et al. [2], Gouhara et al. [6] and Yamada

et al. [17], as well as the present paper.

There are three factors dominating the performance of termi-

nological classifiers constructed this way: (1) the size and qual-

ity of training corpora, (2) the choice of the leaning algorithm,

and (3) the choice of the features used for classification. Be-

low, we overview how these factors have been addressed in the

literature, as well as our own approach.

2. 1 Size and Quality of Training Corpora

Previous work in the area [2], [6], [17] used a relatively small

number of examples due to the difficulty in constructing a large

corpus of text with high-quality annotations. For instance, the

corpora used by Collier et al. [2], Gouhara et al. [6], and Ya-

mada et al. [17] consisted merely of 3312 technical terms (in

100 abstracts), 1526 terms (in 35 abstracts) and 2268 terms (in

77 abstracts), respectively. Moreover, Yamada et al., who em-

ployed two human experts to annotate the same set of abstracts

in MEDLINE database, observed about 20% disagreement rate

of annotated tags between the two annotators, and a similar dis-

agreement rate has also been reported by Tateisi et al. [14]. Part

of this disagreement comes from large cross-over in vocabulary

of each semantic classes, yet it reveals that the classification task

is non-trivial even for human experts.

Gouhara et al. utilized co-training technique [1] to augment

small amount of labeled data with large amount of unlabeled

data in order to reduce the cost of corpus annotation by human

experts. For that purpose, they used two sources of informa-

tion, which are arguably mutually independent; namely, phrase-

internal information such as character types and part-of-speech

of words on the one hand, and contextual information such as

syntactic dependency on the other hand.

The size and the quality of annotated corpora are thus non-

negligible practical factors for supervised learning approach. In

this paper, the difficulty of constructing a training corpus is alle-

viated by the use of existing thesaurus.

2. 2 Learning Algorithms for Terminology Classification

Several machine learning algorithms have been applied for

terminology classification. Collier et al. [2] used Hidden Markov

Models; Gouhara et al. [6] used decision trees with co-training;

and more recently, Yamada et al. [17] used Support Vector Ma-

chines (SVMs) to deal with high-dimensional feature space in-

curred by the use of abundant information on spelling, parts-of-

speech, and substrings. Compared with Yamada et al., the for-

mer two used smaller number of features, possibly because of

the limited scalability of the learning algorithms employed.

Following Yamada et al., the present paper uses SVMs, which

are known to perform well in the presence of many features as

in our formulation of the problem.



2. 3 Choice of the Features

Both phrase-internal information and extra-phrase, or con-

textual, information has been used for classification of techni-

cal terms. Phrase-internal information includes features such as

character types and parts-of-speech of constituent words. The ef-

fectiveness of these features has been demonstrated in [2], [17].

As to the contextual information, the most commonly used fea-

tures are fixed-length sequence of words surrounding the terms.

For example, [12] used a sequence of parts-of-speech of 6 sur-

rounding words (3 preceding and 3 succeeding) as a part of fea-

tures for word sense disambiguation. However, fixed-length se-

quences are problematic in that how far we should look beyond

its surroundings actually depends on situation. See Sentences (1)

and (2) below, both retrieved from the MEDLINE database. The

target terms are italicized. These are the examples in which col-

lecting sequence of 2 or 3 adjacent words fails to capture key

words that could possibly help in determining the class of the

terms.

Both the azide-insensitive and azide-sensitive

components of F1-ATPase activity are equally in-

hibited by labelling the enzyme with 7-chloro-4-

nitrobenzofurazan, by binding the natural inhibitor

protein, or by cold denaturation of the enzyme.

(1)

Results suggest that E. chaffeensis infections are

common in free-ranging coyotes in Oklahoma

and that these wild canids could play a role in the

epidemiology of human monocytotropic ehrlichio-

sis.

(2)

In Sentence (1), the trigram word sequence preceding the tech-

nical term term “7-chloro-4-nitrobenzofurazan,” namely, “the,”

“enzyme” and “with” hardly elicit the relationship between the

term and “enzyme” because the information on verb “labeling”

is missing. Similarly, in Sentence (2), there are three words be-

tween the term “ehrlichiosis” and the key word “epidemiology”

which strongly implies that the term is the name of a disease.

Making the sequence length larger (e.g., 4) solves the prob-

lem in the above examples, but it does not come without cost; it

would provide the classifier with richer information, but it would

also result in data sparseness in a high dimensional feature space,

making learning with a small number of examples extremely dif-

ficult. It is hence desirable to use a context feature more adaptive

and flexible than fixed-length sequences.

3. Syntactic Dependency Structure as a Fea-
ture for Classification

One way to overcome the inflexibility of fixed-length context

features is to utilize the dependency structure of words within a

sentence [8]. It allows us to make selective use of information

on distant words, without making the feature space too sparse.

Such a structure can be detected in multiple ways, but in this

paper we extract it from the parse trees of sentences. We will

sketch how this is done with an illustration in Fig. 1, which de-

picts a partial parse tree around the occurrence of “7-chloro-4-

nitrobenzofurazan” in Sentence (1).

In the parse tree, each parent-child relation signifies an ap-

plication of a context-free production rule of the form X →
Y1, . . . , Yn, where X is a non-terminal symbol denoting the syn-

tactic category such as NP (noun phrase), VP (verb phrase) and

PP (prepositional phrase) of the parent node, and Y1, . . . , Yn are

the symbols of the children. A node is labeled not only with a

symbol, but also with a head word. For a terminal node, it is

the lexical entry of the node; for a non-terminal node, it is in-

herited from one of its children (shown in parentheses in the fig-

ure). If a node X has two or more children Y1, . . . , Yn, n >= 2,

the so-called “head rule2” associated with the production rule

X → Y1, . . . , Yn determines a child (called head constituent)

Yi from which X inherits the head word. In the figure, bold

arrows depict how head words are inherited; e.g., the bold ar-

row from NN to PP shows that NN is the head constituent3 of

production rule PP → IN, NN.

When a parse tree of a sentence is available, its dependency

structure can be extracted by recursively merging every head

constituent node with its parent (i.e., by merging every parent-

child pair connected with bold arrow in the figure), and marking

the merged node with the same label as the head constituent.

Then, in the resulting tree, a parent-child pair denotes a depen-

dency of the head word of the child on that of the parent.

Applying this procedure to the parse tree in Fig. 1 results

in the dependency tree depicted in Fig. 2. In the figure,

we can see that the preposition “with” depends on “7-chrolo-

4-nitrobenzofurazan,” the determinant “the” depends on “en-

zyme,” and both “7-chrolo-4-nitrobenzofurazan” and “enzyme”

depend on “labelling.” Hence, by collecting the words that de-

pend on and those depended by the term of interest, we can ex-

tract dependency information relevant to the term. For instance,

2 We used a slightly modified version of the head rules used by Collins [3].
3 This specific instance of the head rule is one of the major modifications we made

to the ones found in [3], in which IN instead of NN is the head constituent of the

production PP → IN, NN.



NNINNNDT

NP PP

VBP

VP

labelling the enzyme with... ...7-chloro-4-nitrobenzofurazan

(labelling)

(7-chloro-4-nitrobenzofurazan)(enzyme)

Fig. 1 Parse tree of a verb phrase containing “7-chloro-4-nitrobenzofurazen.” Bold arrows signify

head word inheritance, and parenthesized words the inherited head words.

NNINNNDT

NN NN

VBP

VBP

labelling the enzyme with... ...7-chloro-4-nitrobenzofurazan

(labelling)

(7-chloro-4-nitrobenzofurazan)(enzyme)

Fig. 2 Dependency structure obtained by merging parent nodes and their head-word constituents

it allows us to use the verb “labelling” as a feature for “7-chrolo-

4-nitrobenzofurazan” in Sentence (1); and in Sentence (2), since

“epidemiology” is the head word of the noun phrase containing

the term “ehrlichiosis,” its dependency on “epidemiology” can

be extracted with this procedure as well.

4. Experiments

The features obtained from syntactic dependency trees were

compared with other features in the task of identifying the se-

mantic classes of technical terms from the MEDLINE abstracts.

4. 1 Experimental Setting

The experimental setting is described below.

Classes: The target semantic classes were determined in ac-

cordance with the first five top-level nodes of the 2002 MeSH

Tree: (A) Anatomy, (B) Organisms, (C) Diseases, (D) Chemi-

cals and Drugs, and (E) Analytical, Diagnostic and Therapeutic

Techniques and Equipments.

Data Sets: A corpus of abstracts was obtained in the follow-

ing way. First, 15000 terms from the above classes in the MeSH

Tree were randomly sampled. Next, using these terms as query

keywords, we retrieved 216404 abstracts from MEDLINE, and

then resampled 1200 abstracts for each class from the set. Re-

moving duplicates from the resampled collection resulted in a

corpus of 5842 distinct abstracts.

In the corpus, 7531 terms belonging to exactly one of the

Table 1 Number of examples for each class

Class # of examples

A 4571

B 2811

C 5004

D 7335

E 4101

Total 23822

classes (A) to (E) were identified and used as the target terms.

This yielded a total of 23822 distinct examples. The number of

examples for each class is shown in Table 1.

Features: The types of features used for classification were as

follows.

• Suffix feature — the suffix strings of the head words of

target terms. The head word of a target term is determined by

the same head rule as described in Section 3.. We used the suf-

fixes of lengths 3 and 4.

• N -gram word sequence feature — the surface and parts-

of-speech (POS) of N preceding and N succeeding (a total of

2N words around target terms. To obtain the POS of each word,

sentences in the corpus containing one or more technical terms

were fed to Nakagawa et al.’s POS tagger4 [11].

4 The POS tagger achieves accuracy of 87% for unknown words, and 96% overall

in the Penn TreeBank [9].



Table 2 Dimension of the feature space

# Type of feature

13861 Suffix

25900 Bigram word sequence

41695 Trigram word sequence

57124 4-gram word sequence

72274 5-gram word sequence

20885 Dependency

• Dependency feature — the words on which a target term

depends, and the words which the term is depended on, together

with their corresponding POS and relative locations against the

term (i.e., whether the words precede or succeed the term) .

To obtain these features, the output of the POS tagger was fur-

ther fed to Yamada and Matsumoto’s bottom-up parser [18], un-

der the constraint that technical terms occurring in the sentence

should be labeled as either NN (noun) or NP (noun phrase)5. The

output parse trees were then used for extracting above features

with the method of Section 3..

The number of each feature type extracted from the sample is

shown in Table 2. In addition to the classifiers using only one of

these feature types, we constructed the ones with various combi-

nations of these types.

Algorithm: Given a set of examples and a combination of fea-

tures, we constructed an SVM for each class (A) to (E). The

examples whose target terms fall into the other four classes were

used as negative instances. Except where noted otherwise, the

SVMs used a linear kernel with a fixed soft margin parameter

of C = 1. Our choice of the kernel reflects the result of our

preliminary experiment, in which it outperformed higher-degree

polynomial and RBF kernels with various parameters. The result

of this experiment is also reported below.

Evaluation: We conducted five-fold cross validation with the

data set. The examples were partitioned into five sets so that

no target terms appear in two sets, and so that each set contains

a nearly equal number of distinct target terms. This partition-

ing scheme avoids a term to appear both in training and test sets

during cross validation; since we make use of spelling (suffix)

information as a feature, simply partitioning examples into five

sets of equal size at random would make the problem much eas-

ier. As a result, the number of examples (occurrences of terms)

in each set is not uniform, because some of these terms occur

more than once in the abstracts. Table 3 shows the numbers of

terms in each set. Since the difference in the number of positive

and negative examples is large, we measure the performance of

5 This constraint reflects the observation by Justeson and Katz [7] that a vast ma-

jority of the occurrences of technical terms are noun phrases.

Table 3 Number of terms and examples in each cross-validation set.

Set ID # of terms # of examples

1 1507 5236 (22.0%)

2 1506 4361 (18.3%)

3 1506 4844 (20.3%)

4 1506 4715 (19.8%)

5 1506 4666 (19.6%)

Mean 1506.2 4764.4 (20.0%)

Total 7531 23822 (100.0%)

classifiers using F -score.

4. 2 Results

Under the setting described above, two experiments were con-

ducted.

The first experiment compared the performance of contextual

features. Table 4 shows the performance of the classifiers using

only one of the dependency or fixed-length (N -gram) word se-

quence features of N = 2, 3, 4, 5. The result clearly shows the

advantage of dependency information over N -gram sequences.

Among the four fixed-length word features with different se-

quence length N , the 4-gram features performed best. However,

the performance of 4-grams for class A was inferior to those of

the bigram and trigram features, which suggests optimal size of

N is dependent on class.

In the next experiment, we combined contextual features with

phrase-internal (suffix) feature, to examine the quality of classi-

fiers we can obtain with all the features considered. The perfor-

mance of classifiers with various feature combinations is listed

in Table 5. As a base line, the performance of the classifier using

only the suffix feature is also included. In this experiment, we

used the bigram (N = 2) sequences in addition to the 4-grams

as fixed-length contextual features, because the performance of

the bigram was comparable with (and sometimes better than) the

4-grams when combined with dependency and suffix features.

Using all of the dependency, 2- or 4-gram sequences and suffix

features, we achieved F-score of 0.70 to 0.88 for all the classes.

However, the performance advantage of dependency over fixed-

length sequences is lost this time.

By comparing Table 5 with Table 4, we see that when used

alone, (phrase-internal) suffix features achieved much higher F-

score than any context feature, including dependency. However,

this result should not be taken as an endorsement of superior-

ity of suffix feature over context features. Actually, the infor-

mation provided by these features are complementary; although

phrase-internal features performs well in this experiment, they

are useless in disambiguating polysemous (multi-class) terms,

since they provide the same information regardless of the mean-



Table 4 Performance (F-score) with different contextual information. All the figures are means

over five cross validation trials.

N -gram word sequence

Class Dependency N = 2 N = 3 N = 4 N = 5

A 0.592 0.514 0.514 0.510 0.498

B 0.462 0.385 0.409 0.419 0.417

C 0.645 0.516 0.546 0.552 0.544

D 0.581 0.549 0.576 0.584 0.581

E 0.498 0.423 0.454 0.469 0.455

ing of each occurrence of the terms. Our experiment does not

capture this aspect, as we excluded multi-class (polysemous)

terms for ease of experimental setting. This should be explored

in future work.

As mentioned earlier, we have also compared the performance

of various kernels using the combined features of dependency,

bigram word sequences and suffixes. The tested kernels are as

follows.

Linear K(xi, xj) = xi · xj

Quadratic K(xi, xj) = (xi · xj + 1)2

Cubic K(xi, xj) = (xi · xj + 1)3

RBF K(xi, xj) = exp(−s(xi − xj)
2)

The results are summarized in Table 6, which holds the best

result for each kernel type after tuning parameters C and s. As

shown in the table, the latter three kernels could not rival the

performance of the linear kernel.

5. Summary and Future Directions

We have constructed a system for terminological classification

in biological and medical papers. Motivated by practical consid-

erations, the system takes advantage of state-of-the-art natural

language processing and machine learning techniques, as well as

publicly available resources. We have further evaluated the per-

formance of the system over different sets of features. Although

more thorough experiments are desirable, the experimental re-

sults of Section 4. suggest the effectiveness of syntactic depen-

dency information as a feature for classification.

Topics for future research include:

• Training of NLP pre-processing tools with a corpus of

text in similar domains. The part-of-speech tagger and parser

programs used in the experiment were themselves based upon

supervised learning techniques. They were trained on the Penn

TreeBank [9] corpus consisting of newspaper articles from the

Wall Street Journal. It is likely that the difference of the cor-

pora have given ill effects on the accuracy of part-of-speech tags

and parse trees. There should be some room for improvement

if we had a tagged corpus of papers available for training these

programs.

• Evaluation of the robustness of the approach under var-

ious scales of training data. The experiment in this paper used

about 6000 terms (and 20000 examples) for training classifiers.

These numbers are much larger than those used in previous work

mentioned in Section 2., but since tagging can be done automat-

ically using the MeSH Tree in our setting, the system can be

evaluated with more examples. It is also desirable to evaluate

the generalization performance when the number of example is

much smaller, because not all fields of research have an exten-

sive thesaurus like the MeSH Tree.

• Classification into more detailed sub-categories. We used

only the descriptors on the top-level nodes of the MeSH Tree

Structure as the semantic categories. It should be necessary to

evaluate the performance of our methods in the tasks of classifi-

cation into more detailed sub-categories.

• Measurement of performance in disambiguating multi-

class terms. We trained classifiers only with terms whose class

could be uniquely determined according to the MeSH Tree, and

excluded multi-class terms from consideration. It would be in-

teresting to apply the classifier trained this way to disambiguate

the meaning of each occurrence of the multi-class terms in the

corpus. In this task, because phrase-internal features provides

same information, contextual features are the only source of in-

formation. It has been reported by Lin [8], that dependency fea-

tures similar to the one used in this paper performed well in a

generic word sense disambiguation task.

• Elaboration of the rules for extracting contextual infor-

mation from parse trees. The current scheme for extracting de-

pendency is based on the head rules of [3]. We needed to make

modifications to some of the rules involved, because the original

rules were determined to be effective with respect to parsing, and

not with respect to detecting dependency. For instance, for the

production rule PP → IN, NN, the original head rule specifies

IN (preposition) as the head instead of NN (noun). We there-



Table 5 Performance (F-score) with various feature combinations.

Dependency + Dependency + Dependency 4-gram 2-gram

Class 4-gram + Suffix 2-gram + Suffix + Suffix + Suffix + Suffix Suffix

A 0.793 0.797 0.791 0.791 0.801 0.786

B 0.703 0.695 0.642 0.688 0.673 0.619

C 0.874 0.880 0.879 0.873 0.874 0.864

D 0.860 0.859 0.845 0.857 0.855 0.827

E 0.774 0.775 0.768 0.769 0.706 0.765

Table 6 Performance (F-score) with different kernels. The figures are means over five cross vali-

dation trials.

Linear Quadratic Cubic RBF

C=1.0 C=1.0 C=1.0 s=0.03, C=10.0

A 0.797 0.754 0.690 0.772

B 0.695 0.618 0.501 0.656

C 0.880 0.843 0.768 0.858

D 0.859 0.824 0.768 0.840

E 0.775 0.738 0.663 0.751

fore modified the head rule and made NN the head constituent6.

This is the only major modification made to the original head

rule in our experiments, but there may be more rules which are

not adequate for extracting contextual/dependency information

from parse trees.

• Utility of information on multiple occurrences of terms.

Justeson and Katz [7] argued that when an entity is referred to by

a terminological noun phrase and is rementioned subsequently, it

is more likely that the full noun phrase is used intact. Moreover,

“one sense per discourse” assumption [5] is widely accepted and

used in NLP literature. These observations suggest that when a

term is used more than once within an abstract, it is also likely

that the referent entity and hence its semantic class is unique in

the abstract. It should be worth utilizing this clue to uniquely

determine the semantic class of a technical term within an ab-

stract, for instance, by voting. Collier et al. [2] report that an

improvement of 2.3% in F-score was achieved by a similar post-

processing.
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トレンド類似性を考慮した肝炎検査データの多重スケール解析
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あらまし 多重スケールマッチングとラフクラスタリングによる時系列検査データの解析法について，肝炎データ

セットに適用した結果と得られた問題点，改良点について述べる．まず，これまでに提案してきた位相重視型の多重

スケール解析について概略を述べ，血液生化学データに適用した結果をまとめる．次に，同方法を血算データに適用

した際に明らかとなったトレンド評価に関する問題点について述べ，対策を示す．この対策は，従来の系列間相違度

関数に対し，(1) セグメントの勾配差を表す項を付加，(2)各項の結合方法を相加平均から最大値選択に変更，の 2点

の改良を施すことで，系列の全体的な増加，減少傾向の差を相違度に反映させるとともに，類似系列と非類似系列を

分離するためのセンシティビティを向上させるものである．改良後の方法を血算データ解析に適用した結果，血小板

数とインターフェロン治療後の長期予後等に関して興味深い仮説が得られた．

キーワード 多重スケールマッチング，クラスタリング，ラフ集合，時系列データ解析

Trend-evaluating Multiscale Analysis of the Hepatitis Dataset

Shusaku TSUMOTO, Katsuhiko TAKABAYASHI, Masami NAGIRA, and Shoji HIRANO

Abstract This paper presents an analysis method for time-series medical data based on trend-weighted,

phase-constraint multiscale matching and rough clustering. The phase-constraint multiscale matching we proposed

had a weak point that it cannot evaluate difference of trends in the sequences. To overcome the problem, we revised

its dissimilarity function as follows: (1) added a term that represents difference of gradient of the subsequences,

(2) changed merging operation from mathematical average to maximum selection. These changes enabled us to

reflect difference of trends of sequences to their dissimilarity measure and as well as to improve sensitivity of the

dissimilarity measure. The method was applied to the dataset on hepatology analysis, that was newly provided as

a subset of the hepatitis dataset. We obtained some interesting hypothesis, for example, about relations between

platelet count and prognosis of interferon therapy.

Key words Multiscale Matching, Clustering, Rough Set, Time-series Analysis

1. は じ め に

アクティブマイニングプロジェクトでは，慢性ウイルス性肝

炎患者の臨床検査データを共通データとして取り上げ，B型・

C型肝炎の経過の相違やインターフェロン治療の奏効度を規定

する因子など，医学的に興味深い新たな知識の発掘を目指して

データマイニングを進めている．この共通データには，700名

以上の肝炎患者について十年以上にわたって実施された臨床検

査の検査値が時系列データとして含まれている．このように慢

性疾患の患者を対象にして長期間に渡り検査記録を収集・蓄積

し，その時系列データを解析に供した例は極めて少なく，従来

の個別比較や経験則では見逃されていた新たな知識が発見され

得るものとして注目を集めている．

時系列データ解析は従来から経営分析をはじめ様々な分野で

研究が進められているが，基本的には異なる時系列間，あるい

は同一の時系列内において頻出するパターンを見出す作業が核

となる．具体的には，系列の中の時間的に連続したある範囲，

すなわち部分系列に着目し，それが他の部分系列とどの程度類

似しているか比較し，類似例が頻出する部分系列を特徴的パ

ターンとして抽出することに相当する．選択する範囲を系列長

にまで広げれば系列同士の類似性解析，それ以下の範囲を選べ

ば（同一系列内のものを含めて）部分系列の類似性解析となる．

ここで特に問題となるのが，どの期間を観察対象とするか，

すなわちどの範囲で部分系列を切り出すか，という選択である．

通常，時系列データには様々な発声期間をもつイベントが混在

しており，捉え得るイベントの性質は切り出された部分系列の



表現する期間と直接的に対応する．このため，時系列データの

クラスタリングでは，異なる観察期間で切り出した部分系列か

らなるデータセットを複数用意し，それぞれに分類処理を適用

することで様々な期間をもつ頻出パターンを探し出す．しかし，

従来のこれらの方法では，異なる期間をもつ連続したイベント，

例えば，1ヶ月の増加期間の後，1週間の減少が起こり，その後

に 2ヶ月の増加が続くような連続したイベントの類似性を捉え

ることは困難である．医療データには，治療の影響より生じる

急性の病態変化，生活習慣に起因する慢性的な病態変化など，

様々な期間で生じるイベントが含まれており，それらの前後関

係や関連を調べる上でこの点が大きな問題となる．

この問題を解決するため，昨年までに我々は多重スケール

マッチング [1]を用いた時系列の比較分類法を提案してきた．同

方法は，様々な観察期間で表現された部分系列に対し，期間を

横断してそれらの類似性を評価し，最も類似した，かつ連続性

を満たした部分系列組を探索するものである．一方，この方法

で得られる系列間相違度は必ずしも距離の公理を満足しないた

め，クラスタリングに際し重心等の幾何学的尺度を利用するこ

とは適切でないことから，ラフ集合論の識別不能性の概念に基

づき対象を分類するラフクラスタリング [2] をあわせて提案し

た．昨年までに少数の時系列データを対象とした基礎実験を終

え，その有効性を確認してきた [3] [4]．

本年度は，この方法を肝炎データに適用し，有用な知識が得

られるかどうか検証するとともに，方法としての問題点を洗い

出してその洗練化を進めた．年度前半では，肝炎の状態を比較

的直接的に反映する GOT, GPT, ZTT, アルブミン等の血液生

化学検査データに適用し，得られる知識を検証した．その結果，

GPT, ZTT において特徴的な変化パターンをもつクラスタが

生成され，興味深い知識が得られた．

年度後半では，新たに提供された血算（血球計数）データに

対して提案法を適用した．その過程で，従来から経験的知見と

して得られていた白血球数の長期的変化と肝炎進行度に関する

関係が必ずしも正しく捉えられていないこと，すなわち，提案

方法では系列のもつ長期的な変化トレンドの類似性を正しく

評価できない問題点が明らかとなり，方法としての改良を実施

した．

本稿では，これら本年度の成果に関する詳細を報告する．ま

ず第 2節において，昨年度提案した方法の全体像についてまと

めた後，第 3節に年度前半で得られた血液生化学検査データに

対する適用結果を示す．続いて第 4節において，年度後半の血

算データ解析で明らかとなった問題点とその解決法について述

べる．その後第 5章において血算データの一部である白血球数

データに対する適用結果を示し，最後の第 6節で本年度の成果

をまとめる．

2. 方法の概略

本方法は，(1)多重スケールマッチングによる系列間相違度

の算出，(2)ラフクラスタリングによる系列の類型化，(3)類型

化された系列における部分系列の対応関係の可視化，の 3 つの

手続きからなる．このうち，(3) については多重スケールマッ

チングのマッチング結果の可視化として実現されるため，(1)

および (2)についてそれぞれ概念と手順の概略を述べる．

2. 1 多重スケールマッチング

慢性ウイルス性肝炎では一般的に，数年から数十年の長期に

わたり緩やかに病態が変化していく．一方，インターフェロン

の投与期間は通常 6ヶ月程度であり，投与に起因する変化には

数ヶ月単位の比較的短期的なものもみられる．このように期間

の異なる変化を捉えるためには，系列全体を 1ヶ月，あるいは

1年のように固定したスケールで観察するのではなく，短期的

なイベントが生じている期間では観察スケールを細かく設定し，

それ以外ではより長期的な観察スケールを設定すること，すな

わち部分的に観察スケールを変化させつつ系列を比較していく

ことが必要となる．例えば図 1の系列 1と 2を比較する場合，

A B C A B C A B C

Sequence 1 Sequence 2 Sequence 3

A B C A B C A B C

Sequence 1 Sequence 2 Sequence 3

図 1 異なる視野スケールにおける部分系列の比較

短期的には異なる傾向がみられるが，長期的には区間 A(上昇)，

区間 B(下降)，区間 C(上昇)と続く類似した変化パターンが観

察される．一方，系列 1と 3を比較する場合，区間 Aはより詳

細に類似したパターンを含むため，さらに短期的なスケールで

観察されるべきである．

従来提案されてきた時系列データ解析法 [6]- [10] において，

観察スケールは波形を構成する周波数成分と関連付けられる．

このため，適切な周波数範囲を選択し，その類似性を調べるこ

とで，任意のスケールにおける類似性を評価することが出来る．

しかしながら，系列全体を同一スケールで観察する必要があり，

部分ごとに異なるスケールで観察することは困難である．これ

は，異なるスケールで観察された部分系列の連続性を保証する

ことが出来ないことに起因している．

多重スケールマッチング [1] [5] は，対象を様々な視野スケー

ルで記述，比較する方法である．マッチングは部分輪郭ごとの

類似性を基準にして行われ，対応する部分輪郭組は同一スケー

ルのみならず，異なるスケールに渡って探索される．これによ

り，局所的な類似性だけでなく，より大局的な観点から観察し

た類似性に基づきマッチングを行うことが可能となる．

まず，時刻 t をパラメータとする関数 x(t) で検査値の系列

を表現する．このとき，スケール σにおける系列は，x(t)とス

ケールファクター σ をもつガウス関数 g(t, σ)との畳み込みと

して以下のように定義される．

X(t, σ) = x(t) ⊗ g(t, σ)

=

∫ +∞

−∞
x(u)

1

σ
√

2π
e−(t−u)2/2σ2

du

スケールの増加に従い近傍値との平滑化が進み，より変曲点の

少ない滑らかな系列が得られる．系列上の各点における曲率は

次式で与えられる．

K(t, σ) =
X ′′

(1 + X ′2)3/2



ここで，X ′，X ′′ は X(t, σ)の tによる 1次および 2次微分で

ある．X(t, σ)のm次微分 X(m)(t, σ)は，x(t)と g(t, σ)のm

次微分 g(m)(t, σ)の畳み込みとして次式により与えられる．

X(m)(t, σ) =
∂mX(t, σ)

∂tm
= x(t) ⊗ g(m)(t, σ)

次に，曲率の符号の変化から系列上の変曲点の位置を求め，隣

接する変曲点を両端とする凹凸セグメントを構築する．スケー

ル σ(k) における検査値系列 A(k) を N 個のセグメントの集合

とすると，

A(k) =
{

a
(k)
i | i = 1, 2, · · · , N (k)

}
ここで，a

(k)
i はスケール σ(k) における i番目のセグメントを示

す．同様に，スケール σ(h) における比較対象系列を B(h) とす

ると，

B(h) =
{

b
(h)
j | j = 1, 2, · · · , M (h)

}
と表現できる．このとき，セグメント a

(k)
i と b

(h)
i の相違度

d(a
(k)
i , b

(h)
j )を次式により定義する．

d(a
(k)
i , b

(h)
j ) =

| θ
(k)
ai − θ

(h)
bj

|
θ
(k)
ai + θ

(h)
bj

∣∣∣∣∣ l
(k)
ai

L
(k)
A

−
l
(h)
bj

L
(h)
B

∣∣∣∣∣
ここで，θ

(k)
ai および θ

(h)
bj
は各セグメントに沿った接ベクトル

の回転角，l
(k)
ai および l

(h)
bj
は各セグメントの長さ，L

(k)
A および

L
(h)
B は対象系列 A，B のスケール σ(k)，σ(h) における総セグ

メント長をそれぞれ示す．連続した奇数個のセグメントはより

上位のスケールにおいて単一セグメントに置換され得るが，こ

の場合のセグメント間相違度は，過度の置換を抑制する置換コ

スト関数を上式に加えたものとして定義される．多重スケール

マッチングにおけるマッチング手続きは，全てのセグメント組

から相違度の総和を最小にする組を探索することに相当する．

評価を通じて得られた最適対応における相違度の総和を系列

A,B間の相違度 d(A, B) と定め，この手続きをデータセットに

含まれるすべての可能な系列組 (A, B)に適用して相違度行列

を生成する．以後のクラスタリングでは，系列値そのものでは

なく，この相違度行列を入力として使用する．

2. 2 ラフクラスタリング

クラスタリングはある特徴量を基準に類似した対象を同一

のクラスタにまとめる処理であり，これまでに k-means，EM

algorithm，CLIQUE，CURE，BIRCHなど，様々な方法が提

案されている [11]．一般に，数値データを対象としたクラスタ

リング法では，クラスタ内均一性を最大化つつクラスタ間分離

性を最大化するように最適分割を決定していく．しかし，多重

スケールマッチングで算出される系列間類似度は相対的類似度

であり，三角不等式の成立が必ずしも保証されているものでは

ないため，クラスタ中心，重心等の幾何学的特徴量を用いたこ

れらのクラスタリング法は単純には適用できない．古典的な階

層的クラスタリングは相対的類似度を取り扱うことができるが，

処理順序に対するクラスタリング結果の不定性，空間縮退や拡

張，階層構造の反転等，様々な問題の存在が知られている [12]．

ラフクラスタリングは，ラフ集合論の識別不能性の概念に基

づくクラスタリング法であり，対象のまとまり具合いを識別不

能度として表現することで，相対的類似度で表現されたデータ

においても可読性の高いクラスタを生成することができる．多

重スケールマッチングにより得られる系列間類似度は，任意の

2検査系列間の類似性を表す相対的な尺度であるため，本方法

ではラフクラスタリングを適用して系列を分類する．

まず，ラフクラスタリングに関連するラフ集合論の諸定義に

ついて述べる．U |= φを対象 (ここでは系列)の集合とし，X を

U の部分集合とする．U 上で定義される同値関係Rは，U を以

下の条件を満たす部分集合 X の集合 U/R = {X1, X2, ...Xm}
に分割する．

(1)Xi⊂=U, Xi |= φ for any i,

(2)Xi ∩ Xj = φ for any i, j,

(3) ∪i=1,2,...,m Xi = U.

それぞれの部分集合Xi はカテゴリと呼ばれ，U における Rの

同値類を示す．また，あるオブジェクト x ∈ U を含む R のカ

テゴリを [x]R で表現する．さらに，与えられた同値関係 Rに

関して識別不能であるという識別不能関係を IND(R)で表し，

次式により定義する．

xIND(R)y = {(x, y) ∈ U2 | (x, y) ∈ P, P ∈ U/R}.

ラフクラスタリングは，(1) 初期同値関係の構築，(2) 同値

関係の再帰的更新，の 2ステップから構成される．下図に各ス

テップの概略を示す．第 1ステップでは，各対象に対して自ら

Step1 Step2Step1 Step2

図 2 ラフクラスタリングの概念図

と類似したものと異なるものを分類する初期同値関係を与える．

n 個の対象からなる全体集合を U = {x1, x2, ..., xn} としたと
き，対象 xi に対する同値関係 Ri は次式により定義される．

Ri = {{Pi}, {U − Pi}}

ここで，Pi は xi と類似した対象の集合であり，類似度 sが閾

値 Si を越える対象の集合として次式により定義される．

Pi = {xj | s(xi, xj) >= Si}, ∀xj ∈ U

sは多重スケールマッチングの結果得られる 2系列間の類似度

である．また，閾値 Si は類似度が著減する位置に自動的に定

める．クラスタは，全ての同値関係を用いても識別不能な対象

の集合，すなわち，U/IND(R) のカテゴリ Xi として得られ

る．上図はこれらの概念をユークリッド空間上で表現したもの

で，各対象を中心とする円の半径は Si に相当し，この中に存

在する他の対象はすべて同値類とみなされる．2つの対象間を



交差する円がただ 1つも存在しない場合，その対象は識別不能

であるとみなされ，同一クラスタに分類される．この例では，

4つの対象が 3つのクラスタに分類されている．

第 2ステップでは，第 1ステップで個々に構築した初期同値

関係を全体的な観点から修正し，より可読性の高いクラスタを

生成する．まず，ある２つの対象 xi と xj が，他のどれだけ多

くの対象から識別不能と見なされているかを示す識別不能度 γ

を次式により定義する．

γ(xi, xj) =
1

|U |
|U|∑
k=1

δk(xi, xj)

δk(xi, xj) =

{
1, if [xk]Rk ∩ ([xi]Rk ∩ [xj ]Rk ) |= φ

0, otherwise

ここで，[xi]Ri は同値関係 Ri において xi と同値類とみなされ

る対象の集合を示す．識別不能度 γ が高い対象は類似度が高く，

同一のクラスタに分類されることが望ましい．逆に，識別不能

度の高い対象を異なるクラスタに類別するような同値関係 Ri

は詳細すぎる類別知識を与えているといえる．そこで，そのよ

うな同値関係を以下の手続きにより R′
i に修正し，詳細すぎる

類別知識による細かなクラスタの生成を抑制する．

R′
i = {{P ′

i}, {U − P ′
i}}

P ′
i = {xj |γ(xi, xj) >= Th}, ∀xj ∈ U

ここで，Th は対象を識別不能と見なす閾値であり，類別知識

の粗さに対応づけられる．この Th を定め，クラスタ数が変化

しなくなるまで再帰的に同値関係を更新することで，適度に粗

い知識に基づくクラスタリング結果 U/IND(R′)が得られる．

図上図の例では，2つの同値関係を更新することでクラスタ数

が 4から 2に減少している．なお，2 度目以降の同値関係の更

新は，初期同値関係ではなく前回更新後の同値関係を用いる．

3. 生化学検査データに対する適用結果

提案法を共通データである肝炎検査データセットのうち生化

学検査データに適用し，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．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 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

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

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)

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みられ

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



IFN

IFN

IFN

IFN

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

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．

医学的に更な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，繊維化の度合い等により層別することで新たな知

識が得られる可能性がある．

4. 多重スケールマッチングにおける相違度の
拡張

2. 1 節で述べたセグメント間相違度は上田ら [5] の定義に基

づくものであり，拡大縮小，回転等の対象の相似変換に対し不

変であるという性質をもつ．この性質は 2次元図形の認識にお

いて重要なものであるが，1次元の系列に適用する際には以下

の問題を生じる．

（ 1） 2次元輪郭の回転は 1次元系列の位相シフトに相当す

るため，系列間の位相差が吸収され，相違度に反映されない．

すなわち，早期に発生したイベントと晩期に発生したイベント

を時期に基づき区別することができない．

（ 2） 系列の勾配を評価できない．セグメント回転角はセグ

メントに沿った接ベクトルの回転角の総和として定義されるた

め，例えば縦軸（検査値軸）について対称関係にある 2つのセ

グメント間では，勾配の符号が反転していても，すなわちセグ

メント両端点での系列値の差の正負が反転していても，相違度

が 0になる．このことは，その系列全体が上昇トレンドである

のか，下降トレンドであるのかを認識できないことを意味する．

上述の問題 (1)に対応するため，我々は相違度に位相シフト

抑制項を加えて以下のように拡張した位相シフト抑制型多重ス

ケールマッチングを提案した [3]．

δ(a
(k)
i , b

(h)
j ) =

1

3

(∣∣∣∣∣ d
(k)
ai

D
(k)
A

−
d
(h)
bj

D
(h)
B

∣∣∣∣∣+
| θ

(k)
ai − θ

(h)
bj

|
θ
(k)
ai + θ

(h)
bj

+

∣∣∣∣∣ l
(k)
ai

L
(k)
A

−
l
(h)
bj

L
(h)
B

∣∣∣∣∣
)

ここで，d
(k)
ai および d

(h)
bj
は初回検査日から該当セグメントの最

初の検査日までの日数，D
(k)
A および D

(h)
B は初回検査日から最

終検査日までの期間，すなわちデータの採取期間を示す．この

拡張により，各項がそれぞれ示すイベントの発生日，上昇/下

降の鋭さ，継続期間の全ての相違度を最小化させるセグメント

組を捉えることが可能となった．比較対象の 2系列に特徴的か

つ共通した増減パターンが存在する場合，それらの発生時点の

違いをこの相違度により特徴付けることができる．

一方で，長期的に見て線形に増加あるいは減少するような系

列の場合，仮に位相差が無い場合でもそのトレンドの類似性を

正しく表現することはできない．これが問題 (2)であり，一例

を図 6 に示す．同図において，黒丸が変曲点の位置を示し，そ

A B C D

A’ B’ C’ D’

��1

��2

A B C D

A’ B’ C’ D’

��1

��2

A B C DA B C D

A’ B’ C’ D’A’ B’ C’ D’

��1

��2

図 6 異なる視野スケールにおける部分系列の比較

れを両端とする部分曲線が 1つのセグメントに対応する．各セ

グメントはすべて同一のセグメントを回転あるいは反転させて

生成したものであり，凸セグメントと凹セグメントで極性は異

なるが，セグメント長，セグメント回転角，位相はすべて同一

となっている．このような場合，セグメント Aと A′，B と B′

のように，先頭から順次セグメントを対応させた組み合わせで

残相違度が 0 になり，最も良いマッチングと結論付けられる．

しかしながら，両系列には明らかに長期的な増加，減少のトレ

ンドに差異があり，それらを同一とみなすことは妥当ではない．

この性質は，凹凸構造の類似性を評価するために，時間軸に平

行な直線ではなく，変曲点を結ぶ曲線からの変位を特徴付けて

いることに起因している．

そこで，セグメント勾配の差を表現する項を加えるとともに，

各項の結合方法を変更してセグメント相違度を以下のとおり再

定義する．

δ(a
(k)
i , b

(h)
j ) = max(d, θ, l, g)

ここで，d, θ, l はそれぞれセグメント a
(k)
i と b

(h)
j の位相，回

転角，長さの差を表すパラメータで，位相シフト抑制型相違度

の定義における各和項とそれぞれ対応する．また，g はセグメ

ント勾配の差を表現するパラメータであり，以下のごとく定義

する．

g(a
(k)
i , b

(h)
j ) ={

1, if g
(k)
ai × g

(h)
bj

< 0∣∣∣g(k)
ai − g

(h)
bj

∣∣∣ , otherwise.
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図 7 血小板数が増加に転じる系列のマッチング結果

ここで，g
(k)
ai はセグメント a

(k)
i の勾配であり，セグメント両

端点における属性値の差を標準化したものである．例えばセグ

メント a
(k)
i の両端点の値がそれぞれ xs(a

(k)
i ), xe(a

(k)
i ) であり，

この系列が属する属性についてデータ全体における属性値の標

準偏差が σ (この σ は多重スケール表現のスケールファクタ σ

とは関係ない) であったとき，g
(k)
ai = (xe(a

(k)
i ) − xs(a

(k)
i ))/σ

となる．g
(k)
ai と g

(h)
bj
の符号が逆のとき，すなわち正の勾配をも

つセグメントと負の勾配をもつセグメントを比較するとき，相

違度 g(a
(k)
i , b

(h)
j )は最大値 1を返し，同符号であるときは差の

絶対値を返す．

勾配差の導入により，系列間のトレンドの差を相違度に反映

させる．また，各要素の結合方法を相加平均から最大値選択へ

と変更することで，系列間相違度のセンシティビティを向上さ

せ，類似系列と非類時系列の間の差異を増大させる．

5. 血算データに対する適用結果

前節に述べた系列間相違度に関する拡張をこれまでの解析法

に取り入れ，肝炎データセットの追加データである血算（血球

計数）データに適用した．血算データには 7種類の検査値（赤

血球数，白血球数，血小板数，ヘモグロビン，ヘマトクリット，

平均赤血球ヘモグロビン量，平均赤血球ヘモグロビン濃度）が

含まれているが，今回は血小板数と肝炎進行度の関係を調べる

ために血小板数のデータのみを用いた．また，生化学検査の場

合と同様に，全 722例のうち肝生検の結果が明らかでない 219

例を除外し，残りの 503例を解析対象とした．これをさらに肝

炎の型とインターフェロン (IFN) 治療適用の有無で 3 群に層

別した後，各群に提案法を適用し，得られたクラスタの特徴を

検討した．

その結果，C型肝炎でインターフェロン治療を適用した場合

において，共通の経過をたどる例から構成される興味深いクラ
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図 8 血小板数が減少を続ける系列のマッチング結果

スタがいくつか生成された．図 7 および図 8 にこれらのクラ

スタにおけるマッチング結果の例を示す．図 7の例では，イン

ターフェロン治療終了後，徐々に血小板数が増加している．こ

れは，肝機能の回復に伴って血小板の産生量が回復する場合の

パターンである可能性が示唆される．一方，図 8の例は，より

全体的なトレンドの類似性を反映しており，インターフェロン

治療終了後にも慢性的に血小板数が減少を続けている．これら

から，インターフェロン治療の奏効度が高い場合には血小板数

が増加し，逆に奏効度が低い場合には血小板数が減少しつづけ，

出血傾向が見られるという仮説が生成された．

そこでさらに，インターフェロン治療の奏効度が低い例から

なるクラスタを対象に，血小板数が正常下限値を下回るのに要

する期間と繊維化の度合いの関係について調べた．その結果，

F1で 0から 15年，F2で 0から 10年，F3と F4で 0から 8

年と，インターフェロン治療非適用の場合の自然経過とほぼ一

致する傾向が見られた．このことは，インターフェロン治療の

奏効度が低い場合には治療しない場合と類似した経過たどり，

ともに血小板が減少していくという関係の存在を示唆している．

これらの仮説を元にデータに立ち返り，対象を B型と C型

全体に広げ，繊維化の度合いと平均血小板数の関係を調べた結

果が表 2である．同表から，繊維化が進行している例において

血小板数が減少していることがわかる．

一方，肝炎ウイルスの活動性のデータが利用可能な例につい

て，繊維化の度合いと組み合わせて，血小板数が基準値を下回

るまでの経過年数との関係を調べたものが表 3である．同表か

ら，繊維化の度合いが高い例ほど，また繊維化が同程度である

場合には活動性が高いほど，血小板数が異常低値に至るまでの

経過年数が低いことがわかる．

以上の結果から，血小板数が治療の長期予後を予測する指標

になりうること，また，血小板数から線維化．活動性の程度が



表 2 繊維化の進行度と血小板数

タイプ N 線維化 平均 標準偏差

B 61 F1 206.76 51.79

B 51 F2 173.45 44.40

B 25 F3 163.84 45.91

B 22 F4 114.73 50.10

C 21 F0 232.76 63.48

C 38 F1 186.83 54.19

C 81 F2 150.85 47.58

C 67 F3 137.45 44.41

C 62 F4 123.76 45.00

表 3 線維化度，活動性と血小板減少に要する経過年数

線維化 活動性 N 平均経過年数 標準偏差

F1 A1 9 5.24 4.32

F1 A2 6 3.36 3.95

F2 A1 1 – –

F2 A2 16 2.87 3.25

F3 A1 1 – –

F3 A2 5 3.67 3.59

F3 A3 9 0.68 1.02

F4 A1 1 – –

F4 A2 15 0.88 2.27

F4 A3 9 0.08 0.17

予想できうること，の 2点が仮説として提示される．今後，よ

り詳細にデータを吟味してこれらの仮説の検証を進めていき

たい．

6. む す び

本稿では，昨年度提案した多重スケールマッチングとラフク

ラスタリングの組み合わせによる時系列データの解析法につい

て，肝炎検査データに適用した結果を示すとともに，解析を通

じて得られた問題点と改良点についてまとめた．本年度前期で

は血液生化学データに対する適用実験を行い，IFN治療実施前

後のGPT，ZTT等の変化に関して特徴的なパターンを発見し，

可視化することに成功した．後期においては，新たに提供され

た血算データに対し同方法の適用を試みた．その中で，長期ト

レンドの評価が不適切である等，問題点が明らかとなり，改良

を繰り返すことで方法の洗練度を向上させていった．その結果，

長期トレンドを系列間類似度の評価に入れることで血小板数の

減少傾向を反映する興味深いクラスタを生成できた．これらは

いずれも，方法を適用し，結果に対して専門家と議論を積み重

ね，方法とデータを見つめなおして改良を重ね，そこからより

進んだ解析のステージへ進むという，スパイラル的解析を実践

したものであり，その結果として血小板数とインターフェロン

治療の長期予後の関係など，新たな仮説を提案することが出来

たと考える．

一方で，類型化の結果からは、慢性疾患の長期予後を調査す

る上では明らかに不適当な、ごく短期間のみの情報しかもたな

いデータが多数混入しているという問題も明らかとなった。再

びプリプロセッシングに立ち返り、これらのデータを自動的に

識別して除外する方法を開発することが新たな課題として浮上

した。

来年度以降，これまでに構築したデータ解析システムをさら

に洗練させていくと同時に、複数系列の多次元表示による解析

結果の効果的可視化，変化パターンのモデル化，ユーザの評価

の取り込み等、ユーザリアクションに関連する諸技術の開発を

進める予定である．同時に，上記の新たな課題についても解決

を進めていきたい．
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構造活性相関マイニングシステムの構築と
ドーパミンアンタゴニスト活性への適用
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あらまし 多数の生理活性に対して活性化合物群の構造的特徴を明らかにする研究プロジェクトを開始した．効率的

に知識を獲得するため，属性の生成，整理からカスケードモデルによるマイニング，さらに結果の解釈に至る各過程を

支援する計算環境の整備を行った．また最初の課題として，４種のドーパミン受容体タンパク質（�� � ��）に対して

アンタゴニスト活性を有する化合物群から，それぞれの活性に特徴的な構造群を抽出した．この過程で，データスケー

プ探索を可能とするルール群の表現が，知識の発見に有効であることを立証できた．得られた知見は専門家にも知ら

れていない情報を多数含んでおり，しかもリーズナブルで薬品設計に応用できるとの高い評価を得ることができた．

キーワード 構造活性相関，マイニング，ドーパミン受容体，アンタゴニスト活性，カスケードモデル� データスケープ
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�� は じ め に

我々はアクティブマイニングプロジェクトの一環として，多

様な構造を持つ化合物群から，活性発現に重要な構造的特徴

のマイニングを試みている．このプロジェクトでは，多くの生

理活性を対象とした解析を行って知識を獲得し，最終的に知識

ベースとして公表することを目的としている．本報告ではまず，

これらの作業を効率的に遂行するために構築したワークベンチ

の概要を最初に解説する．最初の解析対象としては，ドーパミ

ンのアンタゴニスト活性を取り上げた．４種のドーパミン受容

体タンパクに対してアンタゴニスト活性を有する化合物群を対

象とし，それぞれの受容体に特徴的な構造をマイニングした．

その解析プロセスと結果について述べる．

�� 方 法

�� � 対象データ

�次情報誌 ���� ���� �	
���には，特許を中心とする開発

薬品の構造式とその生理活性の情報が，毎年ほぼ１万件の割

合で報告されている．この雑誌の情報をデータベース化した

��社の ����データベース �	�������� ������� には，ほ

ぼ �� 万件の薬品データが蓄積されており，それらにはおよそ

���種の活性が付されている．このデータベースでは，同一活

性に対しても多様な化合物構造が存在しているため，活性毎の

構造特徴を見出すために適当である．本プロジェクトではこの

データベースを用いてマイニングを行う．

４種のドーパミン受容体（�� � ��）に対して，アンタゴニ

スト活性を持つ化合物データ ����� 種類が記載されている．検

証用に ���の化合物を除外し，残りの �����化合物を解析対象

とした．これらの中で �� � �� に活性を示す化合物数は，そ

れぞれ ���� ���� ���� ���である．なお，同一化合物が複数の

活性を示す場合がある．

�� � 処理の流れ

����データベースの検索から始まり，得られたルールの

解釈に至るまでの過程を図 �に示す．図の上部では，各活性毎



に検索で得られた化合物セットに対し，塩の除去と同一化合物

のチェックを行った後，����	システムを用いて�� !�� �	�

法により"#�#� $�#� %&
�'	 (�(	)�値を計算する．その

後，各活性毎のファイルを併合して，活性クラスの付与，�'��*

値の計算，再び同一化合物の除去を行っている．なお，検証用

に指定した比率の化合物群をテストセットとして除外し，学習

用とは別に出力している．各処理の間に記された +�,とは化

学構造表現用のフォーマットで化学構造式および化合物の性質

を記したテキストファイルである．

後半の処理では，まず構造式中の線形フラグメント群を作成

し，さらにこれを利用したカスケードモデルによるルールの生

成が行われる．フラグメント群の作成については次節で説明す

る．生成されたフラグメント群中で，データセット中での存在

比率が過大または過小なものを除外して属性群として利用する．

なお，-		
 %	' '&.�には，存在比にかかわらず必ず利用／除外

するフラグメントを指定する．

次いで，�/+�!+ �0	���� で得られたルール群を用い，これ

らを支持する化合物群の構造を視察し，仮説としてまとめる．

この段階では，ルールに出現する属性と化合物構造のデータ

ベースから，+
��1�	ソフトウェアを利用して化学構造式を表

示する．なお，最終的に得られる仮説は出発点のルールとは大

きく異なるため，再度化学構造データベースの検索を行って，

その妥当性を検証する．

以上の処理の流れはかなり複雑なものであり，中にはアルゴ

リズムの存在しないステップもあるため，専門家による作業が

欠かせない．これらの作業をできる限り合理化するため，23�	'

と ��	(���4システムが統合された環境において多数のマク

ロを作成し，創薬の専門家が効率的に作業を遂行できる環境を

構築した．

�� � フラグメント記述子の生成

構造式からのフラグメント記述子生成法は，先の報告 5�6 を

発展させたものであり，下記の方法によっている．

（ �） 指定した種類の元素および結合両端の原子を起点とし

て，最短 
��� 長が (�3 '	)���以内のすべての原子との間で

線形フラグメントを取り出す．

（ �） この線形フラグメントをその構成元素と結合の種類，

各原子の配位数と付随水素原子の有無，および分岐構造で枝上

の最初の原子により特徴づける．

（ �） 利用者の指定した詳細度に従い，これらの線形フラグ

メントを記述する．

詳細な記述形式を採用すると，多種類の記述子が生成され，

個々の記述子を支持する事例数が少なくなる．その結果として，

偏った分布を示す記述子が多くなり，活性の識別に有効なもの

が減少する．反面，簡単な記述形式では，マイニング結果の解

釈が困難となる．

ドーパミンアンタゴニストの場合４種の記述形式を検討した

結果，線形フラグメントの両端から２個の原子のみに配位数と

付随水素原子の有無を記載した形式を採用した．なお，線形フラ

グメントの長さは原子数が ��以内に限った．例えば，��"7�� 

図 � 処理の流れ

���� � ���� �	 
�����

� ��" 8�は �配位の�"と�の芳香環（7は ���(��&� 9�)%）

に，� � 8がつながった構造を示す．�番目の �には配位数と

水素の有無は記載されない．また，� 配位の 8に "が記され

ていないことから，この 8は �級アミンであることが分かる．

�� � カスケードモデルとデータスケープの探索

マイニングの方法論としては，カスケードモデルを用いる 5�6．

この方法は相関ルールを発展させたものであるが，真の相関を

表現できること，ルールの強さを :++ 値という一つの値で示

し得ること，等の利点が存在する．カスケードモデルで発掘さ

れるルールは，下記の形式により説明変数値の組み合わせと活

性との間の局所的な相関を表現する．

����� 化合物数 � ��� 化合物数 	
 ���値
� 主条件 ����� �� 前提条件群
���� 目的変数� 分布 � ��� 分布 	

���� 説明変数� 分布 � ��� 分布 	

ここで主条件，前提条件には説明変数とその値が記述され，ま

た主条件の適用前後を $� �で示している．主条件の適用によ

り，対象化合物数，目的変数値の分布がどのように変化するか

が記されるとともに，ルール全体の強さを表現する :++値が記



載される．また，説明変数の中に主条件適用に伴って大きな分

布変化を示すものがあれば，それも付加的相関として示される．

意義ある解析結果を得るためには，利用者がデータの全体像

から詳細な分布に至る各レベルで，データ分布の特徴を把握で

きる必要がある．我々はこれをデータスケープ（%���.��
	）と

呼んで，その把握を支援するルール表現を開発した．詳細は文

献 5�6� 5�6を参照されたい．

この新しいシステムを利用することにより，下記の効果を得

ることができる．��� 全体のルール数が削減される．��� ルール

群が少数の主ルールとそれに付随する関連ルールに分けて示さ

れるため，全貌を理解しやすい．��� ルール強度を示す :++値

が急激に低下する説明変数の領域を �&%�	として表すことによ

り，解析に有効な特徴ある化合物群を容易に探すことができる．

�� � マイニング計算の遂行

�� � ��ともに各活性の有無を目的変数として，下記のパラ

メータ値を用いた �/+�!+ 0	���による計算を行った．

����� ; ����� �	
��� ; ���� �'���&�	展開の詳細度�

��� �� ; ����� �ルール候補リンク強度の最低値�

��� ���� ; ��� �ルール表現の簡易度�

�	
 ��� ; ��� �ルール間関連性判断の閾値�

なお，��� ��活性の解析では出力されるルール数が多すぎる

ため，��� �� の値を ���� に設定した．また，数値変数のカ

テゴリー化規範値としては，"#�#� <���  ����� $�# � ����

 ���� ����� %&
�'	 (�(	)� ��� �� ��および ��* ��� �� ��を採

用した．

例えば ��アンタゴニスト活性の有無を目的変数とした解析

では，およそ ���� 分の計算で ������ 個のラティスノードが生

成され，大きな :++値を有する ��個のルール候補リンク群が

検知された．これらのリンクは最適化により �種のルールに収

斂し，さらに �種の主ルールとそれに付随する �種の関連ルー

ルに組織化することができた．

�� � ルールからの仮説生成

専門家がリード構造に対する合理的な仮説として認めるため

には，ルールから出発したとしても，専門家自身が活性値の分

布や化学構造式の視察により，十分に納得する過程が必要であ

る．本研究では，まずルールの条件記述に従って，図 �の右側

に示すように，説明変数の値に従って活性／不活性の分布を表

示する．専門家はこのような表示から，��� 主条件の適用によ

り大きく分布が変化すること，��� 前提条件の有無によりその

変化の度合いが異なること，を実感できる．

ついで，棒グラフや円グラフをクリックすることにより，そ

の部分を指示する化学構造式の一覧が図の左側のように現れる

ので，ルール中のフラグメントが実際に重要な意味を持つのか，

それとも単に一群の化合物に共通の大きな骨格の一部を表して

いるに過ぎないのかを判断できる．実際，化学者にとっては構

造式記述こそが想像力をはぐくむ源であり，支持事例の構造式

が提示されなければ，決して仮説が納得されることはない．さ

らに軸となる変数を変えて視察を行うことにより，当初のルー

ルとは全く異なった仮説が導かれることもある．

図 � 分布と化学構造の視察
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専門家が導く多くの仮説は，対応する活性値の分布を表示し

て，検証を行う必要がある．しかし，多くの仮説はシステムが

採用したフラグメント群とは異なった部分構造により表現され

る．そこで仮説を部分構造式として表し，これを新規の属性と

して加えて活性値の分布を見る必要がある．現段階では，この

ステップが専門家にとり煩雑な作業となっているため，さらな

る効率化が必要である．

�� マイニング結果と考察

得られたルールについて，その主条件，前提条件と目的活性

値の分布から，そのルールの重要性を概観することができる．

しかし，開発薬品データベースを対象としているため，その

化合物構造には偏りがあり，ルールの記述をそのまま受け取る

と間違った，あるいは解釈不能の仮説を導くことがある．その

ため，意味ある構造的特徴を把握するには，��� 他の説明変数

との付加的な相関関係のチェック，��� �&%�	領域と関連ルール

の調査，��� 活性／不活性化合物群構造式の視察，等の作業が

必要となる．以下では，各受容体のアンタゴニスト活性毎に，

�/+�!+システムから出力されたルールで重要と考えられる

部分を示し，さらに考察を進めて見出された構造的特徴を説明

する．

�� � ��アンタゴニストの特徴

この場合，下記の表現を持つただ１つの主ルールとその関連

ルール �種が提示された．
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主条件に現れる �� ��" ��" 8� の部分構造が存在するなら

ば，��活性化合物の比率が �<�から ���へと大きく上昇する

ことが分かる．また，同時に ��活性の比率が大きく低下する

点も興味深い．

ドーパミン自体の構造式を図 �の /に示す．主条件中のフラ

グメントは / の 8"� が � 配位の 8 に変わった部分であるが，

ベンゼン環を指示しているわけではない．実際にルールの条件

を満たす活性化合物群の構造を視察したところ，活性分子 �<の

内でフラグメント中 ��の部分は，ただ１つの含窒素 �員環を

除き他はすべてベンゼン環であった．従って図 �の //を，��



アンタゴニスト活性のリード構造と解釈するのが合理的である．

なお，主条件を満たしながら，不活性な化合物には �� の部分

が複素環やオレフィンであるものが多い．

NH2 NHO

HO
I II

図 � ドーパミンと �� 活性のリード構造
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�種の前提条件の中で第 �と第 �の条件は 8原子を含むフレ

キシブルなフラグメントが存在しないことを示しているが，こ

のようなフラグメントが存在すれば活性点への配位競合により，

アンタゴニスト活性の発現を妨害すると考えられる．なお，�

番目の前提条件の �� ,� フラグメントの解釈は不明であるが，

他の前提条件と主条件を満たし、これを満たさない化合物 <種

には，すべて �配位の 8を含む芳香環が存在していた．

このように �� 活性では，ルールの表現から非常に素直に

リード構造の仮説を導くことができた．しかし，このルールは

��活性分子 ���種中の �<分子を説明するに過ぎず，�&%�	情

報や関連ルール群からさらに他のリード構造が発見される可能

性がある．

�� � ��アンタゴニストの特徴

この活性の解析では，活性と不活性を導く主ルール各１種が

出力された．活性を導く ��'	�の重要な部分を下に示す．
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このルールには前提条件がなく，片側にアルキル鎖をもつエー

テル ���" ��" #��が存在すれば ����の割合で活性が現れる

ことを述べている．しかし，その精度は低く，また専門家にとっ

て，このようなエーテルだけで ��活性が発現しないことは常

識である．そこで，この主条件の適用に伴って出現頻度が大き

く変化するフラグメントを見ると，�� #�と ��"7�� #�の出

現頻度がそれぞれ ���� ���へと上がっており，エーテルの他

方は芳香族炭素へ連結していることが示唆される．

次にルール下部の �&%�	 情報を見てみよう．最初の �&%�	 情

報は，芳香環を片側に持つエーテルが，主条件適用前後でそれ

ぞれ ���� ���化合物存在し，その中ではそれぞれ ���� ���が

活性であることを示している．これは上記の付加的相関から推

測された仮説を裏付けるデータである．また，� 番目の �&%�	

から芳香環にアミンが置換した構造が <��と高い活性を示し，

さらに �番目の �&%�	のフラグメントを持つ化合物でも，主条

件適用後の �< 化合物中で ���が活性を示す．まず，� 番目の

�&%�	中の化合物群構造を視察したところ，活性なものはすべて

下記 ///の構造を有していた．�番目の �&%�	情報を考え合わせ

ると，�����位にアミンとエーテルが置換した /�がリード構造

の候補として推測できる．実際に調べるとこの構造を持って主

条件を満たす化合物 �<中 ��が活性であり，これが ��リード

構造の �つであると結論できる．しかし，これだけでは説明で

きない活性化合物群が �番目の �&%�	には含まれている．残っ

た �� の活性化合物中で ��種は，#と 8間が �原子以上隔て

られた下記 �の構造をもっていた．この構造は /�と同じ配位

を可能とするものであり，これらが合理的なリード構造と考え

られた．
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図 � �� 活性のリード構造
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次に不活性を導く ��'	�を下に示す．
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このルールは ��活性のリード構造が存在しない場合で，かつ

芳香環と �級アミン間のアルキル鎖長が �の場合には，��活

性がほとんど消失することを示している．これ自体も興味深

い結果であるが，�� 活性解析の立場からは，最初の �&%�	 領

域に現れるアミド基が面白い．主条件適用前の �< 化合物中で

��化合物が活性を示し，それらは �/� �//の部分構造を持つも

のが大部分であった．これらはリード構造を示唆するものと言

える．また，前記の ��'	�で活性を導く ��" ��" #�が最後

の �&%�	条件として現れており，ここでは本ルールの主条件が

��'	�の ��活性をうち消すように働いている．なお，,原子

があらわれる �&%�	 の意味は，�� 活性の場合と同様さらなる

検討が必要である．

�� � ��アンタゴニストの特徴

この活性の解析からは，�種の主ルールとそれぞれに付随し

た ��� �� �種の関連ルールが現れた．これらの中でもっとも明

確なパターンを示したルールを次に示す．
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図 � �� 活性を示唆する構造
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このルールの前提条件はまさに �� 活性のリード構造であり，

�///の様にフレキシブルなアルキル鎖につながったアミド基が

共存すれば �� 活性が発現すると共に，�� 活性が消失するこ

とを示している．また，支持事例群構造の視察からは，アミド

基と ��リード構造が近すぎたり，コンフォメーションの柔軟

性がないならば，��活性が発現していないことが判明した．
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図 ! �� 活性のリード構造

���� ! ���� ���������� �	 �� ��������

主ルールの��'	�は，��'	� $�と同一の主条件を持ち，適

用前後で ���� ��化合物がそれぞれ重なっている．これら以外

の活性化合物群の構造式を視察したところ，/=の構造が活性

の要因であることが判明した．また，この場合には主条件と

共に ��活性が完全に消失している．なお，�///� /=の構造を

もっていても，ベンゼン環の代わりに複素環がある場合、およ

び 8"� や �,� が置換しているものは不活性であった．
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２番目の主ルールとその関連ルールでは，下記の２種が興味

深い．��'	� で選択される化合物はすべて = を持ち，複素環

で �配位の 8を持たない．��'	� $�が対象とする化合物群

は上記と重なるものが多いが、=の化合物群を除外すれば、活

性化合物のほとんどが =/の構造を持つ。これらは ��活性の

リード構造と解釈できる．３番目の主ルールは，アミド基に関

連するパターンを発掘しているが，��'	�と重なる事例がかな

り多く，未だ明確な結果を提示できる段階には至っていない．
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�� � ��アンタゴニストの特徴

この活性の解析からは，活性と不活性を導くそれぞれ �種と

�種のルール（関連ルールは１種のみ）が得られた．以下活性

を導くルールについて説明する．なお，不活性ルールでは，ア

ミド基や ��活性のリード構造 //の存在が主条件として現れて

いる．活性を導くルール中でもっとも明確なパターンを示した

のは，下記の ��'	�である．
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主条件を満たす化合物群の構造を視察したところ，=// の

フラグメントを中心として全体として左右に長くかつ両側に

9�'->なグループを持つものがほとんどであった．ここで左側

の共役系には、(	���3>基による置換や複素環等を含んで良

い．ただし，アミド基の存在は活性を阻害する．２番目の前提

条件は ��活性のリード構造が存在しないことである．これを

持ちかつ主条件も満たす化合物群は丸い形をした分子であるか，

あるいはアミド基を持つために不活性である．１番目の前提条

件に現れるフラグメントは主条件を部分構造として含んでいる．

この非存在が前提条件として現れていることは，�&%�	 で現れ

るフラグメントと考え合わせるなら，含窒素複素芳香環が ��

活性に関与している可能性を示している．なお，この主条件適

用で ��が不活性となることは，すでに ��活性の項で述べた．

CH2 N

N

O
H

N

N(C2H4)2N

O

XII

XIII XIV

図 " �� 活性にかかわる部分構造
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次に下記の ��'	�と ��'	�を見てみよう．��'	�の主条件は

��'	�と似ているが，対象をベンゼン環に限っている．前提条

件は =///� =/�の部分構造を持つ化合物群を除外するためであ



ると解釈できた．なお付言すれば，最初にアミド基が ��活性

を阻害すると述べたが，アミド基中の 8"水素が前提条件中の

エーテル酸素と分子内水素結合を作る場合は，活性阻害の効果

が現れない．
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最後に ��'	� では主条件のフラグメントが，
&
	��%&)� 基を

含むように拡大されている．結果の構造の視察により，この場

合もアミド基やエーテル酸素が活性を阻害する点は認められた

が，前提条件の表現とは直接つながっていない．この条件の意

味についてはさらなる検討が必要である．

�� お わ り に

４種のドーパミン受容体に対してアンタゴニスト活性を有す

る化合物構造群を対象として，各受容体に対する活性発現に特

徴的なリード構造を発見することができた．その結果，線形フ

ラグメントの有無を属性として利用しカスケードモデルで解析

することが，定性的な構造活性相関の理解に有効であることが

示された．特に付加的な相関や �&%�	情報は，ルール数の少な

さとあいまって，専門家が知識を発見するためのヒントを与え

てくれることは確かである．

他方，ルール表現を使用した知識発見を効率化する観点から

見るならば，本報告での解析過程から明らかなように，ルール

は知識に到達するための入り口に過ぎない．出力された情報を

専門家が利用して解析作業を進めるわけであるが，専門家の知

識に頼らざるを得ない点が多いのはやむを得ないとしても，専

門家の作業手順さえ未だ明瞭でなく，試行錯誤を続けている状

態である．今後，この過程を考察することにより，データマイ

ニング技術自体を発展させ，効率的な知識発見を可能としてい

く予定である．

応用面では，今後 ?*�� タンパク質群に関連したオピオイ

ド，セロトニン等の生理活性を始めとして，����データベー

ス所載の多数の生理活性群に対して本方法を適用する．また解

析結果を知識ベースとして蓄積し，@@@を通じて公開する

予定である．さらに，本研究で構築したワークベンチを広く公

開し，薬学者の参加をあおぐことによって，知識の集積を加速

化することも計画している．
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化学構造類似性にもとづくリスクレポート 
研究分担者 高橋 由雅 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

研究分担者 加藤 博明 （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） 

研究協力者 横江 恭子 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

あらましあらましあらましあらまし  本研究では先に提案した Topological Fragment Spectra(TFS)法のリスクレポートにおける有用性を検証するため，4

種のドーパミン受容体(D1, D2, D3, D4)ごとのアンタゴニスト活性について，MDDRデータベース中の治験薬 1227件から TFS人

工ニューラルネットによる学習モデルを作成し，別途用意した 137 化合物について受容体を予測したところ，その予測精度は

81%に上り，本方法がこれまでにない有効性を示すことを明らかにできた．また， TFS 法による構造類似性検索の実験の結果，

異なる活性クラスに属するにもかかわらず構造類似性の極めて高い例外分子が見出されることを示し，リスクレポートへの有効性を実証し

た．一方，化合物データベースを TFS 仮想空間上に配置し，化合物の直接探索が可能なデータ可視化ツール MolSpace を開発し

た．これにより，例外分子のリスクレポートからの専門家による考察の支援が可能となった．また，別途開発を進めてきた三次

元部分構造検索プログラムを基礎とした三次元構造類似性にもとづくデータマイニングのためのアプローチについても併せて

検討を開始し，テストデータベースを用いた検索実験においてその有用性を示唆する結果を得た． 

キーワードキーワードキーワードキーワード  構造類似性，TFS，クラス分類，データマイニング，構造特徴解析，リスク評価 
 

Risk Report Based on Structural Similarity of Chemicals 
Yoshimasa TAKAHASHI ,  Hiroaki KATO ,  Satoshi FUJISIMA ,  and Kyoko YOKOE 

Abstract  The applicability of the Topological Fragment Spectra (TFS) method, which was reported in our preceding work, 
was validated in discriminating active classes of pharmaceutical drugs. Dopamine antagonists of 1,227 that interact with 
different type of receptors (D1, D2, D3 and D4) were used for training an artificial neural network(ANN) with their TFS to 
classify the type of action. The ANN classified 88% of the drugs into their own classes correctly. Then, the trained ANN model 
was used for predicting class unknown compounds. For other 137 compounds the active classes of 81% of all the compounds 
were correctly predicted. Beside, to validate an instance-based chemical risk report approach based on structural similarity, 
TFS-based similar structure searching was employed for identification of active molecular analogues with different activities. 
The TFS successfully identified structurally similar molecular analogues of our interest. In addition, a desktop software tool, 
called MolSpace, was also developed for visualizing massive molecular data space or TFS space. It makes us easy to compare an 
object molecule with neighbors in the same region of data space. The usage of similar 3D structure searching for chemical data mining was 
also investigated here.  

Keyword  Structural Similarity, TFS, Pattern Classification, Data mining, Structural Feature Analysis, Risk Assessment 
 
1. 背景と目的背景と目的背景と目的背景と目的  
「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

究では化学データマイニングのための基盤技術の一つ

として，類似性を基礎とした構造データマイニング並

びにチャンス発見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

スクレポート問題への応用の可能性を明らかにするこ

とを目的とする．  
 

2. 検討内容検討内容検討内容検討内容  
本年度研究では，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，化学構造の

TFS 表現を基礎とした構造特徴記述子の性能を実デー
タを用いて評価するとともに，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した．ま

た，三次元構造類似性にもとづくデータマイニングの

ためのアプローチについても検討を行なった．  
 

2.1. ＴＦＳを利用した薬物の活性クラス分類とリスクＴＦＳを利用した薬物の活性クラス分類とリスクＴＦＳを利用した薬物の活性クラス分類とリスクＴＦＳを利用した薬物の活性クラス分類とリスク

レポートレポートレポートレポート 
先に提案した Topological Fragment Spectra(TFS)法  

[1]のリスクレポートにおける有用性を検証するため，
市販の治験薬構造データベースをもとに，実データを

用いて活性クラス識別問題における構造記述子として

の TFS 法の有効性について検討を行った．  
＜方法＞＜方法＞＜方法＞＜方法＞    

化学構造式の TFS 表現：筆者らは構造特徴の定量的
表現の一つとして，Topological Fragment Spectra (TFS)
法を提案している．この手法は，部分構造の定義ファ

イルを必要とせず，与えられた構造から TFS を生成し
て，構造全体の漠然とした類似性評価を行うことがで

きる．TFS は，対象とする化学構造の可能な部分構造
をすべて列挙し，列挙したそれぞれの部分構造に対し

て数値的な特徴付けを行う．その特徴付けの値と出現

頻度のヒストグラムを生成する．このヒストグラムが

TFS であり，これを多次元パターンベクトルとして用
いることで，化学構造を定量的に扱うことができる．

また，TFS は部分構造の特徴付け (次数和，重量和，etc)
を変えることにより，様々なスペクトルを生成するこ

とができる．   
データセット：ここでは，米国 MDL 社の治験薬構

造データベース MDDR（MDL Drug Data Report）  [2]
より抽出した 4 種の異なる受容体（D1, D2, D3, D4）に
作用するドーパミンアンタゴニスト 1,364 種を対象に
検討を行った．解析に際してはこれら全ての化学構造

をもとに TFS を生成し，データベース化を行った．こ
こでの TFS表現には結合数が５までのフラグメントを
生成し，その質量数で特徴づけを行った．また，この

ようにして用意されたデータはそこから約 1 割にあた
る 137 件をランダムに抽出し，予測集合として別途確
保し，残り 9 割にあたる 1227 件を訓練集合として用い
た．  

人工ニューラルネットワーク：これら薬物の活性ク

ラス識別のモデル化には人工ニューラルネットワーク

を用いた．本研究では通常の完全結合型 3 層ネットワ
ークモデルを用いた．入力シグナルには上述の TFS を
利用し，ネットワークの学習には誤差逆伝播法を用い

た．これらの処理には筆者らが別途作成した NNQSAR 
[3]を用いた．  
＜結果及び考察＞＜結果及び考察＞＜結果及び考察＞＜結果及び考察＞  
まず初めに，MDDR より抽出した 4 種の異なる受容

体（D1, D2, D3, D4）に作用するドーパミンアンタゴニ
スト 1,364 種を対象に，活性クラス識別問題における
構造記述子としての TFS 法の有効性を検証した．分類
機には誤差逆伝播法にもとづく人工ニューラルネット

ワーク（ANN）を用いた．実験に際しては対象データ
を事前に訓練集合（1,227 化合物）と予測集合（137 化
合物）に分割し，ネットワーク学習には訓練集合 1,227
化合物を用い，これらのすべてについてエッジサイズ

（生成フラグメントの結合数）５以内のフラグメント

にもとづく TFS を生成し，入力シグナルとした．学習
には入力層，中間層（1 層），出力層からなる 3 層ニュ
ーラルネットワークを用いた．入力層，中間層，出力

層のユニット数はそれぞれ 165, 3, 4 とした．学習の結
果，訓練集合 1,227 化合物中 1,087 化合物（88.6％）の
活性クラスを正しく学習・認識することができた．一

方，学習済み ANN モデルをもとに，別途用意した予
測集合 137 化合物の活性予測を試みた．これらの結果
をまとめて表 1 に示す．表 1 から明らかなようにモデ
ル構築には用いなかった 137 化合物についての予測の
結果，111 化合物 (81％ )の活性クラスを正しく予測する
ことができた．このことは化学構造からの活性クラス

識別における構造記述子としての TFSの有効性を強く
示すものである．  
 

表表表表 1．ニューラルネットワークによるドーパミン受容．ニューラルネットワークによるドーパミン受容．ニューラルネットワークによるドーパミン受容．ニューラルネットワークによるドーパミン受容
体アンタゴニストの活性クラス分類体アンタゴニストの活性クラス分類体アンタゴニストの活性クラス分類体アンタゴニストの活性クラス分類  

Training Prediction  
 

Class 
No. of 

samples
Correct  
(%) 

No. of 
samples 

Correct 
(%) 

All 1227 
 

1087 
 (88.6) 

137 
 

111 
(81.0) 

D1 155 
 

112 
 (72.3) 

18 
 

11 
(61.1)

D2 356 
 

312 
 (87.6) 

39 
 

27 
 69.2) 

D3 216 
 

193 
 (89.4) 

24 
 

23 
(95.8)

D4 500 
 

470 
 (94.0) 

56 
 

50 
(89.3)

 

また，構造類似性にもとづくリスク評価の観点から，

上記のドーパミンアンタゴニストデータセットに対し，



 

 

別途 MDDR よりランダムに抽出した 10,000 件（ドー
パミンアンタゴニストは除く）をノイズデータとして

加え，類似構造検索の実験を試みた . これらの全てに
ついて TFS を生成するとともに , 構造（１）を query と
した探索結果を図１に示す . これは 11,227 件を対象に
query に対して最もよく似ているもの上位 10 件の化学
構造を示したものである．図からも分かるように , こ
れらの化学構造は相互に極めて類似しているものであ

ることは明らかである．また，ここに示された 10 化合
物は全て queryと同じ D1アンタゴニスト活性を有する
ものであった．  
 

 

(1) 

 
図図図図 1111．類似構造検索（．類似構造検索（．類似構造検索（．類似構造検索（queryqueryqueryquery に対しての上位に対しての上位に対しての上位に対しての上位 10101010 構造）．構造）．構造）．構造）．
クエリークエリークエリークエリーはははは(D1)(D1)(D1)(D1)アンタゴニストアンタゴニストアンタゴニストアンタゴニストであり，探索されたであり，探索されたであり，探索されたであり，探索された 10101010
件も全て同活性を持つものであった．件も全て同活性を持つものであった．件も全て同活性を持つものであった．件も全て同活性を持つものであった．    
 

 

 
図図図図 2．．．．MolSpace によるデータ空間の可視化：によるデータ空間の可視化：によるデータ空間の可視化：によるデータ空間の可視化：1,227 件件件件
のドーパミンアンタゴニストにのドーパミンアンタゴニストにのドーパミンアンタゴニストにのドーパミンアンタゴニストに  10,000 件のノイズ化件のノイズ化件のノイズ化件のノイズ化
合物を加えた合物を加えた合物を加えた合物を加えた TFS 仮想空間．仮想空間．仮想空間．仮想空間．  
 

また，本研究を通じて別途開発した多変量化学データ

可視化ツール MolSpace [4]を用いてこれらの TFS デー
タの次元縮約による構造類似性空間の可視化を試みた．

図２にその結果を示す．ここでは，全化合物構造の TFS
データを主成分分析による３次元縮約空間に写像し，

各サンプルを構造オブジェクトとして直接表示してい

る．図中，矢印で示した部分が上で述べた類似性検索

での結果に対応する構造群を表す．このように，多次

元数値ベクトルとして記述される TFSデータ空間の可
視化は，後述の例外分子に対するリスクレポートにお

ける考察支援にも極めて有効であると考える．  
次に，この TFS を利用した類似性検索によるリスク

レポートへの応用について検討を行った．上述のドー

パミン受容体アンタゴニストの TFSデータベースを用
い，D4 受容体アンタゴニスト活性を持つ化合物を新規
候補活性分子と想定して，前述の例の場合と同様に訓

練集合（1227 件）に 1 万件のノイズ化合物を加えたテ
ストデータセットに対して，類似構造検索にもとづく

リスク推定を行った．実験に用いたクエリー構造を図

３に，TFS を利用した構造検索の結果を表 2 に示す．  

ここでは類似性が高いものから 10 件を検索した．
検索の結果，これら 10 化合物のうち，１～9 位までの
化合物が，すべて統合神経失調症の薬であり，また，

そのうちの 7 位までの化合物が D4 受容体に対するア
ンタゴニスト活性を持つものであることが判明した．

このことから，この候補活性分子が D4 受容体に対す
るドーパミンアンタゴニスト活性を持つ可能性が高い

ことが推察できる．8 位の化合物についてはデータベ
ース中に詳細な記述はなく，D4 受容体アンタゴニス
トであるか否かは不明であるが，同じ統合神経失調症

の 薬 で あ る こ と ， ま た 類 似 性 が 高 い と し て D4 
antagonist の活性を持つ化合物と一緒に上位にランク
されていることを考えると，この化合物も D4 受容体
アンタゴニストである可能性が高いと考えることがで

きる．  
一方，9 位の化合物は，D2 アンタゴニスト活性を有

することが示されている（表 2）．最近の遺伝子研究か
らは，D2 受容体と D4 受容体は同一タンパクファミリ
ーであることが明らかにされていることを考えると，

この D2 アンタゴニストとの構造類似性も興味深い結
果といえる．  
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図図図図 3．．．．リスクレポートの実験に用いたリスクレポートの実験に用いたリスクレポートの実験に用いたリスクレポートの実験に用いたクエリークエリークエリークエリー構造構造構造構造  
 



 

 

表表表表 2．．．．TFS による類似構造検索の結果による類似構造検索の結果による類似構造検索の結果による類似構造検索の結果* 

No. Structure DistanceActivity

1
216081

10.954 D4 Antagonist;
Antipsychotic

2
218920

14.353 D4 Antagonist;
Antipsychotic

3
218918

15.875 D4 Antagonist;
Antipsychotic

4
PD-165325

16.912
D4 Antagonist;
Antipsychotic;
5 HT2A Antagonist

5
276038

17.146 D4 Antagonist;
Antipsychotic

6
280379

18.493
D4 Antagonist;
Antipsychotic

7

215341

18.947
D4 Antagonist;
Antipsychotic

8
143641

19.157 Antipsychotic

9

159813

19.468

Dopamine (D2)
Antagonist;
Antidepressant;
Anxiolytic;
5 HT1A Agonist;
Antipsychotic

10

150938

20.025
Antihypertensive;
Adrenergic (alpha)
Blocker
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*訓練集合 1227 件の TFS データベースに対する類似度（ユーク

リッド距離）上位の 10 件の構造と薬理活性情報を示している． 

 

最後に，表 2 の 10 位にランクされた化合物に注目
すると，他の化合物とはことなり，抗高血圧薬である

ことが分かる．他の 9 件の化合物（抗精神薬）と異な
る活性にも関わらず，10 位に検出されることを考える
と，この化合物には抗精神薬関連の副作用の可能性が

あると推測することができる．  
以上のことから，構造類似性にもとづく薬物候補の

副作用など，広く化学物質の薬物のリスク推定，リス

クレポートへの応用も十分期待できると考える．  
 

2.2.2.2.2.2.2.2.    三次元構造類似性にもとづくデータマイニング三次元構造類似性にもとづくデータマイニング三次元構造類似性にもとづくデータマイニング三次元構造類似性にもとづくデータマイニング    

新規有用物質の候補構造探索やリスク評価におけ

る特性予測問題では，トポロジカル（二次元的）な構

造情報だけでなく，その立体構造を考慮したより詳細

な構造特徴解析もまた極めて重要な意味を持つと考え

られる．筆者らはこれまでに，グラフ論的なアプロー

チにもとづく三次元共通構造特徴の自動認識，並びに

三次元部分構造検索のためのシステムの開発を進めて

きた [5,6]．本研究では，これらの成果を基礎とし三次
元構造類似性検索のためのアプローチの検討と，治験

医薬品データベース MDDR [2]を対象とした三次元構
造類似性にもとづくデータマイニングへの応用を試み

た．  
＜方法＞＜方法＞＜方法＞＜方法＞    

COMPASS アルゴリズムの概要： 三次元共通構造
特 徴 の 自 動 認 識 シ ス テ ム  COMPASS (COMmon 
geometric PAttern Search System) [5]では，与えられる
化合物分子の三次元構造は rigid なものと仮定する．今，
全ての原子を等価とみなせば，与えられた各化合物の

構造は，三次元空間上の各構成原子に対応する点の集

合として取り扱うことができる．また，これらの点の

集合を原子間の（ユークリッド）距離行列として記述

し，三次元幾何情報を含めた化合物分子の構造をエッ

ジ重み付き完全グラフとして表現する．これにより，

化合物分子の三次元部分構造検索の問題を，部分グラ

フのマッチング問題として取り扱うことができる．二

つの化合物構造 q と f に対応する分子グラフ Gq, G fか

ら次式のように定義されるドッキンググラフ Doc(Gq, 
Gf)を生成する．  

Doc(Gq, Gf) = < V, E > 
  V = < (σ, µ) | σ ∈ Gq, µ ∈ Gf > 
  E = < [(σi, µk), (σj, µl)] | |wq(i, j) - wf(k, l)| ≤  δ > 
ここで，V と E はそれぞれドッキンググラフのノー

ド集合並びにエッジ集合を，σと µはそれぞれグラフ
Gq, G f中の構成ノード（すなわち，化合物構造 q と f
の構成原子）を表わす．また，wq( i, j)はグラフ Gq中の

ノード i とノード j との間のエッジの重み（化合物 q
の原子 i と原子 j との間の距離），wf(k, l)はグラフ G f

中のノード kと lとの間のエッジ重みを表わす．なお，
δは両者のエッジを等価とみなすための，エッジ重み
（原子間距離）の許容度である．ドッキンググラフ

Doc(Gq, G f)の例を図４に示す．以上のようにして生成
したドッキンググラフからクリーク（すなわち最大完

全部分グラフ）を探索することは，元の二つのグラフ

の最大共通部分グラフを探索することと等価であり，

最終的に得られたクリークを構成するノードの集合は

ここで求める最大共通幾何パターンの構成原子の集合

に対応付けられる．なお，各構成原子の種類やその周

辺環境の情報を対応するノードに重み付けることによ

り，これらの違いを考慮した化学的により詳細な構造

特徴を探索することも可能である．  
三次元構造類似性検索：COMPASS では，いわゆる

「最大公約数」的な要素を探索するので，探索対象と  



 

 

するグループ（例えば共通の活性を持つ化合物群）の

中に一つでも例外的な構造がある場合，あるいはそれ

らが本質的に複数の構造クラスから構成されるなどの

場合，結果がそれに引っ張られ，意味のある特徴抽出

ができないことがある．一方，部分構造検索 [6]は，ク
エリーとして指定した構造（部分構造）を完全に内包

するものだけを検索・出力するものであり，また注目

する三次元部分構造の情報（例えば活性部位）をあら

かじめ定義できなければ利用できないという問題があ

る．そのため本研究では，クエリー（プローブ）とし

て指定した化合物構造と，探索対象データベース中の

各構造との間で COMPASS による共通構造特徴探索を
行ない，探索された最大共通部分構造のサイズ（ここ

では構成原子 (団 )の数）をこれら二つの構造間の類似  
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図図図図 5    三次元類似性検索の処理の流れ三次元類似性検索の処理の流れ三次元類似性検索の処理の流れ三次元類似性検索の処理の流れ . 

 

性の尺度と定義する．以上の処理を，データベース中

のそれぞれの構造に対して行ない，類似度の高い順に，

指定された候補数だけ出力することで構造類似性検索

を実現した．全体の処理の流れを図５に示す．  
＜結果と考察＞＜結果と考察＞＜結果と考察＞＜結果と考察＞  
はじめに，CSD (Cambridge Structural Database)から

抽出した９種の化合物（エステル類）からなる小規模

なテストデータセット（図６）を利用して性能評価の

ための検索実験を試みた．なお，本研究では水素原子

は省略して表現し，また分子の三次元構造は rigid なも
のと考え，配座等は考慮しないこととする．図６の (2)
の構造をクエリーとし，検索条件：距離の許容度

0.6Å・原子の種類を区別する，のもとでの三次元類似
性検索の結果を表３に示す．クエリー自身を除いて共

通部分構造サイズ (MCS)の最も大きいもの（最も類似
しているもの）は (7)，逆に最も類似していないものは
(5)と (8)となり，視覚的にも妥当な結果であることが確
認できた．  
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図図図図 6    CSD から抽出したテストデータセットから抽出したテストデータセットから抽出したテストデータセットから抽出したテストデータセット . 
 

 
図図図図 4    二つのグラフ二つのグラフ二つのグラフ二つのグラフ Gq, Gfから得られたドッキンググラフとクリークの例から得られたドッキンググラフとクリークの例から得られたドッキンググラフとクリークの例から得られたドッキンググラフとクリークの例 . 

 



 

 

ところで，共通構造サイズを尺度とした比較では，

データベース中の各化合物構造のサイズ（構成原子数）

に大きなバラつきがある場合，あるいはクエリーに完

全に内包される部分構造が存在し，それらの特徴を強

調したい場合には，十分であるとはいえない．そのよ

うな場合，比較対象構造のサイズ（あるいは，クエリ

ーと比較してより小さい方）に対する共通部分構造サ

イズの割合 (%)を求め，この相対的な値を尺度として評
価した方がより適切であると考えられる．このような

相対的な評価尺度 (R_DB または R_Min)に注目して前
述のデータセットを評価したところ  (1), (4), (7)の類
似度が高く，先のものとは異なる視点での類似性検索

結果を得ることができた．  
 

表表表表 3 図図図図 6 のののの (2)をクエリーとした構造類似性検索結果をクエリーとした構造類似性検索結果をクエリーとした構造類似性検索結果をクエリーとした構造類似性検索結果 . 
 Size MCS R_DB R_Min 

(1) 10 8 80 80 

(2) 20 20 100 100 

(3) 23 10 43 50 

(4) 14 10 71 71 

(5) 13 7 53 53 

(6) 24 11 45 55 

(7) 16 12 75 75 

(8) 14 7 50 50 

(9) 20 11 55 55 

 
次に，MDDR をもとに，ドーパミン  (Dn，n=1～4) ア
ンタゴニスト活性を有する化合物 144 件を任意に選択
し，別途これとは異なる  1,154 化合物をノイズとして
加えた合計 1,298 化合物からなるテストデータベース
を作成した．クエリーとしてドーパミン D2 アンタゴ
ニスト活性を持つ化合物（EXTREG: 163888，図７左上）
を設定し，先と同様の検索条件のもとで行った類似構

 
図図図図 7    左上の構造をクエリーとした類似性検索結果左上の構造をクエリーとした類似性検索結果左上の構造をクエリーとした類似性検索結果左上の構造をクエリーとした類似性検索結果 .
（評価尺度（評価尺度（評価尺度（評価尺度 MCS サイズの上位サイズの上位サイズの上位サイズの上位 20 化合物）化合物）化合物）化合物）  

造検索の結果の一例を図７に示す（ここで，各構造の

下には ID 番号 (EXTREG)を表示し，その右側に Dn と
記述したものは該当するドーパミンアンタゴニスト活

性を有することを示す）．上位 20 件中 5 件（クエリー
自身を含む）が同じ D2 受容体に対する活性を持ち，
また D3, D4タイプのものがそれぞれ 3件ずつ検索され
た．よりジェネリックな活性クラス表現である抗精神

病薬（Antipsychotic）活性に注目すると，上位 20 件中
13 件が同活性を有するものであることが示された．   
 

3. まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題  
本年度研究では先に提案した Topological Fragment 

Spectra(TFS)法のリスクレポートにおける有用性を検
証するため，4 種のドーパミン受容体ごとの活性につ
いて，MDDR データベース中の治験薬 1227 件から TFS
人工ニューラルネットによる学習モデルを作成した．

別途用意した 137 化合物について受容体を予測したと
ころ 81%の化合物について正しく予測することができ，
本方法がこれまでにない有効性を示すことを明らかに

した．また， TFS 法による構造類似性検索の実験の結
果，異なる活性クラスに属するにもかかわらず構造類

似性の極めて高い例外分子が見出されることを示し，

リスクレポート問題への有効性を実証した．さらに，

化合物データベースを TFS 仮想空間上に配置し，化合
物の直接探索が可能なデータ可視化ツール MolSpace
を開発した．これにより，例外分子のリスクレポート

からの専門家による考察の支援が可能となった．また，

別途開発を進めてきた三次元部分構造検索プログラム

を基礎とした三次元構造類似性にもとづくデータマイ

ニングのためのアプローチについても併せて検討を開

始し，予備的な実験を通じてその有用性を示唆する結

果を得た．  
リスク評価レポートには様々な参照事例が不可欠

である．今後は，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進める必要がある .
このことから，引き続き MDDR をデータソースとし，
他の GPCR 関連活性群についても同様な検討を進め，
その性能を検証する．また，TFS ピークからリスク推
定に寄与する構造特徴を解析し，ユーザにも分かりや

い形で提供するためのツールについても併せて工夫す

る必要がある．三次元構造データマイニングに関して

は，TFS 法との併用による効果を調査するともに，ベ
ンゼン環の縮約などよる合理的な構造表現の導入によ

る改良，あるいは得られた類似構造の活性との関係に

ついて引き続き検討を行なう．  
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あらまし  現在の実業界を取り巻く環境は厳しい。その厳しい環境下においても、躍進を続ける企業に共通する成功の

要因には、顧客ニーズの的確な把握と、タイミングを逃さない的確な対応が挙げられる。チャンス発見は、実業においても
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1. はじめに  
現在の実業界を取り巻く環境は厳しく、日本経済復

興 の 一 時 代 に 貢 献 し て き た 繊 維 業 に い た っ て は 、

年々その規 模が縮小の一 途をたどっている。しかし、

その厳しい環境下においても、躍進を続ける企業が存

在し、そこには日本企業の再興のヒントが隠されている。

成功企業に共通する成功の要因には、顧客ニーズの

的 確な把 握 と、タイミングを逃 さない的 確な対 応 が挙

げられる。人工知能の領域において、そのような実業

界のニーズに応える可能性のひとつにチャンス発見が

ある。チャンス発見は、実業においても様々な効果をも

たらし、より一層の注目を集めるようになってきている。

特 に、これまでもマーケティング分 野 における適 用 可

能性が高いことが指摘され、実際にいくつかの実例が

報告されてきた[Fukuda 00] [臼井  02] [大澤  02]。し

かしながら、これまでの研 究 では、暗 黙 的 なニーズの

発見を基にした対応策、企業戦略などの提案までにと

どまっており、実 際にその企業 戦 略 などを実施し、効

果までを検証したものではなかった。また、チャンス発

見によって導かれた企業戦略を実施する際に起きる、

企業上の問題点にも注意が向けられることは少なかっ

た。特に､重要なことは、企業組織を構成する個々人

の企業戦略への納得やモチベーションの獲得が困難

であれば、企業組織としての成功は望めないことであ

る。例を挙げると、一部のセクションで立案した開発や

販売の方針が、組織全体には浸透しにくいというなど



 

 

の問題であり、組織を形成する人間の心理的な側面

が重要なことを示している。 

本稿では、服飾分野の暗黙的ニーズ発見に、チ
ャンス発見手法を適用し、新商品開発と企業戦略
の立案を行なう過程を通して、企業戦略の実施に
おける企業上の問題点の克服過程をまとめ、実業
におけるチャンス発見プロセスを提案し、新商品
開発については、新商品の月度売上順位から、効
果を検証する。  

 

2. 服飾分野におけるチャンス発見の問題点と
その解決に必要な機能  

ここで、服 飾 マーケティングにおけるチャンス発 見 に

おいての問題点を整理し、その解決に必要であると思

われる機 能 を列 挙 する。問 題 点 は、以 下 のものがあ

る。 

1. 顧客ニーズの的確な把握が難しい 

• 個人固有の暗黙知の表出化が困難 

• 購買意思決定要因の変化が速い 

• 服飾マーケティングは“勘”や“感覚”に依存し、

不安定である 

• 感 性 要 因 が数 値 化 しにくく、計 算 機 を用 いた

分析が困難である 

2. 開発や販売方針の組織全体への浸透が難しい 

• メンバーのモチベーションが低い 

• 開発・販売方針への理解がしづらい 

• 納得を得ることが難しい 

3. ヒット商品の予兆のような、稀だが重要な情報はノ

イズとされ、機会損失や見込み違いなどがおこる 

などであり、その実現のためには、以下の事項を達成

する必要がある。 

1. 組織（個人）に固有の暗黙知の表出化 

• データにない購買意思決定要因の発見 

• 全社的商品開発に関わる暗黙的ニーズ発見 

• 新奇性があり、気づきにくいヒットの予兆の発見 

2. 組織への浸透 

• モチベーションの獲得・維持 

発見内容の想像・理解が可能で、他者への提案が

可能であること 
 

3. 実業におけるチャンス発見プロセス  
前章において、問題点とその解決のために必要な機

能 について列 挙 した。本 章 では、実 業 において活 用

するために必要な機能を有する、３つのステップからな

る実業のためのチャンス発見プロセスを提案していくこ

とにする。 

3.1 意義の明確化 
チャンス発見手法からの発見とその対策のための企

業 戦 略 が、組 織 に浸 透 するために有 効 なプロセスの

一番はじめのステップは、その意義 の明確化である。

言うまでも無く「意思決定において重要な事象」である

チャンスを発見することは、企業組織活動上有意義で

ある。顧客ニーズの発見や業界の進むべき方向などを

発見することは、特に意義のあるものである。これは、

企業全体にとってはもちろんであるが、組織を形成す

る個人にとっても特に重要である。個人が担当する顧

客の個別ニーズを発見することは、その顧客が必要と

するような新 商 品 の開 発 につながり、また、業 界 の商

品 トレンドが発 見 できれば担 当 顧 客 からの受 注 品 生

産計画へのフィードバックが可能となる。例えば、的確

な原料手配や生産工場確保などにより納期遅れなど

の解消が期待できる。さらに、顧客アパレルが定期的

に購入する商品に関しては、トレンドの流れを理解す

ることにより、生産計画の拡大や縮小を提案するなど

が可 能 である。発 見 した来 年 のファッショントレンド情

報そのものの提示を継続すれば、顧客にとって非常に

重要な情報ソースとなり、無くてはならない関係を形成

できる可能性もある。このように、企業全体のメリットもさ

ることながら、組織中の個人メンバーが仕事を遂行す

る上で特に有効に働くことが、チャンス発見手法への

信頼につながり、チャンス発見手法を活用して決定し

た企業戦略への納得やメンバー個人へのモチベーシ

ョンの獲得を達成する鍵の一つとなる。 

チャンス発見手法からの発見とその対策のための企

業戦略が、組織とそのメンバーに対して有意義である

ことを明確にすることが必要なのである。 

3.2. 分析手法の選択、改良への参画 
二番目のステップとして、分析手法の選択とそれらの

改良への参画がある。人間は、他者によって決定され

たツールと、自分で選んだツールのどちらに、より強く

納得し、活用するだろうか。おそらく後者であろう。どの

ようなツールが、自分達人間の発見や発見する気を支

援するのかを、組織メンバー自身によって評価、選択

する。また、実業 界にも様々な分野 が存在し、属する

分野に固有な改良などの必要があれば行なう。組織メ

ンバーは、これらに参画することによって、納得してチ

ャンス発見に取り組んでもらうのである。手法の比較に

先立ち、使 用したデータについて述 べる。まず、服飾

分野における暗黙的ニーズの発見を実現できる可能

性のあるデータを探した。一般に、企業には販売デー

タなど、様 々な目 的 で収 集 されたデータがあるが、本



 

 

表１ 計算機出力の相対評価  （５点評価：

来分析するために集められたものでないことも多い。し

かし、顧客の意思決定を反映しているという側面から、

ニーズ発 見 への活 用 が期 待 できる。本 稿 では、服 飾

生地メーカーの展示会において、約４００点の生地見

本の中から来場者が選んだサンプル要求データを選

んだ。実 購 買 とは異 なるが、顧 客 の知 識 や専 門 家 の

鋭い感覚によるニーズを反映している意味で、購買の

類 似 行 動 として扱う事ができ、このデータから暗 黙 的

ニーズの発見が期待できる。 

手法の比較は次の３つの手法で行なった。同じデー

タを既存のデータマイニングツールである、数量化３類

[林93]と決定木 [Quinlan 93]、および、チャンス発見ツ

ールであるキーグラフ [大澤 99]を用い、それらの出 力

が組織メンバーによる暗黙的な顧客ニーズの発見に、

どのような効 果を示 すかを実 験 的に評 価し分 析 手 法

の選択をした。比較対象とした３種の手法は、使用で

きるデータとそれぞれの手法との相性を考慮して選ん

だものである。これら３つの手法で、同一のデータを解

析し、各処理出力を刺激剤として組織メンバーが各個

人でニーズの発見を試み、文章化し、その後、発見内

容を被験者自身が、前述の評価基準を踏まえて、表１

の質問内容での相対評価アンケートを行なった。被験

者は３名と少人数であるが、当該業界の知識が深く、

商品知識も豊富であるため、評価が可能であり、その

他 に該 当 者 はいなかった。通 常 、情 報 検 索 などにお

いては多数の被験者に出力の評価を依頼して評価の

平均値をとることが多いが、実際のビジネスにおけるチ

ャンス発 見 ではこのように、むしろ少 数 の人の発 見 内

容を重視して評価すべき状況が多い。その理由は、チ

ャンスは稀であり多くの人に気づかれにくい性質を持

つからである。以下は、アンケート調査による評価結果

の要約である。 

数量化３類 被験者による評価 

• “顧客別の”商品提案や開発案の発見という点に

おいて非 常 に適している。よって、販 売 活 動 上 、

営業担当には非常に使用しやすく有効である。 

• 出力図の縦軸、横軸の意味が理解しにくい。 

• 商 品開 発 というよりも顧 客への販 売 という視 点で

発想しやすく、開発のためのニーズは発見しにく

い。 

決定木 被験者による評価 

• 出力が大量で、理解する気がおきにくい。 

• 認識とは一致しており、事実の確認に良い。現状

の傾向からの展開、継続の判断には適している。 

• 新 規の発 見 や意 外な発 見ではなく、ある程 度気

づいている情報であり、一般的である。 

• 暗黙的なニーズの発見には不向きのようだ。 

KeyGraph 被験者による評価 

• リンク構造として関係を可視化しており、考慮する

ノードが絞られるので、想像がしやすい。 

• 新商品開発の戦略やコンセプトの発見が多い。 

• “顧 客 別 ”商 品 提 案 や開 発 案 の発 見 には不 向

き。 

• 図に示されたもの意外の知識（個人の知識）を導

入・あてはめることが容易である。 

• 暗黙的ニーズ発見は比較的しやすい。 

相対比較評価 
出力結果の理解しやすさについては、評価がわかれ

た。２名はキーグラフを理解が容易であると答えたのに

対し、残りの１名は、決定木が理解しやすく、キーグラ

フが最下位であった。これに関しては、個人差がある。

一方、考える意欲、発見はしやすいかとの問いには、

程度の差はあるが、おおむねキーグラフへの支持が集

まった。また、全社的な商品開発に関わるような、暗黙

的な顧客ニーズの発見に対しては、キーグラフが有効

であるという回答が得られた。このように、組織メンバー

が自ら評価し選択したキーグラフを用いて顧客ニーズ

を発見することに決定した。 

次 に、服 飾 生 地 業 界 特 有 の改 良 が必 要 かどうかを

議論し、メンバーの意見に基づいて改良を加えた。こ

こでも、メンバーの主 体 的な意 見が反映されるのであ

る。評価の際に課題となった、「理解しやすさ」を改善

することを目指すことにし、具体的には、「実際の生地

があればもっと理解が早い」という意見に対しての改善

 数量化

３類 

決定

木 

キーグ

ラフ 

結果を理解しやす

いか 
３．０ ３．３ ３．３ 

考える意欲が湧く

か 
２．７ ３．３ ４．０ 

発見はしやすいか ３．３ ２．３ ４．３ 

人を納得させられ

るか 
２．７ ２．７ ４．３ 

新奇性のある発見

か 
３．３ ２．７ ４．７ 

対策は実現可能

か 
２．７ ３．３ ４．３ 



 

 

図１  生地サンプル要求データの KeyGraph

を行なった。服飾生地メーカーとして詳細な暗黙的顧

客ニーズの発見を試みるには、主観的な情報、すなわ

ち、“やわらかさ”や“肌触り”、“色合い”などの数値化

が難しために計算機への入力が難しいというフレーム

問題に相当する情報が重要である。そのような主観的

情報を計算機で処理することは、正確さやデータの準

備にかかる時間が膨大である点で現実的でない。その

問題への対策として、キーグラフの出力上に、実際の

生地を対応させて貼りつけることや、プロジェクターで

ホワイトボードに投 影したグラフ上にマグネットで生 地

を配置することにより、単なるグラフによる視覚情報で

はなく、より情報量の豊かな視覚情報に触覚を加えた

グラフ情 報 である、「触 視 覚 補 完 型 キーグラフ」とした

（図２）。さらに、確信を持って組織で使用するために、

触視覚補完という拡張の有無によって、暗黙的ニーズ

の発見にどのような影響があるかを検証した。まず、触

視覚補完拡張の無いグラフ（図１）からの発見を試み、

次 いで、拡 張 したグラフからの発 見 を試 み

た。拡張なしの図１からは、人気商品の再認

識 と、それらを含んだ組 合せの販 売 促 進に

関する提案が得られたのみで、赤ノードに関

しては理解しにくいとの意見であった。触視

覚補完型キーグラフ（図２）からは、拡張なし

の図とは大きく異なり、生地の厚みに関する

グループ化 や、肌 触 りや表 面 感 、色 合 いな

どから、ファッションスタイルごとのクラスター

を認識した。また、そこから、個々にターゲッ

トとなる顧客が異なるファッションスタイルであ

るが、双方のクラスターの橋渡しとなっている

ノードは、今後注目されるであろう汎用素材

であることがわかった。このように、データとし

て入力することが比較的困難な意思決定要

因であっても、生地などの触視覚補完をする

ことによって、人間固有の能力を引き出し、これまで発

見が困難であったような、深いレベルの発見が得られ

る事が確認された。 

3.3 触視覚補完型 KeyGraph を用いた 
グループミーティングによるチャンス発見 
実業におけるチャンス発見の次なるプロセスは、これ

までに選 択 、改 良 したチャンス発 見 ツールを使 用 し

て、グループミーティングをし、本格的に暗黙的ニーズ

の発見を試みることである。これには、①グループミー

ティングの効果、②自分自身による発見の体験、③本

質的な情報を人間が持つ事の明示という、３つのポイ

ントがある。 

 

3.3.1 グループミーティング  
グループミーティングには、複合的な効果がある。１つ

は、個人のみの経験や知識では発見できないような、

より深い発見を達成するために、情報交換と評価を互

いに行ない、刺激を与え合うといった効果であり、他の

ミーティング参加者の発言が刺激となって、「言われて

みれば」というような記憶の想起につながる。その想起

の連鎖によって、より暗黙的なチャンスが発見されるの

である。これを達 成 した研 究には [Fukuda01]などがあ

る。２つめに、新奇性の強い情報に対する認知に関し

ての優 位 性 が挙 げられる。チャンスである“ヒットの予

兆”などを第三者から突然伝えられた場合、一般に、

自分が考えても見なかった新奇な情報であるほど、す

ぐに理 解 し、受 け入 れることは非 常 に難 しい [Evans 
87]。これは、新奇な情報がその人固有の信念や蓄積

してきた知識と不協和 [Festinger57]を生む結果とも考

図２ サンプル要求データの触視覚補完型 KeyGraph
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図３ 2002 年秋冬向け生地展示会の KeyGraph 結果表示 

（サンプル依頼データより。結果に対する考察は触覚補完型で行なっ

① き れ い

② 着 古

③ 積 極 販 促

④高密

度  
きれい

コーデュ

えられる。このような背景から、共感

しやすいメンバー同志でグループミ

ーティングを行ない、暗黙的なチャ

ンスを発見していく過程そのものを

共 有 することは極 めて重 要 なので

ある。３つめとして、グループミーテ

ィングにおける発言の効果がある。

自分の考えや発見内容を提示して

いくことは、組織内における自分の

ポジションや、プライドの維持といっ

た心理的な側面からも必要不可欠

で重 要 なことである。そのため、他

者が自分の発言に注目しているグ

ループミーティングという状 況 にお

いては、個 人での発見 を上回る画

期 的 な発 見 が生 まれやすい。４つ

めに、コンセンサスを得 やすいとい

う効果がある。得られた様々な発見

を、実 際の企業 活 動に反映させる

上でのコンセンサスを得るために、グループミーティン

グは非常に重要な意味を持つ。自分達の発言によっ

て刺激を受けた他のメンバーが発言するという過程を

繰り返して得た発見であるため、その過程において大

方のコンセンサスは得られている。５つめには、モチベ

ーションの獲 得 が挙 げられる。自 分 達 の発 見 により、

新商品開発が決定したり、企業戦略が決定したとなれ

ば、それらの戦略実行に対するモチベーションは非常

に高いレベルに達するはずである。これらの効果はチ

ャンス発見の大きな特徴であり、企業活動を有効に機

能させるための鍵となる。 

3.3.2 自分自身による発見の体験  
一般に、人間は命令を受けることや指示されることは

あまり好まず、自分自身で発見し確信を持って行動す

ることを望む。その傾向をうまく活用したコンサルティン

グ手法や部下指導法にコーチングがある。コーチング

は「目標達 成や問題 解 決のための答えは、その人自

身が持っている」という考えを重視しており、答えを与

えるのではなく、自 ら発 見 させるという点 ではチャンス

発見手法として導入するに値する。しかしながら、コー

チから「コーチングを受け、指導されている」といった感

覚が生まれることは回 避 できない。紛 れも無く自 分自

身による発見であるにもかかわらず、導かれているとい

う感覚が残る点は欠点といえよう。その点、[Fukuda00]
のようなグループによるチャンス発見手法では、同時に

共通のグラフを見て、ディスカッションを行なうという過

程を通して、並列性を確保した。その並列性が保障さ

れた上 で、自 らが高 次 な知 的 生 産 活 動 である発 見 と

いう体 験 をする。これにより、他のメンバーに命 令 ・指

示されることなく、自身の発見に基づく確信によって、

人は行動する事が可能になる。また、自分の経験のみ

ならず他者の経験をもヒントとすることができるなどの点

で、より発見が体験しやすくなる。これら一連の発見の

体験は、メンバー自身がディスカッションを通じて発見

者という主体となって企業戦略立案に参加できるとい

う点で、モチベーションの獲得などに大きく役立つ。 

3.3.3 本質的な情報は人間が保有すること
の明示  

本 質 的 な情 報 は人 間 が持 っているということの明 示

は、計算機を用いたチャンス発見の定着に際して非常

に重 要な意 味を持 つ。計 算 機に入 力 できるデータは

有限である。もちろん、人間の知識も有限ではあり、フ

レーム問題としての側面を持つ。しかしながら、計算機

に入力することができない暗黙的な知識や、数値化す

ることが難しい感性に関わる主観的な情報は、発見の

本質を握る情報であると考える。その暗黙的で主観的

な情報は、人間各個人の中にのみ存在し、それこそが

最も重要であることの明示は、組織を形成する個人の

価値を認めることになる。それにより、主体性や参画意

識が高まることは極めて重要である。服飾分野でのチ

ャンス発見においても同様であるが、結果の解釈や考

察は、共起関係やサンプル要求の頻度などの客観的



 

 

情報を除き、そのほとんどが個人の感性や、経験から

なる主観的情報の蓄積を提供し合うことによって導か

れるものである。発見の本質を握る情報は、各個人の

中にあり、それこそが最も重要であることを明示するこ

とは、企業体としてだけでなく、組織を形成する個人と

しての参画意識を高め、協力を得る上で、極めて重要

である。 

このように、①意 義 の明 確 化 、②分 析 手 法 の選 択 、

改 良 への参 画 、③触 視 覚 補 完 型 KeyGraphを用 いた

グループミーティングによるチャンス発見という、３つの

ステップによる実業のためのチャンス発見プロセスが、

企業活動への浸透・定着を可能にする。次の章 にお

いて、実際にこのプロセスを用いてチャンス発見を行な

い、企 業 活 動に活 用 した事 例を挙 げ、その効 果を売

上げへの寄与などから評価する。 

4  触視覚補完型 KeyGraph を用いたチャン
ス発見による実業上の効果  
筆者の一人が所属する企業において、企業における

チャンス発 見 プロセスを用 いて暗 黙 的 ニーズを発 見

し、その対 策 としての戦 略 を立 案 し実 行 した。その効

果 を売 上 への寄 与 から評 価 することを試みる。もちろ

ん、売上げは、営業担当、マーケティングセクションの

プロモーションなどの優劣にも深く関わるものである。よ

って、「チャンス発見＝売上げ増」というわけにはいか

ない。しかしながら、このチャンス発見 プロセスの導 入

によって、新しいニーズを発見し新商品としての誕生し

た商品は、これまでの開発の仕組みからは誕生し得な

かったものである。よって、新 商 品 に関 する売 上 への

寄与を中心に議論する。また、企業データを公開する

ことは難 しく、金 額 や数 量 といった表 現 は困 難 である

ので、売上順位、比率を用いる事にする。 

まず、新商品の商品化率について述べる。服飾生地

の場合、展示会において試作品を展示し、その後、顧

客 から受 注 できれば実 際 に新 商 品 として商 品 化 され

る。例年、一つの展示会 において出展する試作 品は

約400種であり、その内、受注が有り新商品として販売

されるのは約 ２割である。図 ３は、2002年 秋 冬 向 け生

地 の 展 示 会 （ 2001 年 10 月 に 開 催 ） の デ ー タ に よ る

KeyGraphである。このグラフ上に表示された試作品の

商 品 化 率 は60％であり極 めて高 い。詳 細 に見 ていく

と、サンプル要求頻度の高かった黒ノードは68％の商

品化率である。これに関しては、営業担当も人気が高

かったことを認識しており、驚くほどの内容ではない。

注 目 に値 するのは、サンプル要 求 頻 度 の少 なかった

赤ノードの商品化率が50％であったことである。赤ノー

ドの試作 品 は、展示 会 においてサンプル要 求 は少な

かった。営業担当もあまり人気がある感触は持ってい

なかったが、キーグラフによる分析により、これらの試作

品 に隠 された顧 客 ニーズを発 見 することができた結

果、自信を持って販売活動ができ、売れる理由が有る

にもかかわらず、注目度が低いという理由で商品化さ

れない機会損失の発生を防ぐことができたのである。 

次に、赤ノードの背景に有る暗黙的ニーズの発見に

よって、展示会後に開発された商品について述べる。

この商品は、“きれいめ系”と“着古し系”という２つのフ

ァッションスタイルをつなぐ位 置 に、赤 ノードで示 され

た、コーデュロイである。コーデュロイはどちらのスタイ

ルにも適用 可 能な汎 用 性のある素 材であり、もし、両

方のファッションスタイルがトレンドとなるのであれば、コ

ーデュロイやその関連商品は、両者をつなぐ汎用アイ

テムの素材 として、非 常に注 目される素 材になると考

え、試作品のバリエーションを増やした。そのうち一つ

が、月間販売数量の順位で13位を記録した。現在８０

０品 種 の商 品 が販 売 されているが、上 位 は全 て定 番

品で占められており、その一角である13位に新商品が

登場することは驚異的である。特に、この展示会開催

時にはまだ試作もされておらず、暗黙的なニーズが発

見されなければ誕生していない商品であるだけに注目

に値する。 

表２  暗黙的ニーズ発見による新商品開発の売上寄与  

商品名 派性商品名 販売月度 順位

CS6930TC CS6930CR 2002年6月 13位 

CS6930TC CS6930DW 2002年10月 33位 

2AW001SPK  2002年7月 28位 

CS40260N  2002年8月 24位 

このように、商品化率と売上順位だけを見ても、効果

は確認できる。実業のためのチャンス発見プロセスによ

る暗黙的ニーズの発見は、組織への企業戦略浸透と

ともに次のヒット商品を誕生させるのである。 

6  まとめと今後の課題  

本稿では、服飾分野におけるチャンス発見に、①意

義の明確化、②分析手法の選択・改良への参画、③

触視 覚 補 完 型KeyGraphを用いたグループミーティン

グによるチャンス発見、という３つのステップからなる実

業のためのチャンス発見プロセスを導入し、その効果

を新商品の月度売上順 位から検証した。今後は、他

の企業にも適用を試み一般化することを目指したい。 
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メタ学習による肝機能検査データからの因果モデルの構築 
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あらまし  アクティブユーザーリアクションの医 療 における具 体 的 事 例 として，肝 機 能 検 査 データの因 果 モ

デルの構 築 を試 みる．本 事 例 では，データ自 体 に内 在 する知 識 をより多 く発 見 ・獲 得 するためにメタ学 習 の

枠 組 みを導 入 する．ここで，メタ学 習 とは複 数 のデータマイニング手 法 を適 用 し，その結 果 からマイニングに

関 する知 見 を得 ることを意 味 する．メタ学習の結果とユーザの背景知識を基に因果関係を考察し，構造方程式モデリン

グにて因果モデルを構築する．そのために，因果モデルの構築のプロセスを，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ーの背景知識から支持される因果モデルの構築を目指す．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およびニューラルネットワークを利用し，データセットに潜在す

る肝機能検査値の予測可能性を検討した．各々の手法で，学習用データから n-fold 学習を行ない，得られたマイ

ニングモデルの予測性能について，テストデータにおける予測値の比較によって評価した．モデル構築のフェーズ

では，構造方程式モデリングを用いて，メタ学習の結果と背景知識に基づき因果モデルを構築した．構築した因果

モデルを予測モデルとして実用化するために，その予測性能について他のマイニングモデルと比較評価した． 

キーワード  メタ学習 肝機能検査データ 因果モデル 
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Abstract  A s  A c t i v e  M in in g  i s  a  ne w c o n ce p t  a mo ng  d a t a  mi n i ng  a nd /o r  kn o wl e dg e  d i sc o ve r y  i n  d a t a b as es  

c o mmu n i t i e s ,  i n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  t h e  e f f ec t i v en es s ,  i t  i s  i mp o r t an t  t o  c a r r y  o u t  e mp i r i c a l  s tu d i e s  u s ing  p r ac t i ca l  d a t a .   

B a s ed  on  th e  c o nc e p t  o f  A c t i v e  U s e r  R eac t i on ,  t h i s  p ap e r  d ev e lo ps  a  c au s a l  mo d e l  f r o m l i v e r  f u n c t io n  t e s t  da t a  i n  a  

me d i c a l  do ma i n .   To  d e ve lop  th e  mo d e l ,  w e  h av e  s e t  t he  p ro b l e m t o  p r e d i c t  t he  v a l u es  o f  I C G ( in do c yan in e  g re e n )  t e s t  

f ro m g i v en  obs e r v a t io n  d a t a  a n d  e xp e r t s ’ b a ck g rou nd  kn o wl e dg e .  We  t h e r e f o r e  e mp lo y  t h e  f r a me w o r k  o f  me t a - l e a r n ing  

a n d  s t ru c tu r a l  e q u a t io n  mo d e l in g .   M e ta - l e a r n i n g  me a n s  th e  l e a rn in g  abo u t  mi n e d  r e su l t s  f ro m mu l t i p l e  d a t a - mi n i n g  

t e c hn iqu e s .  S t r u c tu r a l  eq u a t i on  mo d e l in g  e n ab l es  u s  t o  d e s c r i b e  f l e x ib l e  mo d e l s  f ro m t h e  b a ck g r o und  kn ow l ed g e .  Th e  

c o n s t ru c t i o n  o f  t h e  c a u s a l  mo d e l  co n t a in s  t h e  t w o  p h a se s :  me t a - l e a r n in g  a n d  t h e  mo d e l  b u i l d in g .  Th e  me t a - l e a r n in g  p h a s e  

u t i l i z e s  bo th  th e  l i n e a r  r eg re s s ion  a nd  th e  n e u ra l  ne t wo rk  a s  d a t a  mi n i n g  t e ch n iq u e s ,  t h en  e x a mi n e s  t h e  p r ed i c t ab i l i t y  o n  

t h e  l i v e r  f u nc t i on  t e s t s  f ro m a  g iv e n  d a t a  s e t .   M in in g  mo d e l s  w e r e  n - f o l d e d  l e a r n ed  f ro m t h e  t r a i n in g  d a t a  s e t .  E a c h  o f  

t h e  p r e d i c t io n  a c c u r a c y  o f  t h e  mi n i n g  mo d e l s  i s  co mp a r e d  w i th  th e  o n e s  abo u t  t h e  t e s t ing  d a t a .  O n  t h e  mo d e l  b u i ld i n g  

p h as e ,  w e  u se  s t ru c tu r a l  eq u a t io n  mo d e l i ng  t o  de v e lo p  a  c a us a l  mo d e l  ba s ed  o n  th e  r e su l t s  o f  me t a - l e a r n in g  a nd  

b a ck g rou nd  kno w l ed ge .  We  ag a in  co mp a r e  t h e  a c cu r a c y  o f  t h e  c au s a l  mo d e l  w i t h  e a ch  o f  t h e  mi n i ng  mo d e l s .  T h rou gh  t h e  

e mp i r i c a l  s t ud y,  w e  h av e  c o n f i r me d  t he  p e r f o r ma n c e  o f  t he  me t a - l e a r n ing  me t h odo lo g y.   Th us ,  w e  h a ve  go t  t he  

c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  p r o p o s e d  f r a me w o r k  o f  me t a - l e a r n i n g  i s  e f f e c t i v e  i n  d a t a  mi n i n g  i n  a  d i f f i c u l t  me d i c a l  d o ma i n .  
Keyword  Meta-learning, Liver Function Test Data, Causal Model 
 
 

 



 

 

1. はじめに 
データマイニングの実用化を目指したアクテ

ィブマイニングの研究が展開されている．アクテ

ィブマイニングは，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を実現す

るために，アクティブ情報収集，ユーザー指向ア

クティブマイニング，アクティブユーザーリアク

ションの３つの機能を有機的に連携させた方法

論として開発が進められている[元田 02]． 

 本研究では，アクティブユーザーリアクショ

ンの医療における具体的事例として，肝機能検査

データの因果モデルの構築を試みる．本事例では，

データ自体に内在する知識をより多く発見・獲得

するためにメタ学習の枠組みを導入する．ここで，

メタ学習とは複数のデータマイニング手法を適

用し，その結果からマイニングに関する知見を得

ることを意味する．本論文では，メタ学習の結果

とユーザの背景知識を基に因果関係を考察し，構

造方程式モデリング[Bollen 89, 豊田 92, 98a]にて

因果モデルを構築する． 

 そのために，因果モデルの構築のプロセスを，

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ーの背景知識から支持

される因果モデルの構築を目指す．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

帰分析およびニューラルネットワークを利用し，

データセットに潜在する肝機能検査値の予測可

能性を検討した．各々の手法で，学習用データか

ら n-fold 学習を行ない，得られたマイニングモ

デルの予測性能について，テストデータにおける

予測値の比較によって評価した．モデル構築のフ

ェーズでは，構造方程式モデリングを用いて，メ

タ学習の結果と背景知識に基づき因果モデルを

構築した．構築した因果モデルを予測モデルとし

て実用化するために，その予測性能について他の

マイニングモデルと比較評価した． 

 以下本論文の構成を示す．第2章では研究の背

景として対象問題を考察した上で，メタ学習と構

造方程式モデリングについて言及する．第3章で

は解決すべき問題を明確化する．第４章では実際

のメタ学習および因果モデル構築の結果を示し

考察を加える．最後の章ではまとめを述べる． 

 

 

 

 

2. 研究の背景 
2.1 対象問題の考察 

 本研究で構築する肝機能検査データの因果

モデルは，予測モデルとしての実運用を目的にし

ている．すなわち，肝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）

[MBC 02a]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システムの実用化であ

る．ICG 検査は，生体に薬剤を静注してその排泄

（停滞率）を追跡する検査であり，生体に対する

負担が大きい上に，厳密な時間管理が求められる．

故に検査過誤が比較的発生しやすい検査である．

臨床検査室にとって，ICG 検査の実測値と他の検

査データによる予測値との乖離から検査過誤を

発見する業務支援システムが構築されれば有用

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

ついてユーザーが容易に理解できることが求め

られている．このためには，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，

ユーザーが積極的にモデル構築に関与する必要

がある． 

 

2.2 メタ学習について 

一方，近年，機械学習の分野でメタ学習の研究

が進んでいる．学習結果を学習するというゆるい

定義の下で，複数の研究グループから種々の方法

論が提案されている[Vilalta 01]．研究グループの

多くはメタ学習の目標に，分類精度の向上，適切

な学習アルゴリズムの選択，適切なバイアスの選

択を掲げている． 

Chan らコロンビア大学の研究グループは，複数

のデータサイトで得られた Classifier を統合す

るために，各 Classifier に共通のテストデータ

を与えて予測値を計算させ，その予測値から新た

な デ ー タ セ ッ ト を 構 成 し 学 習 す る こ と で ，

Meta-Classifier を構築する手法を提案している

[Chan 97]．Stolfo らは，Meta-Classifier が個々

の Classifier に比べより高い分類精度を示すこ

とを，クレジットカードの不正利用検出への適用

結果を基に主張している[Stolfo 97]． 

METAL プロジェクト[METAL Project 02]では，デ

ータマイニングの初学者に，手元のデータに対し

て適切なデータマイニング手法をガイドするツ

ールの構築と適切なデータ前処理をガイドする

ツールの構築が行なわれている．酢山らは，デー

タマイニング手法を体系化したメソッドレポジ



 

 

トリを構築しメタ学習機構により所与のデータ

セット毎に帰納アプリケーションを自動生成す

るシステム CAMLET を開発している[酢山 00]． 

適切なバイアス選択の問題は，機械学習システ

ムの設計および開発をガイドする枠組みとして，

1995 年のマシンラーニングの特集号[Desjardins 

95]で議論されている．ここでは，バイアスが帰納

仮説の定義・選択に影響を与えるあらゆる因子と

して定義され，適切な仮説空間の選択問題として

の表現バイアスとモデル（手法）選択の問題とし

ての手続きバイアスに分けて議論されている．表

現バイアスの選択は属性選択の問題として認識

される．対話型進化計算手法を用いて，属性選択

にユーザーの主観的評価を取り入れた SIBILE[石

野 97]もこの範囲でメタ学習ツールである． 

 本研究では，Chan が提唱する予測性能の比較

を主体としたメタ学習[Chan 96]を，ユーザーによ

る実用モデルの構築を支援するための知識収集

フェーズとして位置付ける．所与のデータセット

に対し，複数のデータマイニング手法にてｎ

-fold 学習を行ない，得られたマイニングモデル

の予測値の振る舞いを分析することで，実用モデ

ル構築に有益な知見を得ることを狙う． 

 

2.2 構造方程式モデリングについて 

 構造方程式モデリング[Bollen 89, 豊田 92, 

98a]は，心理学・行動科学の分野で多用される検

証型のデータ解析ツールであり，線形回帰分析や

因子分析を広く包含する手法である．Joreskog 

[Joreskog 78]によって理論的な枠組みが整理され

た手法である．本手法の特徴は高いモデル記述力

にある．観測データばかりではなく，構成概念の

ような実際には観測できないがその存在を認め

ることで簡潔な因果関係の表現を可能とする潜

在変数を，モデルに導入することが可能である． 

 構造方程式モデルは共分散構造モデルとも

呼ばれ，母集団の共分散行列に構造が仮定された

モデルである．構造とは，分散や共分散の間に何

らかの関数関係が規定されていることを意味す

る．関数関係はユーザーが想定した因果モデル

（構造方程式）から与えられる．一般に，潜在変

数として導入される構成概念間のパス解析とし

て利用されるが，共分散構造ばかりではなく，平

均構造も導入されるため，広く因果関係をモデル

化することが可能である． 

 関数関係を示すパス係数は，所与のデータセ

ットの共分散行列を用いて，最尤法や最小二乗法

によって推定される．しかし，与えられた構造と

共分散構造には，モデルの自由度という制約があ

り，すべてのモデルで推定可能とは限らない．推

定されたとしても，分散が負の値であるなど不適

解が得られる場合がある． 

 パス係数が推定されたモデルは，データへの

適合度が評価される．適合度が高いモデルは受容

され，低いモデルは棄却される．ここでは，カイ

二乗検定や GFI や AGFI といった指標が提案され

ているが，いずれも長短があり，総合的な判断が

要される[豊田 92, 98a]．実用的なモデル構築にお

いて，高い適合度を得ることは一般に困難であり，

適合度を求めてモデルを修正されることが多い

[豊田 98b]． 

本研究では，構造方程式モデリングを用いて因

果モデルを表現する．ここでは，データへの適合

度に関しては重視せずに，むしろ，モデルが正し

いとの下で，実用レベルでの予測性能を重視する． 

 

3. 問題設定 
3.1. 問題の定式化 

本研究が対象とする問題は，所与のデータセッ

トと背景知識によって支持される予想モデルを

構築する問題である．すなわち，複数のデータマ

イニング手法の適用によりデータセットに潜む

予測可能性を把握した上で，モデル記述力の高い

モデリングツールを用いて背景知識を反映した

予測モデルを構築する問題である． 

所与のデータに支持される予測モデルを構築

する上で，以下の点に関して予測性能の視点から

評価することが有益である． 

1) 予測に線形近似が有効か非線形近似が必要か 

2) 予測に寄与する重要な属性は何か 

3) データの変化に対してモデルは安定か  

 この質問に答えるには，適当な複数のデータ

マイニング手法の適用とクロスバリデーション

に準ずる n-fold 学習から成るメタ学習の枠組み

が必要である． 



 

 

 上記のメタ学習において，有用なマイニング

モデルが得られるかも知れない．しかし，マイニ

ングモデルはデータの中の有益なパターンを表

現するものの，ユーザーの背景知識を十分に反映

あるいは表現させることは困難である．予測モデ

ルに背景知識を反映させるには，ユーザー自らが

知識構造をモデルに表現することが最も効果的

である．特に構成概念のような潜在変数を導入で

きるモデリング手法の利用によって，ユーザーに

よる柔軟な背景知識の表現が可能となる． 

 一方，ユーザ自らが構築したモデルには，例

えメタ学習で得た知見を反映させたとしても恣

意性が残る．そこで，データへの適合度評価とと

もに，予測性能について他のデータマイニングモ

デルと比較することで客観的なモデル評価を行

なう必要がある． 

 データに基づく知識と背景知識の両方を反

映した予測モデルを構築することは，実用化の可

能性の高い実運用システムの実現に貢献する． 

 

3.2 対象問題の切り口 

 本研究では，肝機能（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の構築が一つの目標で

ある．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う． 

 

4. 肝機能検査データの因果モデルの構築 

 

因果モデル構築のプロセスは，メタ学習のフェーズとモデ

ル構築のフェーズから構成した．メタ学習のフェーズでは，

①データマイニング手法として線形回帰分析およびニュー

ラルネットワークを学習用データセットに適用（n-fold 学

習）し，②得られたマイニングモデルの構造を吟味し，③各

マイニングモデルのテストデータにおける予測値を計算し

た．④各モデルの予測精度を，テストデータの目標値と予測

値の比較によって評価し，各モデルの予測値の同質性を相関

分析とクラスタ分析によって評価した． 

 モデル構築のフェーズでは，①メタ学習の結果

と背景知識に基づき，重要な変数の選択と因果関

係を考察し，②構造方程式モデリングを用いて因

果モデルとして表現し，学習用データセットを用

いてモデルのパス係数を推定した．③パス係数の

推定された因果モデルについて，データへの適合

度の評価と，予測精度および他のマイニングモデ

ルとの予測値の同質性について評価を行なった． 

 

4.1 データセット 

 データセットは，当院臨床検査データベース

から ICG 検査の依頼のあったレコードを抽出した

ものであり，内容は以下の通りである．概要を表

１に示す． 

目的変数：ICG 値（数量データ, 対数処理済） 

説明変数：生化学的検査 15 項目（数量データ） 

166 件を学習用データ，74 件をテストデータとし

た．これらは別の期間に取られたデータである． 

 

4.2 背景知識 

データセットに含まれる臨床検査項目は各々，

肝の病態を反映する指標[MBC 02b]である．図１

に医学において一般的に認知されている肝の病

態と各検査項目との関連[原田 01]を示す．本研

究では，図１の肝細胞の量・機能低下に関する因

果関係のモデル化に主眼を置いている． 

 

表１　データセットに含まれる変数の概要

変数 検査名称 単位 平均 最小 最大 欠測

ICG ICG試験 ％ 1.41* 0.78* 1.94* 0%

TP 総タンパク g/dl 7.3 5.0 9.8 0%

ALB アルブミン g/dl 3.4 1.9 4.4 0%

TTT チモール混濁試験 S-HU 12.8 0.4 39.8 8%

ZTT 硫酸亜鉛混濁試験 KU 11.0 1.4 24.4 8%

TBIL 総ビリルビン** mg/dl 1.3 0.3 4.5 0%

DBIL 直接ビリルビン mg/dl 0.7 0.2 2.7 1%

AST AST IU/l 62 13 526 1%

ALT ALT IU/l 65 7 513 1%

LD LD IU/l 171 92 326 0%

ALP ALP IU/l 315 57 1136 0%

GGT γ-GTP IU/l 85 7 1154 0%

LAP LAP U/l 42 22 104 95%

CHE コリンエステラーゼ ΔｐH 0.8 0.1 1.6 0%

TCH 総コレステロール mg/dl 161 85 391 2%

A/G A/G比*** - 0.9 0.4 1.4 8%

*常用対数変換済, **DBILを含む, *** A/G=ALB/(TP-ALB)

肝細胞の変性・壊死

肝細胞の量・機能低下

胆汁うっ帯・排泄障害

間葉系の反応

肝の繊維化の進行

AST・ALT・（LD）の上昇

ALB・CHE・TCHO・（TP) の低下

ICG値の上昇

ZTT・TTT の上昇, A/Gの低下

DBIL・TBIL・ALP・GGT・LAPの上昇

図１　肝の病態と各検査項目との関係

         （[原田 01] から一部 改変して引用）



 

 

4.3 方法 

§１  メタ学習 

ここでは，学習用データセットに対して，線形

回帰分析とニューラルネットワークにて 10-fold

学習を行なった．すなわち，所与の学習用データ

セットをランダムに 10 個のサブセットに分割し

た後，9 個のサブセットで再構成される 10 個の新

たな学習用データセットを分析に供した．欠測値

は分析対象から除外した．両手法とも SPSS 社の

Clementine 6.0.2 を使用した．分析条件を以下に

示す． 

線形回帰分析ではステップワイズ変数選択を

指定した．変数の投入には有意水準５％，除去に

は１０％を指定した．ニューラルネットワークで

は，トポロジーについて Clementine に組み込ま

れた経験則による決定機能を使用し，所与のデー

タのすべてを学習に用いるよう設定した．その他

の条件は Clementine の標準的な設定とした． 

 得られた２×１０個のマイニングモデルに

ついて，テストデータにおける予測値を計算させ，

目標値に対する予測精度を決定係数で比較した．

各モデル間の予測値の同質性について相関分析

およびクラスタ分析を行った．ここでは，SPSS 社

の SPSS 9.0J を使用した．クラスタ分析の分析条

件には，変数のクラスタ化についてグループ間平

均連結法を用いた凝集法を，距離尺度には平方ユ

ーグリット距離を指定した． 

 

§２ 構造方程式モデリング 

メタ学習の結果と背景知識を加味して構造方程

式モデルを作成した．学習用データセットを用い

て最尤法にてパス係数を推定した．また，平均値

と切片も同時に推定した．ここでは学習用データ

セットに対して 10-fold 学習を行なった．構造方

程式モデリングには SmallWaters 社の AMOS 4 を

使用した． 

予測性能についてテストデータにおける予測

値を計算させテストデータの目標値に対する予

測精度を比較した．モデル間の予測値の同質性に

ついては相関分析およびクラスタ分析を行った． 

 

4.4 結果および考察   

§１  メタ学習で得られた知見 

 メタ学習のフェーズでは，２種のデータマイ

ニング手法と１０-fold 学習によって，所与のデ

ータセットから，線形近似によって安定した予測

精度が得られることと，ALB，ＺＴＴ，ＣＨＥ，

ＤＢＩＬの各変数が重要な変数であるとの知見

が得られた． 

 まず，各マイニングモデルの構造に関して概

観する．線形回帰分析で得られた 10 個のモデル

（表２）においては，ALB と ZTT が全モデルで，

CHE が 9 個のモデルで，DBIL は 7 個のモデルで選

択された．これらの変数は，ステップワイズ変数

選択で統計的に有意となって選らばれた変数で

ある．ニューラルネットワークでは，10 個のモデ

ルすべてが，入力層 15，隠れ層 4，出力層 1 のト

ポロジーで学習された． 

 次に，予測性能について比較する．予測精度

は，線形回帰モデルで決定係数 0.54～0.58（平均

0.56）と安定した予測精度が確認された一方，ニ

ューラルネットモデルでは，0.29～0.57（平均

0.46）と不安定な予測精度であった．モデル間の

同質性については，線形回帰モデル群内では決定

係数が 0.92～0.99 と同質性が認められた．ニュ

ーラルネットモデルの群内では 0.53～0.98 と変

動が大きく，過学習の可能性が示唆された．線形

回帰モデル群とニューラルネットモデル群の間

では，0.56～0.94 と予測値に類似性が認められた．

クラスタ分析の結果では線形回帰モデルの群内

で高い同質性が認められ，ニューラルネットモデ

ルとは明らかに性質が異なることが示された． 

表２　線形回帰分析で得られたモデルの概要　（表の右半分はステップワイズ変数選択によって得られた回帰式を表している）

ｒ r2 調整r2
定数 ALB ZTT CHE DBIL GGT TBIL TTT TCH

LR1 0.776 0.602 0.588 2.05 -0.223 0.0120 -0.151 0.197 -3.03E-4

LR2 0.783 0.613 0.599 2.08 -0.218 0.0110 -0.192 0.188 -2.93E-4

LR3 0.783 0.613 0.602 2.09 -0.217 0.0112 -0.233 0.0950

LR4 0.795 0.632 0.619 1.94 -0.203 0.0231 -0.190 0.211 -6.90E-3

LR5 0.793 0.629 0.616 2.15 -0.230 0.0114 -0.225 -2.76E-4 0.0941

LR6 0.793 0.630 0.619 2.12 -0.221 0.0100 -0.244 0.149

LR7 0.814 0.663 0.651 2.12 -0.236 0.0127 -0.184 0.189 -3.34E-4

LR8 0.807 0.650 0.641 2.31 -0.313 0.0094 0.283 -7.47E-4

LR9 0.784 0.615 0.604 2.08 -0.220 0.0100 -0.234 0.1140

LR10 0.797 0.636 0.623 2.03 -0.199 0.0107 -0.233 0.196 -2.84E-4



 

 

§２ 構造方程式モデリングによる因果モデル

の構築 

  線形回帰モデルは，ICG 値を他の臨床検査値で

説明する構造を表している．しかし，背景知識を

基に因果関係を考慮すると，肝機能という因子が

検査データに反映していると考えた方が自然で

ある．ここでは因果モデルには，臨床的な意義を

考慮して ALB, CHE, DBIL の各変数を導入した．

ZTT は統計的に有意となった重要な変数であるが，

背景知識（図１）からは直接的な因果関係が想定

できないため，因果モデルへは導入しなかった． 

 図２のモデルは，各検査データが肝機能とい

う一つの潜在因子（観測されていない変数）と各

独自因子で説明される単回帰モデルから構成さ

れる一因子モデルである．ICG 値の単回帰式の係

数に 1，切片を 0 に指定することで，肝機能の尺

度は ICG 値と同じ尺度となる．モデル内のパス係

数および平均値・切片は学習用データを用いて

10-fold 学習にて推定した． 

§３  因果モデルの評価  

 はじめに，推定結果とデータへの適合度につ

いて概観する．因果モデルの推定結果を表３に示

す．10 個のモデルにおいて推定された各パス係数

は安定している．データへの適合度は，カイ二乗

検定の結果では 10 個のモデルともｐ値が 0.01 以

下と有意に適合していないことが示された．一方，

GFI および AGFI は各々，0.95 と 0.81 程度であっ

た．経験的なモデル受容の判断基準として，豊田

は GFI が 0.9 以上という目安を提案[豊田 98a]し

ており，これによれば，本モデルは受容可能とい

う結論が導かれる．ここで，GFI と AGFI はモデル

がデータに完全に一致するとき最大値１を示す

指標であり，共分散構造のみの推定の際に算出さ

れる．ここでは，平均値・切片の推定を指定しな

い場合の GFI・AGFI の値を参照している． 

 次に，予測性能について考察する．パラメー

タが推定された構造方程式モデルでは，ALB, CHE, 

DBIL から ICG 値が推定できる．そこで，テストデ

ータにて予測値を計算し，その予測性能を線形回

帰およびニューラルネットモデルと比較した． 

 予測精度は，決定係数 0.49～0.52（平均 0.51）

と安定しており，線形回帰モデルと同程度であっ

た．モデル間の同質性は，構造方程式モデルの群

内では決定係数がすべて 0.99 と極めて同質であ

った．線形回帰モデル群との間には 0.81～0.96

と高い同質性が認められ，ニューラルネットモデ

ル群との間には 0.49～0.89 と類似性が認められ

た．クラスタ分析の結果では，構造方程式モデル

群内で高い同質性が認められるとともに，線形回

帰モデルとも同質であることが認められた． 

 構築した因果モデルは，データへの適合度が

概ね良好で，予測性能の面でも，線形回帰モデル

と同程度の予測精度，および，ほぼ同質の予測値

を与える良好なモデルであると判断できた． 

§４ 実用化の可能性 

 本事例で得られた因果モデルは，未知のテス

トデータに対する予測精度が評価されており，当

院検査室での予測システムとしての実用化は可

能である．しかし，他施設での利用に関しては，

予測精度の保証ができない．つまり，施設間で患

者背景が異なる可能性が高く，本因果モデルに当

院独自の患者背景によるデータ選択バイアスが

存在している可能性は否定できない． 

 因果モデルの一般化を図るためには，独立し

た複数の施設毎にデータを収集し因果モデルを

構築し，各モデルを比較・評価する外的妥当性評

価のためのメタ学習機構が必要である．これは，

Evidence-Based Medicine [Sackett 96]を実現す

る上でも重要な今後の研究課題である． 

§５． メタ学習の効果について 

 本事例では，メタ学習によってデータに内在

する知識をより多く収集することを試みた．結果

として，線形近似の有効性と重要な変数が判明し

た．また，各マイニングモデルの予測性能を把握

することで，データセットに内在する予測可能性

を推測することができた．これらの知見は，背景

知識を踏まえた因果関係の考察に貢献するとと

もに，構築した因果モデルの予測性能の評価に寄

与した． 

 はじめから構造方程式モデリングを利用す

べきであるとの批判があるかもしれない．しかし，

背景知識のみでは結局，モデル構造の探索が必要

となる．また，構造方程式モデリングに備わるモ

デルの検定は，主にデータへの適合度を評価して

図５　構築した因果モデル
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○で囲まれた変数は潜在変数，□で囲まれた変数は観測変

数を表す. 矢印は変数間の因果関係（パス）を表す．この図は

CHE，DBIL，ALB， ICGの各変数が，共通の潜在因子 Liver

と各変数独自の誤差変数から説明されることを表している．

○，□，矢印付近の数値は，平均値， 切片，パス係数が固定

されていることを意味する．数値の示されていないところは

データから推定される．

図２ 



 

 

おり，実際のフィールドデータにおいて高い適合

度をもつ実用モデルを得ることは一般に困難で

ある[豊田 98b]．実際的な予測モデルの評価に，

モデル検定の各指標は必ずしも向いていない．予

測値の性能比較を主体としたメタ学習は，実際的

なモデル評価の指針を与えた． 

 本事例で示したメタ学習の枠組みは，所与の

データに対するデータ解析の立場において，内的

妥当性評価の機会を与えているものと考えられ

る． 

 

5. おわりに 

本研究では，データマイニングの実応用を目指

し，アクティブユーザーリアクションの医療にお

ける具体的事例として，肝機能検査データの因果

モデルの構築を試みた．データに潜む予測可能性

を評価するために，複数のデータマイニング手法

を適用し，データ自体に内在するより多くの知識

を抽出し，ここで得られた知見を因果モデルの構

築に利用した．因果モデルは，データに基づく知

識と背景知識を考慮して構造方程式モデリング

を利用して構築した．構築した因果モデルの予測

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．結果

的に，データに基づく知識と背景知識の両方を反

映した予測モデルが構築されたことで，ユーザー

がシステムの振る舞いおよび予測性能を把握す

る実用可能性の高い予測システムが構築できた．

本研究において，メタ学習の枠組みは所与のデー

タに対する解析結果について内的妥当性評価の

機会を与え，データマイニング手法の一つの応用

形態を示すとともに，実応用システムの構築を支

援する役割を果たした． 
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表３　推定された構造方程式モデルの概要

変数 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大

CHE -1.077 -1.1 36 -0.980 2.26 2.1 4 2.33 0.035 0.030 0.039 -0.820 -0.85 2 -0.789

DBIL 0.949 0.8 77 1.015 -0.63 -0.7 2 -0.54 0.115 0.098 0.127 0.572 0.53 1 0.610

ALB -1.557 -1.6 39 -1.369 5.59 5.3 4 5.70 0.081 0.070 0.087 -0.806 -0.83 6 -0.780

ICG 　1　（固定） 　0　（固定） 0.027 0.023 0.029 0.835 0.81 1 0.863

平均 最小 最大 平均 最小 最大

Liver 平均値 1.41 1.39 1.42 0.062 0.056 0.067

標準化係数

誤差分散

パス係数 （回帰係数） 切片 誤差分散

この表は，n-fold 学習で推定された10 個の構造方程式モデルの集計結果を表している．上段は，

各変数 ＝パス係数×Liver + 切片 + 誤差　で表現される回帰式の推定値の集計結果を，下段は
潜在変数 Liver について推定された平均値と分散の集計結果を表している．
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Analysis of Internet traffic data

Kenichi YOSHIDA, Yukio OSAWA and Takao TERANO

Abstract The wide spread of the internet and its evolution as a new social infrastructure increase the impor-

tance of applications which best use internet potential. The intelligent functions which can be realized with recent

computer technology are indispensable to best benefit from the internet. In this paper, we overview the current

situation together with the issues which we have to solve to realize the new infrastructure of networked society. It

also presents new Internet data acquisition system which aims to provide new data for the analysis. The results of

data mining heavily depends on the data that the analysis uses. This new data acquisition system can provide data

which we could not use before.

Key words Data Mining, IP traffic measurement, performance analysis, quality of service, multimedia application

1. Introduction

The internet connects information repositories, which were

separately developed, and makes them accessible by using

web browsers. With a number of services defined on the ac-

cessible information, the internet is becoming a part of social

infrastructure. Computer systems are expected to be intelli-

gent to cope with a diversity of information.

In this context, we believe that AI technology is facing

to the need to model the real world problems based on the

analysis of the real data. For example:

（ 1） Various search engines have been developed in or-

der to make huge amount of information on the internet ac-

cessible from the end users. However, simple information

retrieval method will produce a lot of meaningless retrieval

results together with a little of meaningful results. It is ob-

viously necessary to develop a new retrieval method which

only retrieves truly intended data.

（ 2） Computer systems are threatened by malicious

crackers. To keep the computer systems secure, it is neces-

sary to provide an intelligent method of intrusion detection.

Malicious attacks are measured in terms of network manage-

ment information, as well as other normal operations. In-

trusion detection systems are expected to detect malicious

attacks from other normal behaviors with keeping the miss-

ing rate low and the accuracy high.

（ 3） Although there are a variety of data types in the

internet applications, primitive data types are text and time

series in principle. Multimedia data is a compound data

types defined by the data definition languages such as XML

or its variation. We recognize that Knowledge Discovery and

Data Mining from such data on the internet is the crucial is-

sue to stabilize the infrastructure of internet-usage.

These applications become important to maintain the inter-

net infrastructure. Furthermore, some researches, such as

Active network, try to make a new framework to realize in-

telligence in network system itself.

In this paper, we overview the current situation of AI ap-

plications in the internet together with the issues which we

have to solve to realize the new infrastructure of networked



society. Section 2 briefly overview machine learning tech-

niques which form a key technology to analyze internet data.

Section 3 cites important progress achieved. Section 4 dis-

cussed issues we focus and Section 5 presents new Internet

data acquisition system which we developed as an answer for

the issues.

2. AI Techniques

In the 1980s, enthusiastic researches of artificial intelli-

gence, especially those on expert systems, study the poten-

tial of symbolic reasoning and logic. To support the man-

ual knowledge base building which determines the ability

of the systems developed in those days, the importance of

knowledge acquisition and machine learning techniques has

increased. This seems to lead to the knowledge discovery

and data mining studies in the 1990s.

Machine learning [1], a framework to find hidden laws from

observed data, has been an important field in this context.

It is a key technology to analyze internet data. Although

the machine learning researches developed various important

techniques, there are two important groups.

The first group includes artificial neural network (ANN),

reinforcement learning (RL), and Bayesian network (BN).

These methods try to find a best set of continuous param-

eters with a fixed data structure. ANN is an acyclic di-

rected graph with nodes calculating one-variable functions

on weighted sum of outputs of preceding nodes, where the

weights are to be learned. BN has a causality graph among

events and tries to assign most plausible probability distri-

bution to events to explain observed event frequencies. RL

finds a path with maximum expected reward from the cur-

rent state to a goal state by using known costs/benefits dis-

tribution on state transitions and states.

The second group includes learning methods whose hy-

pothesis space consists of varying structures with sym-

bolic/discrete values. decision tree learning (DTL), inductive

logic programming (ILP), and graph based induction (GBI)

are among them. Given training examples with predefined

classes and attribute-values, DTL methods try to construct a

classification tree with leaves specifying classes and internal

nodes specifying test conditions. ILP builds a Prolog pro-

gram that entails the given Prolog facts. GBI finds frequent

common subgraphs in the given colored directed graph. The

given training examples would be transformed into any of

the above three.

The first group expresses hidden laws with continuous pa-

rameters and uses optimization methods for learning. Al-

though the results of learning tasks, i.e. sets of continuous

parameters, are difficult to interpret, their strong learning

ability from numerical data makes them important to attack

real world problems. Learned laws by the second group are

relatively easy, we can combine the second group techniques

with various knowledge acquisition methods. In such cases,

machines and experts cooperate to analyses given data.

We believe machine learning and related technologies are

important to realize practical AI systems. The internet is

an important field to show whether we can realize practi-

cal intelligent system. Since the learning technology alone

isn’t enough to implement practical systems, the develop-

ment of such systems requires various considerations. Deep

understanding of the network and various knowledge of re-

lated AI technologies are necessary for such considerations.

The mechanism and behavior of TCP/IP and WWW servers

are important as the domain knowledge. Natural language

processing, text retrieval, knowledge representation, and etc.

are important as the related AI techniques.

3. Recent Progress

Though this short paper cannot survey all the important

techniques, methods explained in the previous session are

important to analyze data in the internet. Some advanced

research already succeeded to show the benefit of the use of

these methods to analyze internet data.

Google [2], WWW search engine, is a typical example of

such success. It combines the traditional information re-

trieval techniques which analyze term frequency of text with

a method to analyze hypertext structure of HTML. Most of

the recent search engines use similarity measures based on

the term frequency, the number of occurrence of term, in

the documents. They select the documents whose term fre-

quency is similar to that of the query sentence. Although

the term frequency is an important index of text retrieval,

the performance of Google shows the existence of another

important index of HTML documents. Google selects the

documents which are linked by many other documents.

Khosravi et al. [3] developed an intrusion detection system

which uses model based reasoning techniques. They man-

ually construct models of standard IP layer behavior, and

detects intrusions which does not follow the model. Yaman-

ishi et al. [4] also analyses IP traffics and detects intrusion.

They learns statistical regularities of IP traffic using on-line

learning algorithms. Their method automatically generates

a set of rules which detect intrusions. The rules select traffic

patterns which don’t follow the regularities as the instances

of intrusion. Finding intrusion is an important area today.

Khosravi et al. [3] attack this with model based reasoning

techniques. Yamanishi et al. [4] tries to automate model con-

struction phase using learning techniques.

AntNet [5] apply reinforcement learning method to ana-

lyze IP traffic flow and tune routing tables. By tuning rout-



ing tables, it succeeded to increase practical bandwidth of

network. In AntNet, each routing node, i.e., each router,

launches mobile agents towards randomly selected destina-

tion nodes. While moving to their destination nodes, the

agents collect path information such as time length and the

congestion status of the path. Once they have arrived the

destination, the agent go back to their original source nodes.

During this backward travel, agents modify the routing ta-

bles based on the information they collect during the forward

travel. The routing tables used in this study have probabilis-

tic entries. Each destination has multiple next hop entries

with probability assigned. When a node sends a packet to

some destination, it follows the probabilities in the routing

table. The modification of routing probabilities follows the

reinforcement learning framework.

Nishikawa et al. [6] analyze WWW access patterns and de-

sign a new caching architecture which can increase its hit

rate using the characteristics of the WWW access pattern.

Their caching system analyzes WWW access patterns and

caches only frequently accessed WWW pages. They also

adapt the cache cluster configuration to the access patterns.

They report a method to use GBI for this purpose.

4. Issues

Above examples uses various different AI methods to solve

their problems. Although the methods used are different,

all of these studies share common characteristics. They all

succeeded to combine the best method with most informa-

tive data to solve their problems. The deep understanding of

the AI methods and the application field seem to contribute

their success. We believe following three are the keys of their

successes:

（ 1） Selection of informative data:

Current machine learning and data mining techniques only

analyses given data, and the responsibility to select infor-

mative data rests with researchers. For example, the text

analysis methods based on the term frequencies form a base

technology of various search engines. However, the analysis

of hyper text structure was a breakthrough in WWW search

engine.

This implies the importance of various measurement in-

frastructure. CAIDA [7] develops various measurement tools

of IP layer data. Various WWW log analyzers are reported

in [8]. Since the internet is rapidly evolving field, further

researches on the measurement infrastructure are necessary.

（ 2） Selection of the method to be used:

As seen above, Caro et al. [5] chooses the best combination

of the method and data. They apply reinforcement learning

framework to tune multiple routing tables. The structure

of the multiple routing tables is similar to the data struc-

ture used in the reinforcement learning algorithm. With this

similarity, the reinforcement learning algorithm is directly

used to tune the routing table entries. Khosravi et al. [3]

is another example of such good combination. The model

based reasoning technique they used is a natural way to find

anomalies caused by intrusions.

As shown above, ANN, RL and BN are adequate to ana-

lyze various numerical data in the internet. DTL is a natural

method to use the expert knowledge together with machine

learned knowledge. Selecting adequate methods is the key of

the success.

（ 3） Cooperations of AI and network researchers:

The internet is still rapidly growing area. AI also covers

wide topics. We believe that the tight cooperation of both

area is important to make the next breakthrough.

For example, semantic web [9] tries to realize next gen-

eration WWW. Knowledge representation, Ontologies and

Agents are the key technologies to give intelligence to WWW.

XML, distributed WWW server and etc. are the key to make

practical applications on the internet. The tight coopera-

tions of AI and network researchers are the key to make this

breakthrough.

5. New Data acquisition tool from Inter-

net

5. 1 A High-Speed IP Meter

As we discussed in the previous section, we believe acqui-

sition of informative data is important issues. Especially,

accuracy of the timestamp is critical for measurement of

high-speed networks [10]. To perform analysis of the qual-

ity of service on the Internet, timestamps must have ade-

quate precision. However, the experimental results show that

software-based traffic measurement equipment cannot han-

dle 100-µ second order timing information. Thus the analysis

based on the data from such equipments has limitation and

the new hardware based tool is necessary.

To meet these requirements, a high-speed and accurate IP

meter, HIM [11], has been developed. HIM is implemented

on a specific hardware, which has been made to realize the

necessary specifications that enable data capturing with 20

µ second order timing information from a gigabit class net-

work.

Figure 1 shows the configuration of HIM. It has 5 ma-

jor components: i.e., packet splitter, hardware filter, time

stamper, GPS timer and recorder. After the packet splitter

duplicates all the packets from the target 1-gigabit Ethernet,

the hardware filter selects the target packet. Then, the time

stamper records the timing information using the GPS timer

and the PC-based recorder records the observed data (origi-

nal packets with timing information) for the latter analysis.
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This system collects all Internet protocol packets with ac-

curate timestamps at the monitoring point. UNIX-based

recorder software, which provides traffic data collection and

data backup functions, was also developed.

5. 2 Traffic Measurement and Analysis of wide

area network

As an one step of analyzing the internet traffic data, we

use the HIMs at an international meeting site which was

held during one week. We choose this site as a typical site

with high speed Internet backbone network. Several hun-
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dreds people attended the meeting and access the Internet.

The meeting provided two backbone network lines (each has

100Mbps line speed) to access the Internet. Two HIMs col-

lect the traffic in these lines. Each HIM monitors the traffics

of each network line. After monitoring, each traffic data is

merged so that we can analyze flows which are eventually for-

warded using both 2 lines. Average of traffic amount is about

1.28T bytes/day (Highest bit per second is almost 50M). Av-

erage of packet amount is about 260M packets/day (Highest

packet per second is almost 11,000).

Figure 2∼5 show examples of acquired data. These figures

show the average packet interval and interval jitter of TCP

and UDP flows.

Figure 2 and 3 is the result of TCP flow analysis. Figure

4 and 5 is the result of UDP flow. Figure 2 and 4 show the

average of interval time between two packets in the flow. X-

axis is the average of time interval between two packets in

flow. Y-axis is the percentage of flows. Dot marks shows

the percentage of packets with the corresponding interval of

1 mill. second unit. Lines shows the accumulated numbers.

+ mark and upper line show the results for incoming data

from the internet. * mark and lower line show the results

for outgoing data to the internet. Figure 4 and 5 show the



corresponding results for UDP data.

Each application has its own transfer behavior. Since we

have various applications and manual based analysis is dif-

ficult, we plan to use data mining techniques for further re-

search. However, preliminary studies on this data already

reveal following two phenomena:

• Both average packet interval and interval jitter of TCP

flows are longer than those of UDP flows.

This seems to indicate the characteristics of TCP flow con-

trol. Since TCP flow is controlled to avoid internet conges-

tion, their burstness is weaker than UDP flows.

• As for the UDP packets, the average packet interval

and interval jitter of the incoming packets from the internet

is shorter than those outgoing packets to the internet.

As shown in Figure 4 and 5, UDP flows are burst data

transfer in general. But burstness is stronger in the incom-

ing packets from the internet, i.e., 73% of UDP incoming

packet intervals are less than 1 msec and 58% of UDP out-

going packet intervals are less than 1 msec.

The reason of the second phenomenon still requires further

studies. But we suspect the existence of backbone routers

which treat multiple packets transfer in bulk. If there ex-

ists a router or switch which transfer multiple packets in

bulk, the average packet interval and interval jitter of TCP

flows becomes shorter because such bulk transfer has shorter

packet interval.

6. Conclusion

The wide spread of the internet and its evolution as a new

social infrastructure increase the importance of applications

which best use internet potential. The intelligent functions

which can be realized with recent computer technology are

indispensable to best benefit from the internet.

In this paper, we have overviewed the current situation to-

gether with the issues which we have to solve to realize the

new infrastructure of networked society. We also presents

new Internet data acquisition system which aims to provide

new data for the analysis. The results of data mining heavily

depends on the data that the analysis uses. This new data

acquisition system can provide data which we could not use

before.

Although we need further analysis on acquired data by this

new system, preliminary studies on this new data already

reveal important characteristics of the traffic. Although we

plan to analyze this new data by various data mining tech-

niques, further studies are necessary.
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活動報告 

 

総括班会議 

第 3回総括班会議 

日時：8月 8日（木）10:30～17:30 

場所：大阪市立大学文化交流センター大セミナー室 

 

議題： 

1．経過報告 

2．各計画研究の進捗状況報告 

3．中間ヒアリング 

4．その他 

 

第 4 回総括班会議 

日時：平成 15 年 3 月 14 日（金）18:00～ 21:30 

場所：大阪市総合生涯学習センター第 7研修室 

 

議題：   

1．経過報告 

2．各計画研究の進捗状況報告 

3．その他 

 

計画研究代表者会議 

第 4回計画研究代表者会議 

日時：平成 14 年 5 月 25 日（土) 10:00～16:00 

場所：韓國海洋大學校 

 

議題： 

1．中間ヒアリングに向けての打ち合わせ 

2．人工知能学会全国大会 

3．招聘外国人の確認 

4．人工知能学会特集 

5．ICDM ワークショップ 

6．14 年度の計画の確認（総括班会議，公開シンポジウム，原稿〆など） 

7．その他 



第 5回計画研究代表者会議 

日時：平成 14 年 11 月 1 日(金）13:00  ～ 17:40 

      平成 14 年 11 月 2 日(土） 9:00  ～ 12:30 

場所：熱海聚楽ホテル  

 

議題： 

1．中間ヒアリング報告 

2．その他報告 

3. 各計画研究報告 

4．全体討論 

 

班会議，複数研究グループ間の合同会議，共同作業 

日時：        平成 14 年 6 月 7, 8, 9 日 

場所：        大阪大学産業科学研究所 

研究グループ：計画研究 A02-05(元田），計画研究 A02-07(鈴木）， 

       千葉大学附属病院の専門医（横井医師） 

 

日時：        平成 14 年 6 月 21 日 

場所：        国立情報学研究所 

研究グループ：A01 班，A02 班 

 

日時：        平成 14 年 7 月 5日 

場所：        大阪大学産業科学研究所 

研究グループ：計画研究 A02-05(元田），計画研究 A03-10（岡田） 

 

日時：        平成 14 年 8 月 29 日 

場所：        横浜国立大学 

研究グループ：計画研究 A02-07（鈴木），千葉大学附属病院の専門医（横井医師） 

 

日時：        平成 14 年 9 月 13 日 

場所：        千葉大学附属病院 

研究グループ：計画研究 A02-07（鈴木）， 

       千葉大学附属病院の専門医（高林，横井医師） 

 

日時：        平成 14 年 10 月 9 日 

場所：        大阪市立大学医学部医学情報センター 



研究グループ：計画研究 A01-03（北村），計画研究 A02-06（山口）， 

       医療情報の専門医（朴医師） 

 

日時：        平成 14 年 11 月 11,12 日 

場所：        函館ハーバービューホテル，函館大沼プリンスホテル 

研究グループ：計画研究 A02-07（鈴木），千葉大学附属病院の専門医（横井医師） 

 

日時：        平成 14 年 11 月 18 日 

場所：        大阪市立大学医学部医学情報センター 

研究グループ：計画研究 A01-03 （北村），計画研究 A02-06（山口）， 

              計画研究 A02-08（松本）, 

       医療情報の専門医（朴医師），肝炎の専門医（羽生医師） 

 

日時：        平成 14 年 12 月 8,9 日 

場所：        前橋テルサ 

研究グループ：計画研究 A02-07(鈴木）， 

       千葉大学附属病院の専門医（高林，横井医師） 

 

日時：        平成 14 年 12 月 20 日 

場所：        東京工業大学大岡山キャンパス西 8号館 E棟 5階コラボレーションルーム 

研究グループ：計画研究 A01-04（沼尾）， 

       千葉大学附属病院の専門医（高林，横井医師） 

 

日時：        平成 15 年 1 月 10 日 

場所：        奈良先端科学技術大学院大学 

研究グループ：計画研究 A01-03（北村），計画研究 A02-08（松本） 

 

日時：        平成 15 年 1 月 31 日 

場所：        千葉大学附属病院 

研究グループ：計画研究 A02-07（鈴木）， 

              専門医（横須賀，今関，野，高林，横井医師） 

 

日時：        平成 15 年 2 月 9,10 日 

場所：        千葉大学附属病院 

研究グループ：計画研究 A02-05(元田）， 

              千葉大学附属病院の専門医（高林，横井医師） 



 

報告会兼公開シンポジウム 

平成 14 年度成果報告公開シンポジウム 

日時：平成 15 年 3月 14 日（金）10:00 ～ 15:45 

   平成 15 年 3 月 15 日（土）10:00 ～ 16:50 

場所：大阪市立大学文化交流センター   （3 月 14 日） 

   大阪市立大学医学部医学情報センター（3月 15 日） 

 

「サポートベクターマシンによる対話的文書検索」 

 小野田崇，村田博士（（財）電力中央研究所），山田誠二（国立情報学研究所） 

「免疫ネットワークに基づく WWW 文書集合族からの時系列的話題情報の抽出・可視化」 

 高間康史（東京都立科学技術大学） 

「MEDLINE 情報検索に基づく発見ルールフィルタリングシステム」 

 北村泰彦，飯田暁（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） 

「情報収集のための分散タスク割り当て」 

 平山勝敏（神戸商船大学），北村泰彦（大阪市立大学大学院工学研究科） 

「多属性データに対する前処理の木構造を用いたモデル化」 

 山田有吉，沼尾正行（東京工業大学大学院情報理工学研究科）， 

 市瀬龍太郎（国立情報学研究所知能システム研究系） 

「口コミ支援システム WAVE へのプッシュ型情報交換の導入」 

 伊藤雄介，沼尾正行，右田隆仁（東京工業大学大学院情報理工学研究科） 

「情報検索を用いたアクティブマイニングの螺旋サイクル」 

 チャン・ナム・トアン，沼尾正行（東京工業大学大学院情報理工学研究科）， 

 市瀬龍太郎（国立情報学研究所知能システム研究系） 

「交通計画のための OLAP 指向空間情報モデルの提案」 

 河野浩之（京都大学大学院情報学研究科），羽藤英二（愛媛大学工学部） 

「Beam-wise GBI による肝炎データからのパターン抽出」 

 松田喬，吉田哲也，元田浩，鷲尾隆（大阪大学産業科学研究所） 

「AGM による３次元構造と生理活性の相関解析」 

 西村芳男，鷲尾隆，吉田哲也，元田浩，（大阪大学産業科学研究所）， 

 猪口明博（日本アイ・ビー・エム（株）東京基礎研究所）， 

 岡田孝（関西学院大学情報メディア教育センター） 

「e-BONSAI を用いたカテゴリ時系列データからの知識発見 

  －ゲノム解析技術のビジネス応用－」 

 矢田勝俊（関西大学商学部），加藤直樹（京都大学大学院工学研究科）， 



 羽室行信（大阪産業大学経営学部）  

「Abstracting Temporal Data for Mining Tasks in the Hepatitis Domain」 

 Tu Bao Ho, Trong Dung NGUYEN, Saori KAWASAKI, DungDuc NGUYEN 

  (JAIST: Japan Advanced Institute of Science and Technology) 

「リポジトリに基づく帰納アプリケーション構築支援環境」 

 阿部秀尚，小森麻央，（静岡大学大学院理工学研究科）， 

 福田直樹，山口高平（静岡大学情報学部）， 

 和泉憲明（産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センター）， 

 橘惠昭（愛媛大学法文学部） 

「時系列医療データにおけるルール発見支援システム  

  －慢性肝炎データセットでのケーススタディ－」 

 大崎美穂，山口高平（静岡大学情報学部）， 

 佐藤芳紀，北口真也（静岡大学大学院情報学研究科） 

「スパイラル的例外性発見に向けて」 

 鈴木英之進，渡辺健志，山田悠，武智文雄，長木悠太，中本和岐， 

 稲谷秀太郎，山口直記，長浜光俊（横浜国立大学大学院工学研究院）， 

 横井英人，高林克日己（千葉大学医学部附属病院医療情報学部） 

「特異性指向マルチデータベースマイニング技法の研究」 

 鍾 寧 ，大島宗哲，奥野知弘，中丸晃朗（前橋工科大学工学部） 

「素性の組み合わせを実現する Power Set Kernel とその高速化」 

 工藤拓，松本裕治（奈良先端科学技術大学院大学） 

「Support Vector Machine を用いた英語の依存構造解析」 

 山田寛康（北陸先端科学技術大学院大学），松本裕治（奈良先端科学技術大学院大学） 

「構文的依存関係を用いた医学用語自動分類」 

 新保仁，松本裕治（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） 

「トレンド類似性を考慮した肝炎検査データの多重スケール解析」 

 津本周作，柳樂真佐実，平野章二，（島根医科大学医学部）， 

 高橋克日己（千葉大学医学部附属病院） 

「構造活性相関マイニングシステムの構築とドーパミンアンタゴニスト活性への適用」 

 岡田孝，山川眞透（関西学院大学情報メディア教育センター） 

「化学構造類似性にもとづくリスクレポート」 

 高橋由雅，加藤博明，藤島悟志，横江恭子（豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

「実業におけるチャンス発見－売上に見るその効果－」 

 大澤幸生，臼井優樹（筑波大学ビジネス科学研究科） 

「メタ学習による肝機能検査データからの因果モデルの構築」 



 寺野隆雄，稲田政則（筑波大学ビジネス科学研究科） 

「インターネットデータ分析」 

 吉田健一，大澤幸生，寺野隆雄（筑波大学科学研究科） 

 

 

関連学会及び研究会 

第 128 回 知能と複雑系研究会（情報処理学会）， 

第 56 回知識ベースシステム研究会（人工知能学会）合同研究会 

特集「アクティブマイニング」および一般  

日時：平成 14 年 5 月 23 日（木）10:00-17:20 

   平成 14 年 5 月 24 日（金）10:00-17:30 

場所：韓國海洋大學校 

 

電子情報通信学会人工知能と知識処理研究会， 

第 132 回情報処理学会知能と複雑系研究会， 

第 52 回人工知能学会人工知能基礎論研究会， 

第 60 回人工知能学会人工知能知識ベースシステム研究会， 

特定領域研究「アクティブマイニング」合同研究会  

特集:「アクティブマイニング」および一般 

日時：平成 15 年 3月 13 日（木）10:00 ～ 16:50 

      平成 15 年 3 月 14 日（金）10:00 ～ 15:45 

   平成 15 年 3 月 15 日（土）10:00 ～ 16:50 

場所：大阪市立大学文化交流センターホール   （3 月 13 日，14 日） 

   大阪市立大学医学部医学情報センターホール（3月 15 日） 
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