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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 15年度の研究成果

と研究活動をまとめたものです．本特定領域開始後 3年目に入り，各計画研究で開発してき
た手法も固まりつつあり，共通データ解析の結果から，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 16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企画

7) 国際ワークショップの開催と企画

8) 研究成果発表会と報告書の刊行

9) 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 5 回会議は，
平成 15年 6月 25日に朱鷺メッセ（新潟市万代島 6-1）で開催し，平成 15 年 3月に大阪市立
大学文化交流センターで開催した第 4回総括班会議以降の進展，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，10月に開催した国際ワークショップの準備状況を確認し，来
年度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 16

年 3月) を企画した．第 6回会議は，平成 16年 3月 2日に九州大学国際研究交流プラザで開
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 6回会議は，平成 15年 9月 14日に韓國済州大學で開催した．各
計画研究代表者から共通肝炎データ解析の進捗状況を報告してもらい，問題点を議論した．
とくに，千葉大学附属病院の専門医（高林医師）から個別の成果に対し詳細なコメントを頂
き，今後の解析の指針とした．また，10月の国際ワークショップの運営体制を策定した．第
7回会議は翌日の平成 15年 9月 15 日に同大学にて開催した．肝炎データ解析以外の成果を
中心に議論し，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．
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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 25回実施した．

[1] 平成 15年 4月 3日に国立情報学研究所にて計画研究A01-04（沼尾）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，肝炎データの解析方法のアイデア
について検討した．

[2] 平成 15年 4月 4日に千葉大学医学部にて計画研究A02-05（元田）と千葉大学附属病
院の専門医（高林，横井医師）の合同検討会を実施し，時系列抽象化手法を議論した．

[3] 平成 15年 4月 28日に大阪大学産業科学研究所と国立情報学研究所をテレビ会議で結
んで，計画研究A01-04（沼尾）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，時系列データの解析方法を提案し，それを肝炎データに適用した場合の
問題点について討論した．

[4] 平成 15年 6月 3日に静岡大学にて，計画研究A01-03（北村）と計画研究A02-06（山
口）の合同検討会を実施し，MedLineからのルール発見フィルタリングとルール発見
支援システムの連携について議論した．

[5] 平成 15年 6月 10日に静岡大学にて，計画研究A02-06（山口）と計画研究A02-08（松
本）の合同検討会を実施し，ルール発見支援システムとMedLineを用いた文献解析
システムとの連携について議論した．

[6] 平成 15年 7月 3日に関西大学にて計画研究A01-04（沼尾）と計画研究A02-05 （元
田）の合同検討会を実施し，オープンプラットフォームMUSAHIの前処理方式につ
いて議論した．

[7] 平成 15年 7月 12日に静岡大学にて，計画研究A02-06（山口）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，発見した知識を評価し，今後の方針を策
定した．

[8] 平成 15年 7月 19,20日に前橋工科大学にて計画研究A02-07(鈴木）と千葉大学附属病
院の専門医（横井医師）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．

[9] 平成 15年 7月 26日に筑波大学ビジネス科学研究科にて計画研究A03-11（大澤）と国
立癌研究所の肝臓癌移植などの経験を有する専門外科医（斎浦医師）の合同検討会を
実施し，キーグラフの出力結果から医療上有益な知識が得られるのはシナリオ生成と
いう目的に利用する場合であろうという方向を得た．
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[10] 平成 15年 8月 5日に筑波大学ビジネス科学研究科にて計画研究A03-11（大澤）と国立
癌研究所専門外科医（斎浦医師）の合同検討会を実施し，医師の意見を反映したキー
グラフを出力し，キーグラフの出力結果に対するコメント (主体データ)を得た．

[11] 平成 15年 8月 6日にKGハブスクウェア大阪にて計画研究A01-04（沼尾），計画研
究 A02-05（元田），計画研究A03-10（岡田）の合同検討会を実施し，グラフマイニ
ングの成果を議論し今後の協力関係を策定した．

[12] 平成 15年 8月 7日に千葉大学医学部にて計画研究A02-05（元田）と千葉大学附属病
院の専門医（高林医師）の合同検討会を実施し，解析結果の統計的有意性，理解容易
性について議論した．

[13] 平成 15年 8月 12日に東京大学付属病院第一内科研究室において計画研究A02-11(大
澤）と東京大学第一内科における肝臓に関する専門医（藤江医師）の合同検討会を実
施し，内科医の立場からキーグラフの出力結果に対するコメント (主体データ)を得た．

[14] 平成 15年 8月 21,22,23日に米国ワシントンD.C.のOmni Shoreham Hotelにて計画
研究A02-07(鈴木）と千葉大学附属病院の専門医（高林医師）との合同検討会を実施
し，今後の展開を議論した．第 21回機械学習国際会議で情報収集を行うと共に研究
成果の一部を発表し，今後の研究計画に反映させた．

[15] 平成 15年 8月 25日に米国ワシントンで開催されたデータマイニングに関する国際会
議にて千葉大学医学部にて計画研究 A02-05（元田）と専門医（高林医師）の合同検
討会を実施し，結果を吟味し，共著の論文原稿について議論した．

[16] 平成 15年 8月 29日に大阪大学産業科学研究所にて計画研究A01-04（沼尾），計画研
究A02-05（元田），計画研究A03-10 （岡田）の合同検討会を実施した．新しい解析
対象データへの取り組み法と，すでに解析が進行中のデータに関する帰納論理プログ
ラミングによる解析結果に関して討議するとともに，今後の化学構造データ解析全般
の方策について議論した．

[17] 平成 15年 9月 7日に東京大学付属病院第一内科研究室にて，計画研究A02-11(大澤）
と東京大学第一内科の専門医（斎藤，藤江医師）との合同検討会を実施し，両医師の
コメントを主体データとしたキーグラフを参考として新しいキーグラフを出力し，検
討会中のコメントを主体データとするチャンス発見メソッドによってシナリオを精緻
化した．

[18] 平成 15年 9月 14日に韓国済州島において開催された成果報告会にて，全計画研究と
千葉大学附属病院の専門医（高林医師）の合同検討会を実施した．各計画研究から成
果の概要を報告し，それぞれに対しコメントを頂いた．
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[19] 平成 15年 10月 20日に大阪市立大学にて計画研究A01-03（北村）の発見ルールフィル
タリング手法の評価方法について大阪市立大学大学院医学研究科の専門医（朴医師）
と議論した．

[20] 平成 15年 11月 18日に星薬科大学にて計画研究A03-10（岡田）班内の関西学院大学
と豊橋技術科学大学の合同会議を開催し，新しいデータへの取り組み法について，意
見交換した．

[21] 平成 15年 12月 1日に奈良先端大学院大学にて，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，各グループの研究
現状を報告した後，マイニングによって発見されたルールとMedLineから得られた
情報を対応付けることにより，3グループの新たな連携シナリオについて議論した．

[22] 平成 15年 12月 8日に大阪市立大学にて計画研究A01-03（北村）の発見ルールフィル
タリング手法の評価結果について大阪市立大学大学院医学研究科の専門医（朴医師）
と議論した．

[23] 平成 15年 12月 13,14日に前橋工科大学にて計画研究A02-07(鈴木）と千葉大学附属
病院の専門医（横井医師）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．

[24] 平成 16年 1月 19日に奈良先端大学院大学にて，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，前回検討した 3グ
ループの連携シナリオをより詳細化した．

[25] 平成 16年 1月 27日に豊橋技術科学大学にて計画研究 A03-10（岡田）班内の関西学
院大学と豊橋技術科学大学の合同会議を開催した．リスクレポートの対象および様式
と，活性プロファイル知識ベースの提示法について意見交換した．

1.3 研究会の企画と成果の発表

平成 15年 9月 14,15,16日に韓國済州大學にて，第 133回情報処理学会知能と複雑系研究
会，第 62回人工知能学会知識ベースシステム研究会，電子情報通信学会人工知能と知識処
理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．平成 16年 3月 1,2,3日に第 64回人工知能学会知識ベースシステム
研究会，第 54回人工知能学会人工知能基礎論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，40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．
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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企画

本特定領域研究の成果を，昨年度の人工知能学会論文誌 (Vol.17)の「アクティブマイニン
グ特集」に掲載したが，その後の進展をNew Generation Computing ならびに電子情報通信
学会論文誌Dの「アクティブマイニング特集」にて報告することを企画した．

1.6 教科書の企画

昨年度，情報処理学会教科書委員会に提出し採択された，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（オーム社）を執筆中である．

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，平成 15年 10月 29～31日に前橋テルサにて
開催された第 14回知的システム方法論に関する国際会議にて，第 2回アクティブマイニン
グに関する国際ワークショップを併設開催し，本特定領域研究から成果を発表した．本ワー
クショップで発表した論文を選択し，Springer VerlagのLecture Noteとして出版する予定で
ある．来年度は第 18回人工知能学会全国大会にて第 3回アクティブマイニングに関する国
際ワークショップを併設開催する．また，シドニーで開催される第 8回環太平洋人工知能国
際会議に併設されるワークショップの一つに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開催する．

1.8 研究成果発表会と報告書の刊行

平成 15年 9月に開催された韓國済州大學での成果発表の内容を中心とする肝炎共通デー
タの解析結果を中間報告書にまとめ刊行した．今年度の成果報告会を兼ねた公開シンポジウ
ムは，平成 16年 3月 2,3日に九州大学国際研究交流プラザにて本特定領域研究の全研究者が
参加して開催した．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．公開シンポジウムの予稿集もかねて，平成 15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

領域全体で連携して本特定領域研究の目標を達成するため，具体的な問題として，医療と
化学薬品データのマイニングを取り上げてきた．とくに前者に関しては千葉大学医学部より
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提供される慢性肝炎のデータを共通医療データとして取り上げ，“科学発見のスパイラルモデ
ル”による相乗効果の実証を目指している．慢性B 型，C型肝炎がどのような経過をたどっ
て，肝硬変，肝臓癌に至るかについては定説がなく，肝炎の病理像（繊維化の程度）と血液
検査データとの間にある程度の相関があると推測されているが，明らかな知見には至ってい
ない．侵襲度が高く簡単にできる検査ではない肝生検に代わって，生検検査以外の血液デー
タから疾患の予後が予測できれば医学的にも大きな貢献になる．化学薬品に関しては，毎年
新しく開発される多数の薬品の生理活性に対する部分化学構造から，すでに市場に出まわっ
ている薬品に対し必要な警告を与える可能性を検討する．グラフ同型問題の困難性から化学
構造を直接マイニングする有効な手法は存在せず，いかに効率的にマイニングするかが大き
な課題となる．

研究組織は研究の評価と推進をはかる総括班の下に，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と領域専門家の協力を促進するため，総括班会議の他に，班会
議，計画研究代表者会議を定期的に開催し，各計画研究の進捗状況を全員が把握すると同時
に，問題点を徹底的に討議し解決策を全員で議論している．とくに，肝炎データ解析に関し
てはA03-10を除く全ての計画研究が参加しているので，これらの会議には肝炎データ提供
者の千葉大学医学部の専門医にも参加してもらい，結果を評価して頂いている．本特定領域
の研究開始以来，現在までに，総括班会議は 6回，計画研究代表者会議は 6回，班会議（複
数研究グループ間の合同会議を含む）を 38回実施している．
本特定領域では，多くの研究テーマが並行して推進されており，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．各計画研究の成果である要素技術を連
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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．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．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．

WWWWWW

A01-04

A01-02

A02-08

A02-05 Bao

A03-11MEDLINE

A01-03

A03-09

A03-10

A03-11

A02-05

A02-06

A02-07

A03-09

A03-10

A03-11

図 1: 本特定領域内の各研究計画の連携状況

研究開始後約 3年間を経過した現在，
各計画研究は，それぞれ順調に進展
している．1)アクティブ情報収集で
は，効率的な情報収集のためのメタ
情報源の自動学習，マイニング結果
に関連のある既存知識の高速探索，
前処理の半自動化，伝言ゲーム型の
情報収集・前処理結果の交換などが，
2)ユーザ指向アクティブマイニング
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，3)アクティブユーザリアクションでは，マイニングの対象となる元データやマイ
ニング結果の知識の視覚化，専門医が直接マイニングに関与できるインターフェイス，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，データからのシナリオ生成などが大き
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でいる．化学薬
品のデータマイニングについても，すでにドーパミン拮抗薬の類似構造検索で高血圧治療剤
が発見され，高血圧治療に伴う精神面への副作用の恐れを呈示できたが，さらに知識表現の
洗練および分類精度の向上に成功し，対象データ範囲を拡張して，目標とするリスク警告シ
ステムを稼働させる見通しを得た．

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，データマイニングの準備段階となる情報収集と，得られた情報をデー
タマイニングシステムに入力可能な形に加工するための前処理の支援を目標としている．併
せて，発見結果の後処理支援に役立つ情報の収集も目指している．情報収集を効率良く行う
ためには，メタ情報源，すなわち，情報についての情報源が有用であり，情報の所在および
コンテンツに関するメタ情報の収集方法を開発した．インターネットの普及により検索エン
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ジンが広く活用されているが，ネットワークの各所に分散し，動的に変化する情報を収集す
るには人手がかかる．収集のための理論を研究し，具体的な機構をインプリメントした．ま
た，人手を介した処理を容認する立場からは，口コミのような人的ネットワークにより情報
が広がる過程を解析し，活用することも重要となる．そのための支援システムを開発し，被
験者実験を行った．収集された情報はバラバラであり，形式の統一が必要である．現在のマ
イニングアルゴリズムは，深い関係を直接見つける能力までは持たず，発見の最後の一つの
ステップのみを自動化するものであり，人の介入によりある程度整えられたデータについて，
マイニングを行うことが必要である．以上の二つを処理する「前処理」作業は，人手による
職人芸の域にとどまっており，1) 前処理の支援および人手により行われてきた前処理のモデ
ル化，2) 関係マイニングアルゴリズムを改善した前処理の手間を軽減するマイニングアル
ゴリズムの開発，の両面から前処理にアプローチし，成果を得た．機械による発見結果が多
すぎることも，マイニングの問題点である．発見したルールから良いルールを選択するのに
多大な労力を要する．医学におけるMEDLINE データベースから既存知識を収集すること
により，発見ルールのフィルタリングを行うことも重要である．これについても，他班と協
力しながら，実験を行い，よい結果を得た．
以下，各研究課題に関して，平成 15年度の研究成果概要と平成 16年度の研究計画につい

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，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，適合フィードバックによる対話的
文書検索，キーワードマップによる文書クラスタリングなどを開発する．

平成 15年度の研究成果

1) サポートベクターマシンによる文書検索に適した文書表現の実験的評価

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．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，分類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，従来の適合フィードバックシステムのパフォーマンスを改善した．本年
度は，従来の文書表現である，ブーリアンモデル，ベクトル空間モデル（TF, TFIDF）
のいずれがサポートベクターマシンベースの文書検索に適しているかを，新聞記事デー
タベースによる情報検索実験により比較検討した．その結果，通常の適合フィードバッ
クでの結果とは異なり，ブーリアンモデルが有効であることが確認された．
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2) キーワードマップに基づくWebインタラクション

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，このような機能実現の要素技術と
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
を拡張し，さらに免疫記憶細胞モデルの導入による文書集合間の対応づけ手法を提案し
た．本年度は，人間のWebからの情報検索，収集処理を支援するために，検索，ブラウ
ジング，話題分析からなるモデルを提案し，特に話題分析のためのユーザインタフェー
スとして，キーワードマップによる話題分布の可視化システムを開発した．また，キー
ワードマップ上での適合フィードバックの方法論を提案した．

平成 16年度の研究目標

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ベースの適合フィードバックにおけるラベルなし文書集合の
利用，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）Web上の医療情報における情報ストリームの抽出と追跡に取り組み，全体
を総括する．

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，インターネット上の情報源を用いて，
データマイニングによって発見された知識が新規なものであるかどうかを判定する発見ルー
ルフィルタリングの研究を中心に行っている．また，その基盤となる手法として，頻繁かつ
非同期に情報が更新される分散インターネット情報源からの効率よい情報収集アルゴリズム
の開発について研究している．

平成 15年度の研究成果

1) MedLine情報検索に基づく発見ルールフィルタリング

インターネット情報収集技術のデータマイニング分野への応用の一つとして発見ルール
フィルタリングシステムを開発している．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，利用者にとっ
て旧知のもの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，インターネットから アクセス可能な情報源として生物医学文献データベースで
あるMedLineを利用している．今年度はミクロビューアプローチとマクロビューアプ
ローチの二つの手法を提案した．ミクロビューアプローチでは発見ルールに含まれる
キーワードを用いて，MedLine データベースを検索し，そのヒット数に応じてフィル
タリングを行おうとするものである．しかしながら，単純な文献検索はノイズが多い上
に，ヒット数はキーワード数に依存することが 多く，適切なフィルタリングを行うこと
はできなかった．マクロビューアプローチは発見ルールに含まれる全てのキーワード対
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で，文献検索を行い，その結果をクラスタリングする手法である．予備評価として，医
学専門家へのアンケート調査を行った結果，クラスタ数が少ないほど，そのルールが既
知である傾向が強いことが分かった．

2) 分散動的情報源のもとでの推論に関する基礎理論

分散動的情報源のもとで効果的に情報を収集するためには，効率のよい推論を行うこと
が不可欠である．本年度は，意思決定者の意思に関係なく情報源が変化するという状況
で推論を行うための基礎的な枠組みとしてポアソン SAT過程を提案し，理論的な解析
を行った．具体的には，情報源に相当する変数群が「でたらめに」変化している，すな
わち，それらの変数群がそれぞれ独立なポアソン過程に従って値が変化しているという
状況において，SATにおける節が壊れる確率（節の脆弱度）と壊れるまでの期待時間
（節の期待寿命）を求める公式を導出し，数値実験によりその正当性を確認した．さら
に，節の脆弱度と期待寿命を使って変化に強い解という概念を定義し，そのような解を
求める簡単なアルゴリズムを提案した．今後は，より効率的なアルゴリズムの開発を目
指すとともに，分散動的環境における情報収集の問題をポアソン SAT過程として定式
化する具体的な方法について検討する．

平成 16年度の研究目標

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．まず発見ルールに関連する文献検索の精度を向上させる必要がある．特に
ミクロビューアプローチではキーワード検索手法を用いたために，検索結果の精度は十分で
なかった．そこで，収集した文献を自然言語処理手法を用いることで，キーワードの近接関
係を解析し，その精度を向上させる手段を検討する．そのために計画研究A02-08（松本）と
の連携をさらに進める．来年度は本プロジェクトの最終年度であることから，具体的なデー
タマイニングシステムの出力を用いて，発見ルールフィルタリングシステムの性能評価を行
う．そのために，引き続き計画研究A02-06（山口）と研究協力関係にある大阪市立大学医学
部との連携を続行する．

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
力も不足している．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が必要とな
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，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．
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平成 15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および化学薬品データに対して，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，昨年まで構築してきた前処理支援システムと，実
用的な前処理システムである MUSASHI との連携を図った．さらに，計画生成 (プラニ
ング) の手法により前処理手順を自動的に立案する手法を提案し，システムを構築した．

2) 前処理データの表現言語

これまで情報収集および前処理のデータ形式として，テキスト形式とXML形式について
検討してきた．これらは広く普及しているが，前処理の内容にまで踏み込むには，XML

形式やテキスト形式の中にさらに高度な表現形式を組み込んでいく必要がある．その第
一歩として，前処理結果の論理式による表現を試みた．具体的には，本特定領域で取り
上げている肝炎データと化学薬品データを論理式で表現し，マイニングした．その結果，
肝炎データに関しては時系列データを適切に扱えることが示せた．化学薬品データにつ
いては関係マイニング手法を改善することにより，前処理に要する手間を減らせること
が確かめられた．また，論理式のような，高度な表現形式を扱う口コミ支援システムに
ついても，検討を行った．関係マイニングは高度な関係の発見のために用いられてきた
が，背景知識を組み込めることから，前処理を簡単化しやすいという利点もある．本計
画研究では，前処理を簡単化するマイニングアルゴリズムの開発という観点からも，研
究を続けていく．

3) 実例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重み付けを行うことにより，マイニングにおける人の関与を
減らすことができるとの考え方で，前処理を含んだマイニングプロセス全体について研
究している．その一環として，実例に重み付けすることにより，マイニング過程を制御
する実験を行った．帰納論理プログラミングの一種であるFOILシステムはシンプルで
強力なことでよく知られているが，トップダウン方式をとっているために，近視眼的な探
索を行いやすいという欠点がある．ところが，複数インスタンス学習 (multiple instance

learning)で用いられている評価関数に基づいて，例に重み付けを行うことにより，ボト
ムアップ手法よりもよい結果が得られることが示せた．具体的には計画研究A03-10(岡
田)と協力して，化学薬品データについて，実験を行ったところ，専門家の納得する結
果が短期間で得られた．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さらに進めた．
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平成 16年度の研究目標

本年度開発した前処理手順の自動生成機構は，ユーザの与える目標に依存して動作する．
ユーザの手間を減らすため，過去の履歴に基づいて，目標を補う手法を開発する．これには
昨年度までに行った履歴収集の実験が役立つと考えている．また，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
あるいは多様な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．本特定領域研究の共通データである肝炎データに対しては，Beam探索と枝刈り
機能を追加したグラフ構造データ用決定木構築手法DT-GBIの開発，不規則間隔時系列デー
タの抽象化，客観的指標の適用による興味深いルールの選択，スパイラル的例外性発見手法
の再評価，特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法の統合，スパイラル的多面的
マイニング，Medlineアブストラクトの文章構造解析などを実施し，有用な結果が確認でき
た．また，もう一方の共通データである化学構造データに対しては，3 次元グラフマイニン
グを適用するとともに，汎用構造データの検索手法を開発し，良好な結果が得られた．さら
に，これ以外にも，データ前処理プログラムの整備，ウェーブレット変換によるデータ抽象
化，名辞属性間の非類似度の提案，サポートベクターマシンを用いた蛋白質の構造解析，時
系列データからのマイニング手法の開発，リポジトリに基づく帰納アプリケーション構築支
援環境の開発，新しい属性選択法の提案と評価， 特異性指向Webログマイニングによるリ
ンク構造の自動更新，文書内の未知語の自動同定，文中の基本句の自動抽出および係り受け
解析の高性能化などを実施し，その有用性が確認できた．以下，各研究課題に関して，平成
15年度の研究成果概要と平成 16年度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 15年度の研究成果

1) データ前処理プログラムの整備

アクティブマイニングのサイクル（知識発見の螺旋モデル）に沿って慢性肝炎データを
解析するには，満足すべき結果が得られるまで，何度も前処理を繰り返さなければなら
ない．具体的には，生データをクリーニングした後，検査値の離散化における閾値，平
均処理を行う期間，検査値の変動（標準偏差で新たな属性として定義）を測る期間など
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のパラメータを解析の目的に応じて設定し，グラフデータに変換し，解析結果に対す
る専門家（医師）の評価に基づいてパラメータを変更する操作を何度も繰り返す必要が
ある．解析の度に個別にデータを準備するのでは全体の効率が悪化する．専門家からの
フィードバックに柔軟に対応できるように，データフォーマットを CSV形式に共通化
し，データ準備に必要な一連の前処理プログラムをフィルタの集合として整備し，デー
タ準備の効率化を図った．

2) グラフ構造データ用決定木構築手法DT-GBIの改良と肝炎データ解析への適用

パターン探索能力を改善し，構築した決定木の予測精度を向上させるために，前年度に
開発したグラフ構造データ用決定木構築手法DT-GBIにBeam探索と枝刈り機能を追加
し，肝炎データ解析に適用した．肝硬変患者の同定，肝炎タイプの同定，インターフェ
ロン効果の予測に適用し，構築した決定木の予測精度を交差検定により評価し，Beam

探索と枝刈り機能の効果を確認した．最適なビーム幅は各解析で異なったが，10回交
差検定での上記 3課題の予測エラー率はそれぞれ 12.50%, 20.31%, 18.75%となった．交
差検定の各 foldでは予測精度や決定木の構造にはばらつきが見られたものの，決定木の
上位ノードではほぼ共通するパターンが用いられており，それぞれ複数の検査データに
特徴的な相関パターンを抽出することができた．特に，専門家からのフィードバックに
基づいて新属性として追加した検査値の変動（標準偏差）を表す属性が抽出したパター
ンに含まれていることが多く，その有効性を確認した．また，インターフェロン効果の
予測結果を分割表に基づいて整理し，誤差の主要因は False Negativeであることを確認
した．

3) 3次元グラフマイニングの実適用　

前年度に開発した 3次元グラフマイニング手法を実際の化学構造データの解析に適用し，
3次元構造情報を入れた場合と入れない場合のマイニング性能を比較した．3次元構造
データとしては，厳密な原子座標データが存在するものが少ない，現実には分子振動な
どによって座標が微妙に変化するなどの観点から，描画に用いる基礎データとなる標準
的な近似座標を用いた．これから各原子間の距離行列を計算し，更に各距離を一定の精
度で離散化し，類似の頻出 3次元部分構造を 3次元グラフマイニング手法によって抽出
した．一方，3次元構造情報を入れない場合は，単に原子間の結合関係のみを隣接行列
で表し，頻出部分グラフ構造をグラフマイニング手法によって抽出した．その結果，3

次元構造情報を入れた場合には，原子間距離のレベルわけによって性能が大きく左右さ
れることがわかり，レベルわけを適切に行わないと 3次元構造情報を入れない場合より
もかえって性能が悪化する場合があることも分かった．

4) 汎用構造データの検索手法開発　

多様な構造データを検索する手法を開発し，系列データや 2次元画像データのような構
造を有するデータを効果的に検索する手法を，汎用構造データマイニングの基礎技術と
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して確立した．これは各データが一定範囲で変化したり相違を有しても、その特徴を保
存する不変性を有する数理変換を用いてデータ処理を行い、検索データを作成する方法
である．変換には高速フーリエ変換を用い，一定の幅の窓を移動させ，フーリエ係数を
要素とするベクトルの集合でデータを表現する．これによって類似したフォーマットで
書かれたデータファイルであれば，そのフォーマットの種類には依存せず，類似内容を
有するファイルを検索可能であることが明らかとなった．

5) 不規則間隔時系列データの抽象化による肝炎データ解析

複数の検査項目時系列データで表される肝炎患者の検査履歴データのマイニングにあた
り，時系列抽象化とデータマイニングアルゴリズムを組合せるフレームワークを提案し
てきた．本時系列抽象化では，肝炎時系列データの特徴が長期的に変化するデータと短
期的に変化するデータで違うことをデータから見いだし，それぞれに適した抽象化表現
および典型的な変化パターンを，短期的に変化するデータに対しては 8種，長期的に変
化するデータに対しては 22種見つけ，各時系列データをいずれかのパターンに分類す
るためのアルゴリズムを開発した．さらに本フレームワークでは時系列抽象化済みデー
タからマイニングによって獲得される膨大な量の規則から統計的有意性に基き，より信
頼性の高い規則を重点的に評価者に提示することとし，肝硬変患者の同定，肝炎タイプ
の同定，インターフェロン効果の予測用の規則を抽出した．

6) ウェーブレット変換によるデータ抽象化

不規則間隔時系列データの別の抽象化手法として，スケールが自動的に調整できるウェー
ブレット変換を提案し，性能を評価した．時系列データを表現する多くの方式のほとん
どでパラメタを事前に定義しておく必要があり，分類問題における分類精度が設定する
パラメタの影響を受けるように，パラメタの選択は利用者にとって大きな課題である．
本研究では，Wavelet変換のもつ多重スケールの性質により，自動的に時系列の特徴を
抽出し、高精度の分類を実現することを目標としており，時系列データを多重スケール
の時間周波数パネルとして表現し，エントロピーに基づき適切なスケールを決定した．
時系列の特性はこのスケール内の係数として定義する．開発した手法はユークリッド距
離により時系列を処理する他のアルゴリズムとの比較実験において同等以上の精度を
得た．

7) 名辞属性間の非類似度の提案

名辞属性は値同士の関係が直接定義できずデータ間の類似性の測定は困難なため，既存
の名辞属性の非類似度を測る手法の多くは，単に比較対象の 2つの値が同値かどうかを
検討し，値が異なればその 2つの類似度は０（非類似度としては 1）としている．本手
法では、同一の名辞属性における 2つの異なる値について他の属性との関係に基づき関
係付けることで非類似度指標とする．属性の確率分布を用い、2つの名辞属性値間の非
類似度をそれらの条件付確率分布間の非類似性の総計として，2つのデータ間の非類似
度をこの各属性値間の非類似度の総計として評価する尺度を提案した．
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8) サポートベクターマシンを用いた蛋白質の構造解析

医療薬品，農薬，抗原等の新しい分子構造の設計にとって非常に重要な蛋白質配列にお
けるターンのうちその 90%を占めるβターンについてサポートベクターマシン (SVM)

による予測手法および解析手法を開発した．βターン予測に関しては，蛋白質配列を 2

次元ベクトルで表現し，動径関数カーネルを用いるBTSVMを開発し，426の非相同蛋
白質配列データに対し 7回交差検定を行った結果，先行研究より優位な結果を得た．ま
たβターンの解析に関しては，βターンの形成を支援／妨害するアミノ酸の位置を線形
カーネルによる SVMを使った多変数分類モデルにより解析した．このモデルは先行す
る統計的諸手法と比較しより汎用的であり，その解析結果もより包括的で利用が容易な
ものとなっている．

9) 時系列データからのマイニング手法の開発

XMLベースのデータマイニングプラットフォームMUSASHIを開発し，オープンソー
スソフトウェアとして公開した．多くのボランティアに支えられるMUSASHI ユーザー
会が発足し，日本における普及体制が整いつつある．さらに特定のRDBやデータウェ
アハウスの導入を前提にしない，MUSASHI上で動くCRMシステムC-MUSASHI のプ
ロトタイプを開発し，スーパーやドラッグ，自動車業界など複数の企業への導入を推進
中である．C-MUSASHIは従来の CRMシステムに含まれる分析システムだけでなく，
決定木や相関規則などのデータマイニング技術を用いた解析システムも実装している．
また今年度は，ユーザーの価値観を反映した重要なデータ構造や特徴抽出の効率化を目
指し，MUSASHI上で意味コマンドを実装し実験した．データマイニングのビジネス応
用に関して「データマイニングと組織能力（2004年刊行予定）」の出版に着手した．

平成 16年度の研究目標

各課題に対して，基本的な手法が整備された．A02班の計画研究と連携を取りながら，DT-

GBI，D2MSを用いた肝炎データの解析を続行する．DT-GBIには領域知識を反映する手法
を組み込む．D2MSではウェーブレット変換による時間抽象化の手法を追加する．いずれも，
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．さらに，サポートベクターマシンの蛋白
質構造同定，隠れマルコモデルによる文書要約などの研究を並行して推進する．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支援す
る．ビジネス応用に関しては，化学物質や医療データに向けて開発されたグラフマイニング
技術を適用し，購買パターンの時系列分析へ応用する．本年度，いくつかの企業に採用され
ているビジネスアプリケーション（CRMシステム，マーケティング効果分析システム，プ
ライシングシステム）に関してその有効性を検証し，社会への還元を加速する．
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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．

平成 15年度の研究成果

1) マイニング：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

代表的なデータマイニングアルゴリズムを分析し，マイニングメソッドリポジトリを構
築し，所与のデータセットに対して適切なデータマイニングアルゴリズムを自動合成す
るメタ学習機構を開発してきたが，これを構成的メタ学習と呼ぶこととし，複数のデー
タマイニング手法を適切に選択する選択的メタ学習の代表的なアルゴリズムであるス
タッキングと精度を比較評価した．その結果，構成的メタ学習の精度の方が高いことが
判り，その有意性を示すことができた．

2) 前処理：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ため，昨年度は，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評価した．シーズ法の精度は概ねよかったが，データセット
によっては，シーズ属性群に精度を劣化させる属性が含まれるケースがあった．そこで，
因子分析により，因子負荷量最小値となる属性は固有性が高いことから精度劣化要因に
なると仮定して削除するという前処理を追加した．その結果，改良されたシーズ法が最
良の精度を示すことが確認された．

3) 後処理：ルールの興味深さ指標の評価

本研究領域の共通データである慢性肝炎データセットを分析し，離散値に基づくルー
ル発見を試みて，専門家である医師の評価を受けてきたが，今年度は，興味深いとされ
たルールをどの程度自動的に選択できるかという課題に取り組んだ．まず，調査した従
来の興味深さ指標を，一般的指標，確率に基づく指標，統計に基づく指標，情報量に基
づく指標に分類した後，代表的と思われる 15個の指標を選択し，今までに発見された
ルール群にそれら 15個の指標値を求め，同じルール群に対する医師の評価と比較した．
その結果，χ2指標値が十分機能すること，Specificity, Recall, J-Measure, K-Measure,

Credibility, Lift などの指標値は限定された状況下では機能すること，Prevalence はほ
とんど機能しないことが判明した．また，χ2とRecall の論理和関数を考えれば，今回
の実験の範囲では，その論理和関数が興味深いとは判断したルールはすべて医師によっ
ても興味深い，すなわち精度が 100%になることが判った．
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4) メソッドリポジトリとWebサービスの検討

「慢性肝炎データセットのデータ前処理，ルール発見，結果後処理」においては，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．そのような課題に向けて，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，Web サービス
を自動連係させるための基礎的考察も行った．

5) 領域オントロジー構築支援ツール

ユーザにとって重要・有用な知識を発見するには，マイニングだけでなく，モデリング
的な機能も必要になってくるものと予想している．そのため，ドメインモデルを構成す
る概念要素の仕様を与えるドメインオントロジーを構築するツールの開発を手がけ，計
算機可読型辞書から領域概念階層を構築する支援プロセス，テキストコーパスから共起
性に基づいて概念定義のテンプレートを生成するツールを試作し，ビジネスドメインに
おいてその有用性を確認した．

平成 16年度の研究目標

平成 16年度は最終年度であるため，今までに開発してきたシーズ法による属性選択機構，
リポジトリに基づく構成的メタ学習機構，興味深さ指標によるルール選択機構を統合し，そ
の統合システムを慢性肝炎データ分析に適用して，真に医師にとって興味ある知識の発見に
つなげてく．また，計画研究A01-03（北村）と計画研究A02-08（松本）の連携を進めてい
るが，連携されたアクティブマイニングプロセスを通して，医師が興味深い知識をどのよう
に発見できるのかついての知見をとりまとめる．

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．過去に提案した手法は，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 15年度の研究成果

1) スパイラル的例外性発見手法の再評価

昨年度までに，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，本特定領域研究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
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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
化による可視化手法と時系列属性を許容する決定木学習法などの手法群を提案した．今
年度は主に，医師らが特に興味を示した，プロトタイプライン可視化手法と時系列決定
木学習法を洗練し，これらによって慢性肝炎患者データから特定される例外患者および
全体的傾向に関する発見知識を検討・再評価した．プロトタイプラインに関しては，主
に表示法の改善に取り組み，線維化程度に関する問題とインターフェロン治療結果に関
する問題に適用した．一方，時系列決定木学習法に関しては，主に対象データ，結果評
価，および比較対象に関して取り組み，肝硬変患者と非肝硬変患者を分類する問題に適
用した．実験の結果，プロトタイプラインは要約手法，時系列決定木学習法は予測手法
として有効であり，両者とも例外性発見手法として有用であることが示せた．その他，
構造的データマイニング問題として汎用性が高い頻出問い合わせ発見問題に関して，有
効な手法を提案した．

2) 特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法の統合

計画研究分担者の鍾らが開発した特異ルール発見手法と，計画研究代表者の鈴木らが開
発したスパイラル的例外性発見手法の統合に取り組んだ．主な対象である慢性肝炎デー
タにおいて，医師らが通常的患者に関する傾向と例外的患者に関する症例に興味を持つ
ことを重視し，前者を素朴ベイズ，後者をインデキシングされた事例集合として表現し
た．これまで開発した種々の学習・発見システムは，核システムと柔結合し，例外的患
者を除外しながら通常的患者に関する傾向を洗練していく過程を，ユーザである専門家
とのやりとりを重視して実現する枠組を構築した．初期的な結果は良く，提案法は有望
であると認められる．

3) スパイラル的多面的マイニングによる肝炎データの分析

慢性肝炎患者に対し, インターフェロン投与による治療を行う場合には, “どのような病
状のときに投与すると肝炎が治るか”, “どのような検査項目を重点的に調べる必要があ
るか” といったことを知ることで, 患者の負担を軽減することができる. 1つ目は肝炎が
治るかを示す属性値分類学習, 2つ目は特に検査が必要となる属性を示す属性の値間の
オーダー関係を表している. しかし, これらはマイニングの目的が異なり, ひとつのマイ
ニング手法だけでは知ることができない. そこで, 我々は, 1) 分類ルール発見システム
GDT-RSにおいて, 肝炎の改善・悪化を表す検査値の変動に関する背景知識を用い, 事前
分布を調整することによって, よい分類ルールを発見する; 2) 患者の状態や、インター
フェロン投与による治療経過を調べる検査属性において, 各属性値のオーダー関係を利
用し, 重要な属性を調べる; 3) 各患者の例外性や特異性を考慮し, 目標知識を洗練するた
めに, 特異性指向マイニングを行う， のそれぞれの手法を用いることにより, 多視点多
面的に分析し, それぞれの知識発見の実験を行った. 結果に対して, 納得性と新規性など
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の側面から専門家の評価を受けており, 提案法の有用性を示した.

4) 特異性指向Webログマイニングによるリンク構造の自動更新

e-ビジネスや e-コマースを成功させるため, Webサイトの運営, 管理, 構築などの効率
化や個別化が必要になっている. そこで, 特異性指向マイニングをWebログに適用して
ルールを求め, Webマスターの意志に従い、リンク構造を自動更新させる手法を開発し
た. まず, データクリーニング, ユーザ識別, セッション識別, トランザクション識別と
いう 4つの前処理を行い, その結果から特異性指向マイニングを行うことによって, ペー
ジの参照時間の長いものは特異データとして選ばれ, 特異ルールが発見される. また, 得
られた特異ルールと相関ルールを比較することで, ユーザの興味深いページから興味深
いページへの移動を知ることができ, 自動更新の際に, より良いルールとして使用でき
ることが分かった. 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ウェブ
サービスにも有用であることを示した.

平成 16年度の研究目標

特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法の統合システムを最終評価するために，
国際的データマイニングコンテストの開催に積極的に参画する．データマイニングコンテス
トの候補としては，欧州で 1999 年から毎年開催されている Discovery Challenge 国際ワー
クショップを想定している．最終評価の結果，提案システムが国際的に認知され，有効性が
示されるように努める．多面的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，慢性肝炎データ，fMRI画像，脳波，人物動線 (軌跡)，ウェブサービスに関す
るログなど複数分野のデータマイニングの実験作業を進め，成果としてまとめる.

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，およ
び，論文概要の文書構造の研究を行った．前者の文解析については，未知語の同定と意味ク
ラス分類，英語の係り受け解析について高い解析精度を実現するシステムを実装した．後者
の文書構造解析については，MedLine abstractの論文概要を対象に，概要中の各文の役割を
「背景」「目的」「方法」「結果」「結論」などに分類し，自動的に役割同定を行う方法を提案
した．また，概要中の文の役割を利用者が指定することのできる論文概要検索システムを試
作した．

平成 15年度の研究成果

1) 文書内の未知語の自動同定

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，正確な言語解析の妨
げとなる．専門分野の文書では次々に新しい用語が出現するため，すべての用語を辞書
に登録することは現実的に不可能である．よって，前後の文脈や単語の綴りを手がかり
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として，未知語の出現箇所を同定する処理が重要である．本研究では，未知語の出現に
よって解析誤りが生じる場所を正確に同定するため，文の形態素解析結果の単語列を文
字単位に分解して，形態素結果から得られる種々の属性を各文字に付与し，文字単位で
チャンキングを行う Support Vector Machineを学習させる方法を提案した．文中の未
知語だけでなく，種々の固有表現の同定についても同じ手法が適用可能であることを示
し, 実験により，従来のどの手法よりも高精度の結果を得た．

2) 文中の基本句の自動抽出および係り受け解析の高性能化

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
高性能化にとって極めて重要である．特に名詞句と動詞句の間の係り受け関係は，文の
論理的意味を知る上で基本的な情報である．昨年度は，文内の基本句同定，および，単
語間の係り受け関係の解析を学習にもとづいて行う方法を提案した．これらの手法は，
高次元の多項式カーネルを用いた Support Vector Machineを用いることにより，従来
法を上回る解析精度を達成することができたが，実行速度が遅いという問題があり，大
規模な文書データに適用するには困難であった．本年度は，学習過程で得られたサポー
トベクターにデータマイニングの手法を適用し，それらに共通に現れる属性情報を抽出
し，選択された共起属性を単独の属性とみなすことによって線形カーネルの利用を可能
にし，実行速度を数十倍から数百倍に改善する方法を提案した．これにより，現実的な
大規模文書データに対して高性能の言語解析を適用する目処が立った．

3) 論文概要の文章構造解析

MedLineアブストラクトには，「背景」「目的」「手法」「結果」など，文書の構造を示す
ラベルが付けられている，いわゆる構造化アブストラクトと呼ばれる形式のものが一部
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と考えられ
る．利用者が積極的に，文の役割と具体的な単語を指定して論文検索を行うことも有用
である．本年度は，論文概要中の文の役割を大きく 5つに設定し，これら 5つのクラス
に文を分類する方法の提案と実験を行った．実験を通じて，このタスクに必要な属性情
報について検討した．さらに，自動分類された文の役割を利用して，論文概要の検索を
行うプロトタイプシステムを作成した．

平成 16年度の研究目標

本年度までに，Medline abstractの論文概要を対象として，未知語とその意味クラス推定，
基本句同定，単語間係り受け解析などの言語処理を行うための基本システムを作成すること
ができた．また，概要中の各文の役割同定をある程度の精度で行うことができた．今後は，
特定の単語やその類義語が，ある特定の役割を持つ文の中に出現するといった，細かい意図
の指定を行った概要検索システムを作成する．そのために，用語間の類似度の自動推定など
の部分タスクを解決していく予定である．さらに，論文に記述された種々の因果関係を自動
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抽出し，知識獲得を目的とした研究を行う予定．これまでに開発した係り受け解析システム
によって文の主語，主動詞，目的語などの主要素を高い精度で抽出することが可能になるた
め，因果関係を表すことが可能な動詞を主として対象にすることにより，規則の自動獲得の
可能性を探求する．特に肝炎の検査項目に関する言い回しをマイニングし，有用な言語表現
を得ることによって，精度の高い因果関係の自動抽出の実現を目指す．

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，本年度は昨
年度までの成果を踏まえて，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
れぞれの研究分担者が研究を進め，成果を上げた．計画研究A03-9（津本）では，医療の共
通データ (肝炎データ)について，臨床医に検査値の時系列変化およびその類型を提示するシ
ステムの開発にあたり，検査値の類型化にどのような手法が有効か，視覚化しつつ検討を加
えた．特に，本年度は，時系列の類似度計算と類型化の方法には，それぞれの手法の特性に
基づく一定の親和性があることを明確にした．計画研究A03-10（岡田）では，if-thenルー
ルが必ずしも化学薬品の専門家には解釈しやすいものではないことに着目し，ルールの可読
性を向上させるために，ルールから構造式の対応部分を視覚化するツールを開発し，ドーパ
ミンのアゴニスト，アンタゴニスト活性に関する特徴的な部分構造をルールから抽出した．
計画研究A03-11（大澤）では，肝炎データ解析をヒューマン・システム・インタラクション
の観点から追求し，臨床医どうしの議論を活発化させ，「臨床医による特異現象に関する知識
発見の場」を支援するツールを開発し，複数の臨床医の参加によるシステムの実験・評価を
行い，専門家から，慢性肝炎の進行度と肝硬変への移行に関して，新しい仮説を得た．以下，
各研究課題に関して，現在までの研究成果概要と平成 16年度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，解析への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．本年度は，ユーザによ
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る時系列データの多面的な解釈を支援するシステムの開発実装を行った．まず，時系列を対
象とした樹状図の表示システムおよび類型化結果の表示システムを構築し，様々な方法によ
り得られる類型化結果の可視化と比較の容易化を試みた．その上で，昨年度までに開発した
時系列の比較法および類型化法について他の手法との比較実験を行い，結果を解釈する上で
必要となる様々な性質を明らかにした．また一方で，類型化結果の検証を通じて，過度に短
期または不均質な時系列が数多く存在することが明らかとなったため，それらへの対策とし
て，検査間隔の分散に着目した不均質系列の判別法を開発した．さらに，同方法により不要
な系列を除去したデータを用いて血小板数と肝炎進行度の関係解析を実施し，マイニング結
果のスパイラル的活用を試みた．

平成 15年度の研究成果

1) 　時系列を対象とした樹状図生成システムとクラスタの可視化システムの開発，時系
列類型化法の性質の検証

昨年度までに開発した多重スケールマッチングとラフクラスタリングによる系列の比較
分類法に加え，DTW(Dynamic Time Warping)，AHC(Agglomerative Hierarchical Clus-

tering)などの異なる比較法，類型化法を用いて時系列を類型化し，その結果を視覚的
に提示する時系列データからの樹状図生成システムおよび類型化結果表示システムを
構築した．また，同システムを用いて，種々の類型化法の性質について共通データ上
で比較実験を行った．全ての属性における比較には至っていないが，1) CL(Complete

Linkage)-AHCと AL(Average Linkage)-AHC は明らかに異なる樹状図を与え，階層構
造把握の容易さと類型化結果の解釈の容易さにおいて，CL-AHCはAL-AHC より優れ
ていること，2) DTW とCL-AHC の組み合わせが解釈の容易な結果を安定して生成し
得ること，3) DTW とRC(Rough Clustering)の組み合わせでは各クラスタの代表的な
系列が得られること，4) 多重スケールマッチングは非対応系列の取り扱いが問題となり
AHCとの組み合わせでは良い結果が得られなかったが，RCを類型化法として用いた場
合には問題が回避できること，など，時系列の類型化結果を解釈する上で考慮に入れる
べき様々な性質が明らかとなった．

2) 　短期・不均質系列の判定法の開発と有効データによる血小板数の再解析

類型化を通じて明らかとなった短期系列および不均質系列の問題に対応するため，デー
タの収集期間，収集間隔，収集回数からなる不要系列の判定法を提案した．同方法を適
用して不要なデータを除外した後，血小板数が正常下限値以下に至るまでの期間と肝炎
進行度の関係について再解析した．その結果，肝生検時における血小板数の平均値は F4

< F3 < F2 < F1であるが，正常下限に至るまでの期間では F2と F3の間に順序の逆転
が見られたこと，全てのステージにおいて，C型 IFN非投与例で IFN投与例よりも長
い期間を要したこと，など，興味深い知見が新たに得られた。
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平成 16年度の研究目標

本年度はマイニング結果のスパイラル的活用が有効に機能したと考える。医療データに
おける短期，不均質なデータの存在は，類型化を通じてより説得力をもつ形でユーザに提示
され，後半の前処理法の開発へとつながった．さらに，不要なデータを削除して解析を行う
ことで，血小板の例に見られる一層踏み込んだ解析が可能となった．来年度は，本年度まで
に開発実装した各方法，システムを統合し，ユーザからのフィードバックを以後のデータ収
集、解析の指針として積極的に取り込み、解析結果のスパイラル的活用を促進するアクティ
ブユーザリアクションシステムへと発展させていく．並行して他のデータへの適用と有効性
の検証を進めるとともに，最終年度として研究のまとめを行う．

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．初年
度の要素技術の開発，昨年度のMDDRデータベース所載のドーパミンアンタゴニスト活性
化合物群を対象とする有効性の確認に引き続き，本年度は知識抽出の能率向上およびクラス
分類精度向上のための研究を遂行した．また，対象データもドーパミンのアゴニスト活性化
合物群へ拡張して解析を行った．なお，このデータはA02-05班とA01-04版にも共通データ
として提供した．

平成 15年度の研究成果

1) 分子構造マイニングのための属性生成と応用

新たにドーパミンアゴニスト活性を有する化合物群 392種（D1, D2, Dauto）を準備し，
既存のアンタゴニスト活性化合物群 1353種（D1-D4）と併せて，それぞれの活性に特徴
的な構造の抽出を試みた．これまでの方法ではルールの解釈が必ずしも容易でないため，
ルールを支持する構造式群の視察に頼る部分が多い．そこで，ルールの可読性向上のた
めに，1) 水素結合フラグメントの生成，2) カルボニル基（CO）を単一の原子として出
力，3) 芳香環中原子の小文字表記，4) フラグメントとして採用する最低官能基数の指
定，5) フラグメント両端のみに元素を表記，等の機能をソフトウェアに付加した．利用
者による属性選択機能と組み合わせて使用することにより，ルールの可読性を大幅に向
上させることができた．この結果，ドーパミンのすべてのアゴニスト活性とD1, D4ア
ンタゴニスト活性については，ルールのみから特徴的な部分構造を判断できた．また，
発見された部分構造は，これまでのものと比較しても，より専門家に納得できるもので
あった．なお，D2とD3のアンタゴニスト活性についても，発見のプロセスが効率的な
ものとなった．得られた知見は専門家にも知られていない情報が含まれており，合理的
で実用性も高いとの良い評価を得ることができた．

2) リスクレポートのための活性クラス分類
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活性クラス識別にもとづく薬物のリスク推定/リスクレポートの観点から，より精度の
高い分類・予測モデルの獲得を目的とし，構造情報の TFS表現を入力パターンとした
サポートベクターマシン (SVM)の応用の可能性について検討するとともに，その分類・
予測性能をANNのそれと比較検討した．前年度研究で用いたドーパミンアンタゴニス
ト 1,364種を対象に，その 90%を訓練集合，10%を予測集合とする 10回交差検定を用い
て実験を行った．その結果， SVMはANNに比べて 4つの異なる受容体（D1-D4）全て
の活性クラスでより精度の高い学習・予測モデルが得られることを明らかにした．また，
構造特徴解析のための TFSピーク同定システムについても合わせて開発を行い，個々
のピークに対応する部分構造フラグメントの同定が可能となった．　一方、類似の活性
を持つ一群の化合物に対し、共通して現れる 3次元部分構造（フラグメント）を網羅的
に探索するシステムを開発し、ドーパミンアゴニスト活性を有する化合物群の特徴フラ
グメントを抽出することができた．

平成 16年度の研究目標

上記の成果をもとに，研究最終年度は，MDDR中での収載件数の多い活性群を中心に薬
物活性クラス 10種類程度を選抜し，実用レベルの「リスク分子発見」が可能であることを
実証する．具体的には，以下の項目について研究を遂行する．1) 属性間の相関に基づく自
動的な属性選択機構の導入，2) 各活性毎の特徴的部分構造の発見とWebによる公開，3) 大
量のノイズデータが活性クラス識別に与える影響の検討，4) リスク推定/リスクレポートに
適した多様なデータを対象とする識別モデルの開発，5) 3次元構造特徴解析を含めたリスク
解析のシステム化．また製薬会社等へのソフトウェア提供も含めて，産業界における活用も
計っていく．

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可能で，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．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して来た．と
くに医学においては，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．1)ではデータマイニングの新しい手法によって精度の高い知識学習を
実現してきた．2)では知識創造の初期において重要となり，重要な事象への主観的な「気付
き」を引き金として肝炎の症状進行および治癒のシナリオを立てるアプローチを構築してい
る．人と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可視化・
コミュニケーション支援手法は 1)，2)を橋渡しする重要な方法となっている．
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平成 15年度の研究成果

1) 昨年度までの進捗からの研究方向策定

昨年度までに以下を実施した．1) 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た．因子スコアの視覚的表現を試み，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発見し実例によって検証した．2) 本特定領域の共有デー
タに近い肝機能検査データから因果モデルの構築を試みた．そこでは、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し，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, 3) 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，精緻な学習システムと人間のインタ
ラクションを行うアクティブマイニングの効果を確認した．相互相関分析，ニューラル
ネット，ならびにMDL規準を適用した新しい学習分類子システムを採用し, 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．以上の成果は，肝炎患者の
症状進行・治癒という時系列性のある対象に対し，有用な知見・動機付となり，本年度
は，精度の高い学習機械と，その出力から人間が新たな意思決定のヒントを得ることを
支援する可視化技術によって，重要な例外事象を含む時系列の中からも低頻度事象の重
要性を見逃さない発見手法に発展させることができた．それは人と環境を含む系として
のアクティブマイニングシステムの構築を意味し，昨年度までビジネス分野に限定して
導入してきたチャンス発見手法を，医学にも適用できるようにした．

2) チャンス発見プロセスにおけるヒューマンファクターの研究

チャンスを発見するモデルとして，従来から提案していた二重らせんモデル (Double

Helix Process Model)を、医療分野に適用した．ここでもデータマイニングの結果を可
視化し，ユーザとのインタラクションを円滑にする工夫を活かすことができた．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. チャンス発見の場では，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．医療データか
ら重要な特異事象を見出してその後の行動を策定することは、チャンス発見における新
しい応用課題である．別の言い方をすれば，ある特異的な事象に直面したときに新しい
行動のシナリオがとっさに意思決定者の頭の中で組み上る「シナリオ創発」の支援とも
言える．この目的のために本年度に行った研究の一つは、当該データのドメインの専門
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家を複数招いた議論の中から，医療において有益といえるシナリオが湧き起こるように
する手法の確立である．この議論においては参加者が，キーグラフにおける個々の事象
間にシナリオの方向に対応する矢印を付した「シナリオ地図」を共有する．地図上に線
を描くようなシナリオの提案によって注目すべきシナリオとシナリオの分岐点に「医療
のチャンス」を見出す．このプロセスは，視点を異にする複数の専門家がシナリオ生成
の場を共有し，互いの関心を投げては受け止め合うことによって深い関心の共有に到達
するプロセスとなる．本年度はこのプロセスの実現を徹底して目指してきた．同じ病気
を異なる視点から考える外科医と内科医という専門家が，チャンス発見技術の研究開発
者とともに，信頼できる人間関係を元にコミュニケーションを行うことによって関心の
キャッチボールが円滑に実現できることを見出した．これはデータマイニング技術では
なく，それが役立つための前提となるコミュニケーション環境を達成したものである．

3) 新ツールを導入したチャンス発見プロセスとその成果

「シナリオ地図」の提示および加工のためのキットとして，昨年度までに構築した最新
型のKeyGraphに加えていくつかのツールを開発した．データからユーザの関心に該当
する部分を抽出する TextDropを開発し，KeyGraphの機能を統合した．さらに，ユー
ザの関心を二重螺旋プロセスにおける次のサイクルでの解析に常時反映させ続けるイン
タフェース機能を包含する Polaris(広大な星空から航路決定に欠かせない北極星を見出
すというコンセプト)統合システムを構築し，さまざまなチャンス発見の現場に適用し
た．Polarisの新しい特徴は，1) KeyGraphなどの視覚的データマイニング結果表示，2)

1)の出力画面でのクリックあるいは発見主体であるユーザがアイデアをテキストとして
入力することによって，ユーザの関心をその後の発見プロセスに平易に反映させる能力
からなる．ツール開発そのものよりも，Polarisによって支援される我々と現場職務者が
スムーズに会議中に議論を盛り上げ，関心の発散と収束を経てシナリオの合意に致るこ
とができるようになったことが最大の成果である．高速でロバストな発見プロセスを実
現できた．その結果として医学研究としても新規性と妥当性が共に高い知見が得られた．
例えば鉄代謝がB型肝炎における肝硬変からの回復，C型肝炎におけるインターフェロ
ンの効果を決定づける上で特に重要性が高く，鉄代謝を支えるタンパク質が肝炎治療に
有益であるとの予想を示す結果を得た．実際，遺伝的な鉄過剰においては鉄除去あるい
は鉄代謝タンパク質 (トランスフェリン等)が肝炎あるいは肝硬変の症状を和らげる効果
は医学においても見出されており，非遺伝的な鉄蓄積においても鉄を運ぶヘモグロビン
の代謝を司るタンパク質であるハプトグロビンが飽和する．これらはいずれも，今回の
発見を支持する先端的な医学の知見である．

4) 高精度のGBIアルゴリズム開発

グラフに基づくインダクション (Graph Based Induction: GBI)を改良した．GBI は主
従関係や時系列における前後関係といった構造をグラフ構造として学習する手法として
提案され実用化されてきた．計画研究A02-05（元田）ではGBIを発展させたDT-GBI
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を肝炎データ解析に使用している．GBIには，人間にとって理解したい対象の構造を学
習し表現するというメリットがあり，手法としての基盤性とニーズの高さの両面を備え
ている．本計画研究では，GBIの問題点としてグラフ構造を縮退させることによる学習
精度の低下を，Stepwise Entropy Analysis(SEA) という手法によって効率的に抑える手
法を提案した．GBIでは対象のグラフ構造を局所的に縮退させる手順を反復させるため，
全体構造の急峻な単純化による精度低下が起きていた．これに対し SEAでは，特徴的
な部分構造を縮退させずに属性値表の形式で残してゆくものである．これまでに単純な
問題について SEAの精度を検証している．また、SEAを用いた新たなGBIによって相
関ルールと分類ルールの双方が同時に得られるなど実用的な効果も得ている．

5) 情報クリッピング：文書エビデンスのインタフェース

医療分野においては，安易に実験を実施することが人道的に許されないため，実験が必
要な検証が難しい．一つのアプローチは，Webなどで掲載される最先端の医学論文や医
療技術についてのWebページなどから，開発した発見手法によって得られた知識に対
応するものを見出すことである．それは知識として新しいが故に未解明な点があること
も認めながらも，信頼できる内容を記載したものでなければならない．これら両方の条
件は同時に満たしにくいトレードオフの関係にある．このハードルを越えるための有益
なツールとして「情報クリッピング」のシステムを構築した．情報クリッピングでは，
多数の文書からユーザの興味にあうものを選んで，それらの概要をリストとして表示す
る．これらの文書を内容によってクラスタに分け，各文書の概要をそれを特徴づける二
つのキーワードと共に表示する．これらのキーワードは従来のTFIDFや高頻度で選ぶ
のではなく，KeyGraphによってそれぞれの文書の特徴的な主張を表現するものを選ぶ．
ユーザはこうして得られたキーワードについて文書をソートしたり，内容を読みながら
自分の関心に合う特徴的な文書に接近してゆくことが可能となる．これはチャンス発見
の二重螺旋プロセスの中でも自然に利用することができ，最終年度に向けて本研究の必
須ツールとなる．

平成 16年度の研究目標

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を支援
方法を確立するための研究を進めていく．シナリオを作成する手法として，シナリオ地図に
該当する視覚的な環境構造を会議の場に導入することは新しい手法である．SEAを用いた改
良GBI，情報クリッピング，Polaris など独自のツールを，専門家の様々な視点を共通の発見
プロセスの中で統合するために連動させ，これまでに重要さを発見できなかったような事象
からも信頼できる意思決定を生み出すニーズに応えることを最終年度の目標とする．

3 成果リスト
平成 15年度成果リストを示す．
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3.1 招待講演

[1] Y. Takama: Towards Intelligent Web Interaction, 2003 International Symposium on
Advanced Intelligent Systems (ISIS2003), pp. 134-137 (2003).

[2] 村田剛志: Web構造マイニングとWebコミュニティ発見, 第 65回情報処理学会全国大
会招待講演 (2003).

[3] T. Murata: Web Structure Mining and Web Community Discovery, The first Interna-
tional Workshop on Ubiquitous Knowledge Network Environment (21COE Program
in Information, Electrics, and Electronics at Hokkaido University), invited talk (2003).

[4] 北村泰彦 (パネル討論モデレータ)：Towards Agents United，第 2回合同エージェント
ワークショップ&シンポジウム，(2003).

[5] 沼尾正行: 感性抽出機構をベースにした適応インタフェース, 情報処理学会東海支部主
催講演会 (2003)．

[6] 市瀬 龍太郎: Webデータの知的統合, 電子情報通信学会総合大会チュートリアル講演
(accepted for publication).

[7] 元田　浩: アクティブマイニング －知識発見の螺旋モデル－, 第 19回ファジーシステ
ムシンポジウム論文集，特別講演，pp. 39-45 (2003).

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

[9] 金　智隆，鷲尾　隆，北風政史: 診療情報の活用におけるデータマイニング手法，第
18回ＡＩシンポジウム，人工知能学会研究会資料，SIG-J-A301, pp. 23-30 (2003).

[10] 羽室　行信，矢田　勝俊，加藤　直樹，鷲尾　隆，元田　浩: オープンソース知識発見シ
ステム：MUSASHI，第 18回AIシンポジウム，人工知能学会研究会資料，SIG-J-A301,
pp. 73-80 (2003).

[11] 鷲尾　隆，金　智隆，北風政史: データマイニングとその Biomedical Engineeringへ
の適用日本エム・イー学会誌，生体工学, Vol.41, Supp1.1, 2003,第 41巻特別号，第 42
回日本エム・イー学会大会，プログラム・論文集, S4-1, pp. 32 (2003).

[12] 金　智隆，磯村　正，鷲尾　隆，北風政史: 医療情報に対する新しいデーや解析手法
の適用日本エム・イー学会誌，生体工学, Vol.41, Supp1.1, 2003,第 41巻特別号，第 42
回日本エム・イー学会大会，プログラム・論文集, S4-4, pp. 35 (2003).

[13] 鷲尾　隆: データマイニング研究の動向とパターン認識適用への課題,電子情報通信学会
技術研究報告PRMU2003-75～94，ISSN0913-5685,信学技法報 Vol.103, No.295,pp. 115-
120 (2003).

[14] T.B. Ho: Some Issues in Data Mining Research, National Conference on Fundamental
and Applied Information Technology Research, Hanoi, Vietnam, 4-5 October (2003).

[15] 矢田勝俊, 平山裕樹: データマイニングプロジェクトのマネジメント, 人工知能学会第
18回AIシンポジウム:人工知能学会研究会資料 SIG-J-A301, pp. 15-21 (2003).

[16] 山口高平：Semantic Webと Software Engineeringとの接点，第 4回次世代WEB委員
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会 (2003).

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

[18] 山口高平，横井俊夫，内田裕士，武田英明：セマンティックWEBの次に来るもの，情
報 処理学会第 65回全国大会，特別トラック (3)セマンティックWebとWeb サービス，
(2003).

[19] T.Yamaguchi: Semantic Web and Business Computing, Second Cyber Assist Interna-
tional Symposium, Information Environment in Ubiquitous Era -, (2003).

[20] 山口高平：ビジネスプロセスとビジネスインテリジェンス，人工知能学会第 18回AI
シンポジウム，SIG-J-A301, pp. 41-48 (2003).

[21] 阿部秀尚：オープンソースデータマイニングツール WEKA，人工知能学会第 18回AI
シンポジウム，SIG-J-A301, pp. 81-88 (2003).

[22] 山口高平：オントロジー自動生成ツールの現状と動向，第2回けいはんなWeb Semantics
研究会，(2003).

[23] 山口高平：セマンティックウェブに関する話題，日本ソフトウェア科学会，第 10回ソ
フトウェア工学の基礎ワークショップ (FOSE’03)，(2003).

[24] N. Zhong: Building a Data Mining Grid for Multiple Human Brain Data Analysis,
Keynote Talk at the ACM International Workshop on Grid Computing and e-Science,
San Francisco, USA (2003).

[25] N. Zhong: Towards Web Intelligence, Keynote Talk at Atlantic Web Intelligence Con-
ference (AWIC’03), Madrid, Spain (2003).

[26] 松本裕治: Learning from Linguistic Data, invited talk at The 2nd International Con-
ference on Speech, Writing and Context, Kansai Gaidai University, Japan, (2003).

[27] 松本裕治: Machine Learning Approaches to Natural Language Processing, invited
talk at The 7th Joint Symposium on Computation Linguistics, Harbin Institute of
Technology, China, (2003).

[28] 松本裕治: 文法の語彙化と自然言語処理, 招待論文, 日本語文法, 3巻, 2号, 特集:文法
研究の可能性–関連領域から見る文法研究, pp. 44-57, (2003).

[29] S. Tsumoto: Extracting Structure of Medical Diagnosis: A Rough Set Approach,
Ninth International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular
Computing (RSFDGrC-2003), Keynote Speech, Chongqing (2003).

[30] 岡田 孝: ドーパミン受容体リガンドの構造的特徴について, 近畿化学協会コンピュー
ター化学部会講演会，大阪 (2003).

[31] 岡田孝: ドーパミン受容体リガンドの構造的特徴について, 第 1回スポットファイアー
日本ユーザー会講演会，豊橋 (2003).

[32] T. Okada and M. Yamakawa: DataMining Unveils Structural Characteristics of Lig-
ands for Dopamine Receptor Proteins, The 10th Asian Chemical Congress, Keynote
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Lecture, Hanoi (2003).

[33] S. Fujishima and Y. Takahashi: Classification of Pharmacological Activity Using
TFS/ANN, The 3rd Indo-US Workshop on Mathematical Chemistry, Invited Talk,
p. 18, Duluth (2003).

[34] S. Fujishima and Y. Takahashi: Discrimination and Prediction of Pharmacological
Activity of Chemicals Based on TFS, The 10th Asian Chemical Congress, Keynote
Lecture, Hanoi (2003).

[35] 大澤幸生: 平成１５年度OSPG情報活用研究部会・基調講演「チャンス発見」(2003).

[36] 大澤幸生: チャンス発見のための情報技術セミナー (CDC=チャンス発見コンソーシア
ム) 講演「チャンス発見： 創始、達成、そして挑戦」 (2003).

[37] 大澤幸生: 第一回シナリオ創発ワークショップ (博報堂・CDC協賛)・講演「シナリオ
創発の構想」(2003).

[38] 大澤幸生: 日本規格協会：チャンス＆リスクマネジメントセミナー講演「チャンス発
見の技法」(2003).

3.2 公開ソフトウェア

[1] グラフマイニングシステムGBI (Graph-based Induction): http://www.ar.sanken.osaka-
u.ac.jp/activemining/plan5.html

[2] グラフマイニングシステム DT-GBI (Decision Tree Graph-based Induction):
http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/activemining/plan5.html

[3] グラフマイニングシステム AGM (Apriori-based Graph Mining):
メールにてwashio@ar.sanken.osaka-u.ac.jpへの依頼を受け，商用目的に使わないこと
を確認の上，実行形式プログラムのみ配布．

[4] データマイニングシステム D2MS (Data Mining with Model Selection):
http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ho/Projects.htm

[5] データマイニングシステム MUSASHI: http://musashi.sourceforge.jp/

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

[7] 固有表現/未知語抽出ツール bar:
http://chasen.aist-nara.ac.jp/ masayu-a/p/bar/

4 受賞
[1] ジアムサクン　ワロドム，松田　喬，吉田　哲也，元田　浩，鷲尾　隆: 　　　Decision

Tree - Graph-Based Inductionの探索能力改善，2003年度人工知能学会全国大会優秀
賞 (2003).

[2] 矢田勝俊,羽室行信,加藤直樹,鷲尾隆,元田浩: データマイニングシステム：MUSASHI,
2003年度人工知能学会研究会優秀賞 (2003).
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[3] K. Yada, D. Fujisjima, I. Fusamoto and T. Ikeda: Customer Attrition Analysis in
Supermarket, The Best Paper Award at the IBER Conference 2003 in Las Vegas
(2003).

[4] 畑澤寛光，佐藤芳紀，山口高平: シーケンシャルパターン分析に基づくルール発見支
援システム- 慢性肝炎データセットを対象にして-，人工知能学会 2002年度研究会優秀
賞 (2003).

[5] 杉浦直樹，和泉憲明，山口高平：セマンティックウェブを考慮したドメインオントロ
ジー構築支援環境，情報学ワークショップ (WiNF 2003) 優秀論文賞 (2003).

[6] 大崎 美穂: 「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 ─」平成 15年度 情報処理学会 山下記念研究賞、(2003).

[7] 山田悠，鈴木英之進，横井英人，高林克日己：時系列決定木による分類学習，第 17回
人工知能学会全国大会論文集，1F5-06 (2003)，第 17回人工知能学会全国大会優秀賞
受賞 (2003)．

[8] 鈴木 英之進：一般性と正確性に基づくルール発見の最悪解析，人工知能学会論文誌，
Vol. 17，No. 5，pp. 630-637 (2002)，2002年度人工知能学会論文賞受賞 (2003)．

[9] 乾 孝司, 乾 健太郎, 松本 裕治: テキストから獲得可能な因果関係知識の類別およびそ
の自動獲得の試み (接続助詞「ため」を含む文を中心に)，言語処理学会 第９回年次大
会優秀発表賞 (2003).

[10] 浅原 正幸: 「日本語固有表現抽出における冗長的な形態素解析の利用」平成 15年度
情報処理学会 山下記念研究賞 (2003).

[11] 大澤幸生: 人工知能学会全国大会ベストプレゼンテージョン賞「電子掲示版からのチャ
ンス発見」(松村真宏・石塚満 共著) (2003).

5 報道
[1] 「MUSASHIでらくらくデータマイニング」(ソフトウェアデザイン, No. 156, pp. 83-91,

2003年 10月号)

[2] 「データマイニングで実経済を鍛えられていく学生たち」(アサヒパソコン, No.344,
p74, 2003年 10・15号)

[3] 「オープンソースのデータ・マイニング・ツールMUSASHIのユーザー会が発足」(日
経システム構築, 2003年 9月 29日)

[4] 「オピニオンリーダーの持論を知る鈴木英之進助教授」 (PC-Webzine，No.138，p.84，
2003年 8月号)

[5] Y. Ohsawa: “Chance Discovery of social networks” Smart Mobs (2003.4.7)
(http://www.smartmobs.com/archives/000882.html)

[6] 大澤幸生: 「人工知能でチャンス発見」週刊AERA (2003.4.1)

[7] Y. Ohsawa: A Reference in E-mail Reveals Real Leaders, Nature Online (2003.3.20)
(www.smartmobs.com/archives/000882.html)
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[8] 寺野隆雄: 日本工業新聞（2003/1/23；2003/1/24）「光る研究室」

6 分担者によるワークショップ
[1] 北村 泰彦：第 2回合同エージェントワークショップ＆シンポジウム (2003年 10月).

[2] 沼尾正行、栗原　聡：特集「アクティブマイニング」および一般, 情報処理学会第 133
回知能と複雑系，電子情報通信学会人工知能と知識処理，人工知能学会知識ベース合
同研究会, 韓国済州島 (2003年 9月).

[3] H. Motoda, M. Numao, T. Yamaguchi, and S. Tsumoto: Second International Work-
shop on Active Mining (AM-2003), Maebashi TERRSA, Maebashi City, Japan, Octo-
ber 28 (2003).

[4] L. De Raedt and T. Washio: First International Workshop on Mining Graphs, Trees
and Sequences (MGTS-2003), Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 23 (2003).

[5] N. Zhong, Z. W. Ras, S. Tsumoto and E. Suzuki (eds.): Foundations of Intelligent
Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2871 (ISMIS), Springer-Verlag (2003).

[6] The Third International Workshop on Chance Discovery, HCI2003 (2003).

[7] 大澤幸生: チャンス発見のための情報技術セミナー,チャンス発見コンソーシアム, April
21 (2003).

[8] 大澤幸生: チャンス発見のための情報技術セミナー in関西, チャンス発見コンソーシ
アム, June 9 (2003).

[9] 大澤幸生: 第 1回シナリオ創発ワークショップ, チャンス発見コンソーシアム, July 29
(2003).

[10] 大澤幸生: チャンス発見の情報技術　秋の特別授業, Oct. 27 (2003), チャンス発見コ
ンソーシアム, Oct. 27 (2003).

[11] 大澤幸生: チャンス発見の情報技術発刊記念セミナー, チャンス発見コンソーシアム,
Dec. 1 (2003).

7 ジャーナル論文
[1] 岡部正幸，山田誠二：フィルタリングルールの逐次的学習による対話的Webページ検
索，システム制御情報学会論文誌，Vol.16, No.11, pp.574-582 (2003).

[2] Z. Stejic, Y. Takama, and K. Hirota: Weighted local similarity pattern as image
similarity model incorporated in GA-based relevance feedback mechanism, Intelligent
Data Analysis, Vol. 7, No. 5, pp. 443-467 (2003).

[3] Z. Stejic, Y. Takama, and K. Hirota: Genetic algorithms for a family of image simi-
larity models incorporated in the relevance feedback mechanism, Applied Soft Com-
puting, Vol. 2, No. 4, pp. 306-327 (2003).

[4] Z. Stejic, Y. Takama, and K. Hirota: Relevance Feedback-Based Image Retrieval Inter-
face Incorporating Region and Feature Saliency Patterns as Visualizable Image Simi-
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larity Criteria, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 50, No. 5, pp. 839-852
(2003).

[5] T. Murata: Visualizing the Structure of Web Communities Based on Data Acquired
from a Search Engine, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 50, No.5,
pp. 860-866 (2003).

[6] 阪本俊樹，北村泰彦，辰巳昭治：競争型情報推薦システムとその合理的推薦手法，電
子情報通信学会論文誌D-I, Vol.J86-D-I, No.8, pp. 608-617 (2003).

[7] 濱崎雅弘，武田英明，大向一輝，市瀬龍太郎: 学術会議における共有型スケジューリン
グ支援システムの開発と運用，日本データベース学会Letters (accepted for publication).

[8] 市瀬 龍太郎，ダニエル シャピロ，パット ラングリー: 行動履歴からの構造的プログ
ラムの学習法，電子情報通信学会論文誌D-1 (accepted for publication).

[9] A. Inokuchi, T. Washio and H. Motoda: Complete Mining of Frequent Patterns from
Graphs: Mining Graph Data, Machine Learning, Vol.50, pp. 321-354 (2003).

[10] 西村芳男，鷲尾隆，吉田哲也，元田浩，猪口明博，岡田孝: ＡＧＭアルゴリズムの高速
化と立体構造解析への適用, 人工知能学会論文誌，Vol.18, No.5 C, pp. 257-268 (2003).

[11] T.H. Pham, K. Sato, and T.B. Ho: Prediction and Analysis of β-turns by Support
Vector Machines, Journal Genome Informatics, Vol. 14 (2003) (accepted for publica-
tion).

[12] V.N. Huynh, Y. Nakamori, Y., T.B. Ho, and G, Resconi: A Context Model for Con-
structing Membership Functions of Fuzzy Concepts Based on Modal Logic, Journal of
Information Sciences, Elsevier (accepted for publication).

[13] T.B. Ho, T.D. Nguyen, H. Shimodaira, and M Kimura: A Knowledge Discovery Sys-
tem with Support for Model Selection and Visualization, Applied Intelligence, Kluwer
Academic Publishers, Vol. 19, Issue 1-2, pp. 125-141 (2003).

[14] S. Kawasaki, T.D. Nguyen, and T.B. Ho: Temporal Abstraction for Long-Term Changed
Tests in the Hepatitis Domain Journal of Advanced Computational Intelligence & In-
telligent Informatics, Vol. 17, No. 3, pp. 348-354 (2003).

[15] T.B. Ho and D.D. Nguyen: Chance Discovery and Learning Minority Classes, Journal
of New Generation Computing, Vol. 21, No. 2, pp .147-160 (2003).

[16] K.Terai, M.Sawai, N.Sugiura, N.Izumi and T.Yamaguchi: Business Process Semi-
Automation Based on Business Model Management, International Journal of Intel-
ligent Systems in Accounting, Finance and Management, Vol.11, No.4, pp. 215-234
(2003).

[17] 寺井公一，和泉憲明，山口高平：多粒度リポジトリに基づくビジネスアプリケーショ
ン構築支援環境，電気学会論文誌特集「オブジェクト指向・エージェント技術とその
活用」, Vol.123-C, No.11, pp. 2046-2055 (2003).

[18] 中本和岐，山田悠，鈴木英之進：動的時間伸縮法に適したデータ圧縮に基づく時系列デー
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タの高速クラスタリング，人工知能学会論文誌，Vol. 18，No. 3，pp. 144-152 (2003)．

[19] E. Suzuki: Worst Case and a Distribution-Based Case Analyses of Sampling for Rule
Discovery Based on Generality and Accuracy, Journal of Applied intelligence (accepted
for publication).

[20] Y. Li, N. Zhong: Web Mining Model and Its Applications for Information Gather-
ing, Knowledge-Based Systems, An International Journal, Elsevier Science Publishers
(accepted for publication).

[21] L. Zheng, C. Liu, J. Dong and N. Zhong: “Generating Numerical Constraints in
CILP”, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, World
Scientific (accepted for publication).

[22] N. Zhong, Y.Y. Yao, and M. Ohshima: Peculiarity Oriented Multi-Database Mining,
IEEE Transaction on Knowlegde and Data Engineering, Vol. 15, No. 4, pp. 952-960
(2003).

[23] T. Nomoto and Y. Matsumoto: The diversity-based approach to open-domain text
summarization, Information Processing & Management, Vol.39, No.3, pp. 363-389
(2003).

[24] M. Shimbo and T. Ishida: Controlling the learning process of real-time heuristic search,
Artificial Intelligence, Vol.146, No.1, pp. 1-41 (2003).

[25] 中川 哲治, 工藤 拓, 松本 裕治: Support Vector Machineを用いた形態素解析と修正学
習法の提案, 情報処理学会論文誌, Vol.44, No.5, pp. 1354-1367, (2003).

[26] T. Takahashi, K. Nawata, K. Inui and Y. Matsumoto: Effects of Structural Matching
and Paraphrasing in Question Answering, IEICE Transactions on Information and
Systems, Vol.E86-D, No.9, pp. 1677-1685 (2003).

[27] 武智峰樹, 徳永健伸, 松本裕治, 田中穂積: WWWページからの手順に関する箇条書き
の抽出, 情報処理学会論文誌:データベース, Vol.44, No.SIG12, pp. 51-63, (2003).

[28] S. Tsumoto: Automated Extraction of Hierarchical Decision Rules from Clinical Data-
bases Using Rough Set Model, Expert Systems with Applications, vol. 24, no. 2, pp. 189-
197 (2003).

[29] S. Tsumoto: Chance Discovery in Medicine - Detection of Rare Risky Events in
Chronic Diseases -, New Generation Computing, vol. 21, no. 2, pp. 135-147 (2003).

[30] S. Tsumoto: Statistical Independence as Linear Independence, Electronic Notes in
Theoretical Computer Science, vol. 82, no. 4 (2003).

[31] S. Tsumoto: Rule Induction with Grouping Target Concepts based on Rough Sets,
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, vol. 82, no. 4 (2003).

[32] S. Hirano and S. Tsumoto: An Indiscernibility-based Clustering Method with Iterative
Refinement of Equivalence Relations - Rough Clustering -, Journal of Advanced Com-
putational Intelligence and Intelligent Informatics, vol. 7, no. 2, pp. 169-177 (2003).
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[33] T. Okada: Characteristic Substructures and Properties in Chemical Carcinogens Stud-
ied by the Cascade Model, Bioinformatics Vol. 19, pp. 1208-1215 (2003).

[34] 高橋由雅，藤島悟志，加藤博明: 化学物質の構造類似性にもとづくデータマイニング，
J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 2 (4), pp. 119-126 (2003).

[35] 藤島悟志，高橋由雅: 化学構造データマイニングのためのTFSピーク同定システムの
開発, J. Comput. Chem. Jpn., in press.

[36] N. Matsumura, A. Miura, Y. Shibanai, Y. Ohsawa, and T. Nishida: The Dynamism
of 2-channel, AI and Society Review, in Press (2004).

[37] 臼井優樹, 大澤幸生: 生地メーカーにおける暗黙的顧客ニーズの発見, ファジィ学会論
文誌, vol. 15, no. 3, pp. 275-285 (2003).

[38] 大澤幸生: チャンス発見の 3つの原理, 知能と情報 (日本知能情報ファジィ学会誌),
vol. 15, no. 3, pp. 260-269 (2003).

[39] Y. Ohsawa and Y. Nara: Understanding Internet Users on Double Helical Model of
Chance-Discovery Process, New Generation Computing (Springer Verlag and Ohmsha),
vol. 21 no. 2, pp. 109-122 (2003).

[40] 松村真宏, 大澤幸生, 石塚 満: 議論構造の可視化による論点の発見と理解, 知能と情報
(日本知能情報ファジィ学会誌), vol. 15, no. 5 pp. 554-564 (2003).

[41] 松村真宏, 大澤幸生, 石塚 満: 影響の普及モデルに基づくオンラインコミュニティ参加
者のプロファイリング, 人工知能学会誌, vol. 18, no. 4, pp. 165-172 (2003).

[42] H. Shirai, M. Tanabu, T. Terano, Y. Kuno, H. Suzuki, and K. Tsuda: Game De-
velopment Toolkit for Business People in Japan, Simulation/Gaming ,vol. 34, no. 3,
pp. 437-446 (2003).

[43] 高橋 大志, 寺野 隆雄: エージェントモデルによる金融市場のミクロマクロ構造の分析：
リスクマネジメントと資産価格変動, 電子情報通信学会論文誌D-I, vol. J86-D-I, no. 8,
pp. 618-628 (2003).

[44] H. Takahashi and T. Terano: Agent-Based Approach to Investors’ Behavior and As-
set Price Fluctuation in Financial Markets, Journal of Artificial Societies and Social
Simulation, vol. 6, no. 3, Jun 30 (2003).

[45] S. Katsuno, K. Sugauchi, O. Tsunehiro, K. Yamazaki, K. Yoshida, and H. Esaki:
Asymmetric Characteristics of Internet Based on Traffic Measurement and Analysis,
電子情報通信学会英文誌D「インターネットの新技術とその応用」特集号, vol. E86-D,
no. 11, pp. 2300-2309 (2003).

8 国際発表
[1] N. Nagino and S. Yamada. Future View: Web Navigation based on Learning User’s

Browsing Patterns by Classifier Systems, The 2003 IEEE Congress on Evolutionary
Computation (CEC2003), pp. 2829-2836 (2003).

[2] N. Nagino and S. Yamada: Future View: Web Navigation Based on Learning User’s
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Browsing Patterns, 2003 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence
(WI 2003), pp. 541-544 (2003).

[3] T. Onoda, H. Murata and S. Yamada: Relevance feedback with active learning for
document retrieval, International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN-2003),
pp. 1757-1762 (2003).

[4] Y. Takama: Visualization of Topic Distribution Based on Immune Network Model,
GECCO2003, pp. 246-247 (2003).

[5] Y. Takama and Tetsuya Hori: Application of Immune Network Metaphor to Key-
word Map-based Topic Stream Visualization, 2003 IEEE International Symposium
on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA2003), pp. 770-775
(2003).

[6] N. Mitsuhashi, T. Yamaguchi, and Y. Takama: Layout Analysis for Calculation of
Web Page Similarity as Image, 2003 Int’l Symposium on Advanced Intelligent Systems
(ISIS2003), pp. 142-145 (2003).

[7] Y. Kasagi, T. Yamaguchi, and Y. Takama: Construction of Local Document Man-
agement System based on Associative Search, 2003 Int’l Symposium on Advanced
Intelligent Systems (ISIS2003), pp. 146-149 (2003).

[8] K. Shigemori, Z. Stejic, K. Hirota, T. Yamaguchi, and Y. Takama: Proposal of the
Site-wise Abstract Image for the Web Image Resource Mining, 2003 Int’l Symposium
on Advanced Intelligent Systems (ISIS2003), pp. 150-153 (2003).

[9] Y. Takama: Integration of Retrieve, Browse, and Analyze for Intelligent Web In-
teraction, 2nd International Conference on Computational Intelligence, Robotics and
Autonomous Systems (CIRAS2003), PS-02-1-05 (CD-ROM Proceedings) (2003).

[10] Y. Takama: Intelligent Interface based on Retrieval, Browsing, Analysis Operations,
4th International Conference on Intelligent Technologies (InTech’2003), pp. 806-811
(2003).

[11] T. Murata: Discovery of Web Communities from Positive and Negative Examples,
Proceedings of the Sixth International Conference on Discovery Science (DS2003),
Lecture Notes in Artificial Intelligence 2843, pp. 365-372, Springer (2003).

[12] T. Murata: Graph Mining Approaches for the Discovery of Web Communities, First In-
ternational Workshop on Mining Graphs, Trees and Sequences (MGTS-2003), pp. 79-
82 (2003).

[13] T. Murata: Microscopic Approaches for the Discovery of Web Communities, NIPS
2003 Workshop on Robust Communication Dynamics in Complex Networks (2003).

[14] T. Onoda, H. Murata and S. Yamada: Rlevance Feedback Document Retrieval using
Support Vector Machines, ISMIS 2003 Workshop on Active Mining 2003, pp. 22-31
(2003).

[15] Y. Kitamura and H. Tsujimoto: An Initial Evaluation of Multiple Animated Infor-
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mation Agents Using the Wizard of Oz Method, Proceedings of the 2nd Interna-
tional Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS’03),
pp. 1032-1033 (2003).

[16] Y. Kitamura, A. Iida, K. Park, and S. Tatsumi: Micro View and Macro View Ap-
proaches to Discovered Rule Filtering. Proceedings of 2nd International Workshop on
Active Mining, pp. 14-21 (2003).

[17] K. Moriyama and M. Numao Self-evaluated Learning Agent in Multiple State Games,
Proc. ECML 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2837, pp. 289-300 (2003).
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サポートベクターマシンを利用した
適合フィードバック文書検索

研究分担者 小野田崇 ((財)電力中央研究所情報研究所)

研究協力者 村田博士 ((財)電力中央研究所情報研究所)

研究代表者 山田誠二 (国立情報学研究所)

はじめに
我々は，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開発し，実験的にその手法の有用性を示してきた [1]．本稿では，提
案方法に最も適した文書表現方法とユーザへの文書提示に最も適した文書選択規則を実
験的調査について報告する．

サポートベクターマシン
まず，サポートベクターマシンのおさらいをしておこう．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)

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．

1
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�∑
i=1

αiyi = 0, w =
�∑

i=1

αiyizi. (6)

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, . . . , �. (7)

αi > 0を有するパターン zi を Support Vectors と呼ぶ．式 (7)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 (6)第 2項の展開項の部分には現れないのである．
式 (4)のLagrangianに式 (6)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. (8)

式 (6)第 2項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

)
. (9)

以上より，式 (8)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．

情報検索におけるSVMによる能動学習
SVMに基づく適合フィードバック情報検索

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，サポートベクターマシンが学習をより進
めるための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．
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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，その距離に基づいて上位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，その距離
に基づいて類似度の高い 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．

文書表現と文書選択規則

本研究で調査対象として利用した文書表現は，次の 3種類である．いずれも既存の表現
であり，これまで広く文書検索に利用されているものである．同一のテストベッドを用い
てこれらそれぞれの文書表現を用いてパフォーマンスの比較実験を行う．

1. Boolean: ある単語がある文書にある場合は 1，無い場合は 0とする表現．

2. Term Frequency(TF): ある文書の中のある単語の出現頻度で重み付けした表現．

3. Term Frequency the Inverse Document Frequency(TFIDF): TFに log
(

N
ni

)
をかけたもので重み付けした表現．ここで，N は文書の総数であり，niは単語 iが
現れる文書の数である．

また，前述の step 4では，ユーザに提示する文書N を決める必要がある．その際，サ
ポートベクターマシンの学習効率を考慮すると，以下の二つの文書選択規則が考えられ
る．この２つの手法の優劣を，理論的に判定することは困難であり，本研究では実験的に
比較することにした．

1. 選択規則 1: SVMが学習した特徴空間上に未判定文書をマッピングする．その文書
の中から，マージン領域内にあり，適合文書領域に近いN 文書を選択し，提示する
(図—1左図参照)．この選択規則 1は，我々が，検索効率の視点から提案する規則で
ある．

2. 選択規則 2: SVMが学習した特徴空間上に未判定文書をマッピングする．その文書
の中から，SVMの生成した分離面上，あるいは，分離面に近いN文書を選択し，提
示する (図—1右図参照)．この選択規則 1は，最も学習効率が高くなる規則である．
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図 1 文書選択規則: 左図の黒四角は，選択規則 1によって選択，提示される文書を表す．
右図の黒四角は，選択規則 2によって選択，提示される文書を表す．

比較実験
文書表現Boolean，TF，TFIDFの中で最も有効な表現を発見し，文書選択規則である

選択規則 1と 2のどちらが有用であるかを確認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[2]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．フィードバックに用いる文書数N は，20とし，フィードバックの
回数M は，1，2，3とした．また，SVMの学習には，LibSVM[3]を採用した．

各文書表現による再現率-適合率曲線

図 2左図に，文書表現として boolean，TF，TFIDFを採用した再現率-適合率曲線を示
す．ここで，フィードバック回数はを 3回とし，文書検索規則は選択規則 1を採用した．
太実線が boolean，細実線がTF，点線がTFIDFの再現率-適合率曲線を表す．この図 2左
図より，文書を boolean表現が，他のTF表現，TFIDF表現よりも検索効率が優れている
ことがわかる．つまり，我々の提案する SVMに基づく適合フィードバック文書検索の文
書表現には，boolean表現が向いていると考えられる．

各文書選択規則による再現率-適合率曲線

図 2右図に，文書選択規則として選択規則 1，2を採用した再現率-適合率曲線を示す．
ここで，フィードバック回数はを 3回とし，文書表現は boolean表現を採用した．太実線
が選択規則 1，細実線が選択規則 2の再現率-適合率曲線を表す．この図 2右図からは，選
択規則 2が選択規則 1よりも優れているように見える．しかしながら，各フィードバック
で提示される 20文書中に含まれる平均適合文書数を示した表 1を見ると，明らかに選択
規則 1を用いた場合の方が，選択規則 2を用いた場合より，提示文書に多くの適合文書を
含むことがわかる．つまり，ユーザにより早くユーザの興味に適合した文書を提示し，あ
る程度の学習効率を維持するには，選択規則 1が有用である．
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図 2 再現率-適合率曲線: 左図は，各文書表現による再現率-適合率曲線．右図は，各選
択規則による再現率-適合率曲線．

表 1 提示される 20文書における，各選択規則による平均適合文書数
フィードバック 平均適合文書数

回数 選択規則 1 選択規則 2

1 11.750 7.125

2 9.125 7.750

3 8.875 7.375

4 8.875 5.375

おわりに
本稿では，SVMに基づく適合フィードバック文書検索に有効な文書表現，ユーザに提

示する文書選択規則を実験的に調べた．実験の結果，文書検索という視点から，文書表現
として booleanを，文書選択規則として，SVMの生成するマージン領域中の適合文書領
域に近い文書から選択する規則を採用することが有用であることがわかった．今後，この
実験結果を理論的に解析していく予定である．

参考文献
[1] Onoda, T., Murata, H. and Yamada, S.: Interactive Document Retrieval with Active

Learning, International Workshop on Active Mining (AM-2002), Maebashi, Japan,

pp. 126–131 (2002).

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

[3] Kernel-Machines: http://www.kernel-machines.org/.
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キーワードマップに基づくWebインタラクションと適合性
フィードバックへの適用に関する考察

研究分担者 高間康史 (東京都立科学技術大学)

背景
Webが我々にとって最も身近な情報源の一つとなりつつある現在，ユーザである人間と

Webインタフェースとの間のインタラクションは重要であり，多様な観点から考慮する
必要がある．例えば，我々は個々のHTMLページを必ずしも探したいわけではなく，実
世界において現在流行っているものや主要な話題などのマクロな情報も，Web上の情報
を収集・閲覧することにより得たいと考えている．従って，Web空間における話題分布
情報を抽出し，可視化する技術は今後ますます重要になっていくと考える．
本研究では，ブラウジングおよびサーチエンジンを用いた検索に基づく従来Webイン

タラクションに，収集ページ中の話題分布情報を解析，提示する分析操作を加えること
を提案し，これに基づくプロトタイプシステムを示す．同時に，キーワードマップのイン
タラクティブ性を高めることにより，適応フィードバックを実現する手法についても考察
する．

Webインタラクション
Web上には膨大な量の (HTML)ページが存在し，相互にハイパーリンク結合されてい

る．通常のデータベースシステムやハイパーメディアと大きく異なる点は，誰もが情報発
信者になれる点であり，従って全ての情報が体系的に整理されて存在するわけではない．
あるサイト内が体系化してあり，トップページから容易にアクセス可能にであったとして
も，他の情報発信者により，トップページ以外にリンクを貼られてしまうこともあり，必
ずしもサイト設計者の意図した通りにアクセスしてもらえるとは限らない．この意味で，
Webは弱構造のハイパーテキスト空間と言える．
この様なWeb空間にアクセスし，必要な情報を収集・活用，発信するプロセスをここ

ではWebインタラクションと呼ぶ．特に収集の観点からは，従来 Webインタラクショ
ンは以下の二つの操作に基づいていると言える．

• 検索 (Retrieval)

• ブラウジング (Browsing)

検索は，Googleや Yahoo!などの検索エンジンに，通常 2，3キーワードからなるクエ
リーを入力し，検索結果をリスト形式で受け取る操作である．最近の検索エンジンは膨大
な (Googleで 30億以上)ページを検索可能であるため，検索結果を全て閲覧することは通
常困難であり，上位数十ページのみを閲覧することが多い．従って，検索結果のランキン
グ精度は検索エンジンの人気を左右する重要な要因である．
一方，ブラウジングは，ページ間に貼られたリンクを辿ることにより，個々の文書を閲

覧する操作である．通常，リンクは関連するページ間に貼られるため，リンクを辿ってい

1
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くことにより関連文書へ次々とアクセスすることが可能であるが，ページ作成者の意図・
観点の違いや多数リンクが存在する場合などはいつのまにか異なる話題のページへ移って
いること (一種のトピックドリフト)もありうる．また，検索エンジンによる検索結果は，
ブラウジングの起点 (シード)としても使われる．
上記の検索，ブラウジングに基づく従来型Webインタラクションを，ここではRBベー

スインタラクションと呼ぶ．Rは検索 (Retrieval)，Bはブラウジング (Browsing)をそれ
ぞれ表す．RBベースインタラクションはWebブラウザ，および既存検索エンジンを用い
て容易に実行可能であるため，一般によく用いられているが，個々のページ単位で情報を
扱うことを前提としている．
しかし実際に我々がWebへアクセスし，情報収集している場面を考えると，情報は個々

のページ内で完結しているわけではなく，複数ページを閲覧し，全体として頭の中に体系
化し，理解しようとしている．これは，通常の書籍，文献などを読解する場合も同様であ
るが，特にWeb上では多様な情報発信者がそれぞれの観点から情報を整理・発信してい
るため，全体像の理解が特に重要であると考える．
すなわち，興味ある分野に関連するページを収集し，それらを読み，頭の中で整理する

ことにより，その分野における主要話題や流行を理解したり，話題間の関連を全体像とし
て把握する．これらの情報を話題分布情報と呼ぶと，収集ページより得た話題分布情報に
基づき，新たなクエリーを考え，ページを収集したり，あるいは個々のページを理解・評
価する基準が変化すると言える．

Webインタラクションに影響を与える情報を狭義のコンテキストと考えると，収集ペー
ジから総体として得られる話題分布情報はコンテキストと見なすことができる．Webイ
ンタラクションを通じてコンテキストは変化し，コンテキストにWebインタラクション
の内容も影響を受ける，このサイクルを繰り返しつつ進行していく．
しかし，従来のRBベースインタラクションは，個々のページ単位でのやりとりを目的

としてデザインされており，上述の様なコンテキスト形成は完全にユーザに委ねられてい
る．そこで本研究では，コンテキスト形成を支援する操作として，収集ページ集合から話
題分布情報を抽出・提示する分析 (Analysis)操作をRBベースインタラクションに組み込
んだ，RBAベースインタラクションを提案する．Webインタラクションを通じて収集し
たページ集合に対し，分析操作を実行することにより，これまでに収集したページ集合中
に含まれる話題分布情報をユーザは得ることができ，話題間の関連の把握や主要話題，流
行の発見が容易になることが期待される．

キーワードマップに基づく情報可視化システム
文書あるいは文書集合中に含まれる話題分布情報を可視化する手法として，キーワード

空間を可視化し，提示することが有効であることが，知識マネージメントや発想支援シス
テムの分野で示され，研究が進められている．ここでは，「2，3次元空間上に，キーワー
ドを関連するもの同士が近くになるよう配置」したものをキーワードマップとよぶ．キー
ワード配置方法には様々なものが存在するが，代表的なモデルとしてばねモデル [6]が知
られている．ばねモデルでは，ノード (キーワード)間をばねで接続し，グラフ全体の弾
性力エネルギーが極小となるような配置を求める．ここで，キーワード間に与えられた関
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連度 (類似度)に基づき，類似するものほど短いばねで接続することにより，キーワード
マップ上で関連キーワード群がクラスタを形成するように配置される．以下に，本研究で
用いたアルゴリズムを示す．ここで，キーワード間の類似度は文書中での共起関係などに
より与えられているものとする．

1. キーワード i, j間の距離 lijを，与えられた類似度Rij に基づき式 (1)により計算す
る (mは正の定数)．

lij = m(l − Rij). (1)

2. キーワード i の各時間ステップにおける移動距離 (δxi
, δyi

)を式 (2)により計算する．

(δxi
, δyi

) =

(
c
∂E

∂xi

, c
∂E

∂yi

)
, (2)

E =
∑
i�=j

1

2
kij(dij − lij)

2. (3)

3. 各時間ステップにおいて全キーワード移動後，キーワード集合の重心をマップの中
心に合わせ，ステップ 2に戻る．

我々は，キーワード空間のみを可視化するのではなく，文書空間も同時に考慮し，キー
ワード空間に存在するキーワードクラスタと対応する文書クラスタも提示するために，両
空間をつなぐランドマークキーワードを抽出する手法を提案している [3]．また，オンラ
インニュース記事や検索結果など，時系列的関連を持った文書集合族がWebから入手さ
れることが多いことから，時系列的関連を考慮した話題ストリームを抽出するために免疫
記憶細胞モデルの導入も提案している [4]．
これらの手法により得られた結果を，キーワードマップを用いて提示する際には，ラン

ドマークキーワードを強調した配置や，現在のキーワード配置を保ちつつ新たなキーワー
ドマップを生成することが要求される．そこで，上記に加え，本研究ではバネ定数と摩擦
力を新たに導入する．式 (3)より明らかな様に，強いバネほどキーワード配置に与える影
響は大きいことから，ランドマークに接続しているバネのバネ定数を通常よりも大きくす
ることにより，ランドマークを優先的に配置することが可能となる．
さらに，時系列性を考慮した配置を行うために摩擦力を導入する．新しいキーワード集

合を可視化する際に，現在表示中のマップとの対応付けをなるべく残した方が，ユーザは
マップ間の時系列的関連性を把握しやすいと考える．そこでTMITでは，キーワード iの
移動距離を，摩擦力を考慮して次式のように定義する．

(
δ′xi

, δ′yi

)
= (max(δxi

− µ, 0), max(δyi
− µ, 0)) . (4)

新しいキーワード集合を可視化する際，現在のマップ上にすでに存在するキーワードに
ついては式 (4)，新しく出現したキーワードについては式 (2)で定義した距離を用いる．
キーワードマップに基づく情報可視化システムTMIT (Topic Map Idea Tool) を Java

により実装した．TMITは複数のキーワードマップを，時系列的関連を考慮しながら逐次
的に生成することが可能である．
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図 1は，オンラインニュース記事のストリームからTMITを用いて可視化したキーワー
ドマップである．ニュース記事は，2001年 9 月 18, 19日に，Yahoo! Japanで公開された
ものであり，各データセットは同じ日に発信された記事集合からなる．図では，暗い色の
キーワードがランドマークであり，それらは他のキーワードと強いバネで結ばれている．
これらの図より，以下の話題に関する特徴を読み取ることができる．

Donation

Multiple

Release

Performance

Interview

Multiple

Major

Performance

Jail

図 1: Keyword Map Generated From Document Set of 18(left), 19(right) Sep. 2001.

• 「公演 (Performance)」は 2日 (データセット)ともほぼ同じ位置に配置されており，
摩擦力の効果がわかる．

• 本データセットが集められた期間における主要な話題は同時多発テロ事件であり，
関連キーワード (図中丸で囲んだ部分)は常にマップの中央に集まっている．これは，
主要話題に関連するキーワードは他の多くのキーワードと共起する傾向にあるため
である．

• 「公演」や「多発 (Muitiple)」は上記主要話題に関連の深い話題であり，主要話題
に比較的近いところに配置されている．

• 一方，「拘置 (Jail)」などは主要話題とは関係ないため，それらとは離れた位置に配
置されている．

キーワードマップに基づくWebインタラクション
プロタイプインタフェースの概要

図 2に，現在開発中のRBAベースインタラクションに基づくプロトタイプシステムを
示す．本システムは，CGI, Javascriptなどを用いて実装されており，Internet Explorerや
Netscapeなど通常のWebブラウザから利用可能である．図中，左側のウィンドウは通常
のブラウザウィンドウであり，ブラウジングや検索エンジンへのアクセスなど，通常通り
の作業を行う．図中右側のウィンドウがシステム機能を利用するためのコントロールパネ
ルであり，現在のバージョンでは以下の操作が可能である．
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図 2: TAIWA-01: Topic Analyzer for Intelligent Web Interaction.

• 指定したURLのページ内容の取得

• 指定したURLに含まれるリンク情報の抽出，ページの一括取得

• ストップワードの編集

• 収集文書の管理 (閲覧，削除など)

• 話題分布情報の分析

上記機能を従来RBベースインタラクション中で利用することにより，効率よいページ
収集が可能となる．また，分析操作として話題分布情報の分析が可能であり，分析結果は
キーワードマップ用データと，対応文書クラスタとして返される．文書クラスタは通常の
Webページであり，キーワードマップ用データは前述の情報可視化システムTMITを用
いて可視化することができる．

適合フィードバックの適用に関する考察

開発中のプロトタイプシステムでは，キーワードマップと文書クラスタの両方をユーザ
に提示可能であるが，両者の対応は前述のランドマークキーワードにより明示されてい
る．キーワードマップの可読性について予備実験を行っている最中であるが，各文書に対
応するキーワードあるいはキーワードクラスタをマップ中で発見することは容易であると
の手ごたえが現状では得られている [5]．この実験の過程で，ユーザはキーワードマップ
の配置を自分の考えに合わせて編集したいという要求があることがわかった．現在のキー
ワードマップシステム (TMIT)は，収集ページ集合中の話題分布情報を提示する事を目的
として設計されており，表示されるキーワード配置は収集情報のみに依存する．これに対
し，ユーザは対象分野・領域に関する背景知識を持っているため，キーワードマップ上に
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その知識を反映・関連づけたいものと考えられる．従って，データから得られるキーワー
ド配置と，ユーザによる編集の結果得られたキーワード配置の間の差異を分析し，その差
を埋める様なページを新たに収集することができれば，キーワードマップに基づく適合性
フィードバックが実現可能と考える．
例えば，ユーザによるキーワード配置変更と収集したいページの間には，以下の関係が

考えられる．

• 離れて配置されていたキーワード A,Bを近くに配置し直す．→ A, Bを共に含む
ページ

• 近接していたキーワードA,Bを離れた位置に配置し直す．→ A,B とそれぞれ共起
するが，A,Bと同時には共起しないキーワードを含むページ

前者は，両キーワードをユーザは非常に関連が高いと判断したことになるため，両者を
共に含むページを新たに収集することにより，ユーザにとって興味深いページが収集可能
という考えである．後者では，両キーワードを無関係であるとユーザが判断した，と考え
るのではなく，両キーワードにより表される話題を二つに分解したい，という意図として
捉えた場合である．この場合，両キーワードを間接的につなぐ新たなキーワードを発見
し，そのキーワードに着目して新たなページを収集する．
従来の適合性フィードバック [1]では，検索結果の文書をユーザが評価することにより

プロファイルの修正を行うが，実際のクエリーとして用いられるのはキーワードであるた
め，間接的にユーザ意図を推定していることになる．一方，キーワードマップを用いた場
合には，キーワード空間をユーザが操作した結果を利用するため，より直接的なユーザ意
図推定が可能であり，「適合・不適合」の判断よりも曖昧なユーザの嗜好を推定することも
期待できる．関連キーワードを提示することによりユーザによるクエリ生成を支援するシ
ステムも存在するが [2]，Booleanモデルによるクエリとしてユーザが明示的に作成する
必要があり，キーワード配置に暗黙的に込められたユーザ意図を推定する本手法とは異な
るアプローチである．

おわりに
ユーザによるコンテキスト形成を支援する操作を導入したRBAベースインタラクショ

ンを提案し，キーワードマップに基づき実装したプロトタイプシステムを紹介した．現在
は，ユーザによるキーワード配置編集機能を強化したキーワードマップシステムを開発中
であり，本稿で考察したキーワードマップに基づく適合性フィードバックについて今後研
究を進めていく予定である．
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発見ルールフィルタリングシステムの予備評価 

 研究代表者 北村泰彦 （関西学院大学理工学部） 
 研究協力者 飯田 暁 （大阪市立大学大学院工学研究科） 
 研究協力者 朴 勤植 （大阪市立大学大学院医学研究科） 

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[4,5]とその予備評価について述べる． 
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，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な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が，これは当

然のことながらルール以外の外部情報源の助けが必要となる．そこで，われわれはイン

ターネット上の情報源を用いて，発見ルールの新規性判定を行おうとしている． 
本論文では以下，2 章において発見ルールフィルタリングの概要について述べる．発

見ルールフィルタリング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

つが考えられるが，3 章ではミクロビューアプローチとその予備評価について述べる．

4 章ではマクロビューアプローチとその予備評価について述べる．最後に，5 章でまと

めと今後の展望について述べる． 

発見ルールフィルタリング 
発見ルールフィルタリング[4,5]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． 

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． 
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」
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 2

というルール表記を行うことが可能である．  

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 [3] 
(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． 
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

グ領域から導出される．例えば，図 1 の例では GPT, TTT, D-BIL が発見ルールより抽

出される．またマイニング領域は肝炎であるので，hepatitis が領域キーワードとなる．

これらのキーワードを組み合わせたものが MEDLINE データベースの検索に用いられ

る． 

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ルール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ルールのランキングを行ったり，ある閾値を設定して，それ以下

のものを排除したりする．文献検索結果とランキ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，ミクロビューとマクロビューの二つのアプロ

ーチが考えられる[4]．次章以下ではそれぞれのアプローチの詳細と予備評価について

述べる． 

ミクロビューアプローチとその評価 
ミクロビューアプローチは文献検索のヒット数に応じて発見ルールのランク付けを

しようとするアプローチである．ミクロビューアプローチでは以下のような仮定をおい

た． 

 
図１：発見ルールの一例 
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【仮定】（ミクロビューアプローチ） 
1. 既知のルールのヒット数は多い． 
2. 未知のルールのヒット数は少ない． 
3. ゴミのルールのヒット数はゼロである． 

 
この仮定では既知のルールはよく研究がなされており，それに関連する文献は多く出

版されていることが考えられる．ヒット数が少なければ，それは十分な研究がなされて

いるとは限らないので，未知ルールに分類することができると考えられる．一方で，ル

ールが無意味なものに関しては誰も研究しないのでゼロであると仮定している．しかし

ながら，既知か未知かの境界はこの仮定では曖昧である．そこで医師の協力を得て，本

アプローチの有効性について予備評価を行った．その結果を表 1 に示す． 
ルールは静岡大学のグループによって発見された 20 個を用いた．Ev.の列は医師によ

って得られた評価であり，ルールがゴミか(U)そうでないか(R)によって分類してもらっ

た．（医師にとって未知のルールは存在しなかった．）Hits は文献検索のヒット数，No.
は文献検索に用いたキーワード数，Keywords はキーワードのリストである． 
この結果からわかるようにルール 13 を除いて，ほとんどのゴミルールのヒット数は

0 となっている．しかしその一方で，ゴミルールでないにも関わらずヒット数が 0 のも

のも 6 個あり，ヒット数によりルールの分類を行うことは困難であった．むしろキーワ

ード数が 5 個以上のルールはすべて 0 であることから，ヒット数は検索キーワード数に

強い影響を受けることが分かる． 
以上の予備評価より，単純なキーワード検索に基づくミクロビューアプローチは発見

表１：ミクロアプローチの予備評価 
ID Ev. Hits No. Keywords 

1 R 6 4 hepatitis, gpt, t-cho, albumin 

2 U 0 4 hepatitis b, gpt, t-cho, chyle 

3 U 0 4 hepatitis c, gpt, lap, hemolysis 

4 R 0 5 hepatitis, gpt, got, na, lap 

5 R 0 6 hepatitis, gpt, got, ttt, cl, (female) 

6 U 0 5 hepatitis, gpt, ldh, hemolysis, blood group a 

7 R 7 4 hepatitis, gpt, alb, jaundice 

8 R 9 3 hepatitis b, gpt, creatinine 

10 R 0 4 hepatitis, ttt, t-bil, gpt 

11 U 0 4 hepatitis, gpt, alpha globulin, beta globulin 

13 U 8 4 hepatitis, hemolysis, gpt, (female) 

14 U 0 4 hepatitis, gpt, ttt, d-bil 

15 U 0 3 hepatitis, gpt, chyle 

17 R 0 5 hepatitis, gpt, ttt, blood group o, (female) 

18 R 2 3 hepatitis c, gpt, t-cho 

19 R 0 6 hepatitis, gpt, che, ttt, ztt, (male) 

20 R 0 5 hepatitis, gpt, lap, alb, interferon 

22 U 0 7 hepatitis, gpt, ggtp, hemolysis, blood group a, (female), (age 45-64) 

23 U 0 4 hepatitis b, gpt, got, i-bil 

27 U 0 4 hepatitis, gpt, hemolysis, i-bil 
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ルールフィルタリングのためには十分有効であるとはいえないことが明らかになった． 

マクロビューアプローチとその評価 
ミクロビューアプローチはキーワード検索を用いて発見ルールに直接関連する文献

を検索しようとするアプローチであったが，先にも述べたように十分に機能しなかった．

そこでマクロビューアプローチでは発見ルールに関連する全てのキーワード対に対す

る共起文献数を参照することで，発見ルールに関連する研究動向を推測しようとするも

のである． 
図２，３，４はルール７，１，２の共起文献数をグラフとして表したものである．ル

ール 7 は GPT, ALB, jaundice のキーワードから構成されている．GPT と ALB の共起

数は 159，GPT と jaundice の共起数は 215，ALB と jaundice の共起数は 69 である，

それぞれ関連性の強いキーワードであることが伺える． 
図３はルール 1 の共起関係グラフである．ALB と GPT は比較的強い関連があるが，

T-CHO とは弱い関連であるといえる．図４はルール 2 の共起関係グラフを表している

が，T-CHO, GPT, chyle のいずれも弱い関係しかないことが分かる． 
ここでわれわれはそれぞれのルールを明確に特徴付けるために，階層クラスタ分析法

[6]を用いてキーワードのクラスタリングを行った．階層クラスタ分析とは，グラフ中

のノードをいくつかのグループに分けることであるが，そのクラスタを生成する手法と

しては共起数の逆数を距離として，最長距離法（CLINK：complete linkage clustering 
method）を用いた．この手法はまず，最も距離の短いノード同士を統合しクラスタを

生成し，他のクラスタとの距離にはそれぞれのクラスタに属するノードのうちで最も遠

いもの同士の距離として定め，これを最短の距離がある閾値に達するまで繰り返す．こ

 
図３：ルール１の共起関係グラフ 

 
図４：ルール２の共起関係グラフ 

 
図２：ルール７の共起関係グラフ 
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うしてできたそれぞれのクラスタに含まれるキーワード同士は関係が深く，それらに関

する知識はすでに知られていると見なすことができる．そこから，生成されたクラスタ

の数により，ルールを以下のように分類できると仮定する． 
 
【仮定】（マクロビューアプローチ） 
1. 既知のルールのクラスタ数は 1 である． 
2. 未知のルールのクラスタ数は 2 である． 
3. ゴミのルールのクラスタ数は 3 以上である． 
 
クラスタ数が 1 の場合は，すべてのキーワード対に関する研究が活発な場合であるの

で，そのようなキーワードを含むルールは既知であると考えられる．クラスタ数が 2 の

場合は，キーワード集合が二つのクラスタにグループ化される場合である．それぞれの

グループに関する研究は行われていても，グループ間の研究は十分ではないと考えられ

るので，それに関するルールは未知であると判定できる．しかし，クラスタ数が 3 以上

の場合は，ゴミルールとした．これは未知の関係があるグループが複数存在する場合に

は，ルールとして複雑すぎると考えられるからである． 
以上の仮説の妥当性を検討するために，医学専門家へのアンケートに基づく予備評価

を行った． 
アンケート調査の目的は次の二点である． 

 （目的１）MEDLINE 検索結果は専門家が持っている知識を反映しているかを検

証する． 
 （目的２）専門家によるルール評価を得て，それがクラスタ数による分類の仮説

と一致するかを検証する． 
アンケートの質問事項を図５に示す．問 1 は（目的 2）を，問 2 は（目的 1）を調査

するための設問である．問１の質問項目には，静岡大学のグループにより得られた３０

個のルールの中からランダムに２０個選択したものを使用した．問２については，３０

個のルールの中に含まれるキーワード対の組み合わせ８０組の中から性別や血液型に

関するキーワードを含むものを除いた５７組から，ランダムに２０組を選択した． 
アンケートの対象は，医師国家試験を直前に控えた医学部の６回生，４７人とした．

国家試験を直前にひかえた医学生であることから，教科書に載っているような知識につ

いてはかなり詳しいと考えられる． 
図６に問 1 のアンケート結果をまとめたものを示す．それぞれの選択肢が選ばれた割

合と，階層クラスタ分析の結果のクラスタ数との関係をプロットしたものである．なお，

クラスタリングの閾値としては，距離１（キーワード間の共起数が１件のもの）とした． 
図６より，クラスタ数の増加に伴い，「おもしろい」と答えた割合は増加し，「当然」

と答えた割合は減少していることがわかる．このことから，クラスタ数が少ないルール

ほど既知なものである言える．しかしながらクラスタ数が 3 の場合でも「おもしろい」

の回答数が多いことから，先にあげた仮説 3 は妥当とはいえないことが明らかになった．

今回の調査ではクラスタ数は最大で 3 であるので，クラスタ数が 4 以上のルールに対す

る調査は今後の課題である．本アンケートで明らかになったことは与えられたルールに

「無意味」と回答する割合は少ない．したがって，ルールをフィルタリングしてしまう

よりは，クラスタ数の多い順にランキングする方が適切であると考えられる 
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図６：問１の結果    図７：問２の結果 

 
図７に問 2 の結果を示す．「強い関係がある」，「関係がある」，「あまり関係はない」，

「無関係」のそれぞれ 3，2，1，0 のスコアをつけ，その平均と MEDLINE 検索によ

るヒット数をプロットしたものである．平均スコアとヒット数との間の相関係数は 0.54
であり，ある程度の相関関係があると言える．しかし，図７よりわかるように，ヒット

数が少ないときでも平均スコアが高い場合があり，ヒット数が少ないからといって平均

 問１：下のキーワードの組み合わせで MEDLINE を検索するとしたときに，検索結果がどのようになると思いま

すか？  次の三つの中から選んでください． 

１． 当然（どのような内容の文献が見つかるか，ある程度予想できる） 

２． おもしろい（自分が知らないことが載っている文献が見つかるかもしれない） 

３． 無意味（ほとんどヒットしないだろう） 

 

（１） ALT TTT    （1.当然、２．おもしろい、３．無意味） 

（２） TTT 直接ビリルビン ALT  （1.当然、２．おもしろい、３．無意味） 

（３） ALT 総コレステロール C 型肝炎  （1.当然、２．おもしろい、３．無意味） 

  ・・・  

 問２：次の検査項目同士の関係について，次の四つの中から適切だと思うものを選んでください． 

１． 強い関係がある． 

２． 関係がある． 

３． あまり関係は無い． 

４． 関係ない． 

 

（１） ALT 総ビリルビン   （ １、 ２、 ３、 ４ ） 

（２） ALT 総コレステロール   （ １、 ２、 ３、 ４ ） 

（３） ALB 総コレステロール   （ １、 ２、 ３、 ４ ） 

  ・・・  
図５：アンケートの質問事項 
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スコアが小さくなるとは言えない．しかし，ヒット数が多いときに平均スコアが小さい

ものはなく，ヒット数の多ければ，キーワード同士の関係は深いと言うことができる．

このことから，MEDLINE 検索結果が専門家の持っている知識を反映しているという

ことがわかる． 

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，

新規なものにフィルタリングする発見ルールフィルタリングついて述べ，二つのアプロ

ーチとその予備評価について述べた．ミクロビューアプローチで行った文献検索は単純

なキーワード検索に基づく手法であり，十分な精度を得るようなフィルタリングを行う

ことが困難であった．一方，共起関係を用いたキーワードクラスタリングによるマクロ

ビューアプローチによる結果は医学専門家との判断とも比較的強い相関がある．ただし，

医学専門家は発見ルールに対して無関係のラベルを貼ることには慎重であり，発見ルー

ルをフィルタリングしてしまうことは問題があるかもしれない．むしろ，発見ルールを

その重要性に応じてランキングする手法をとることが望ましいことがわかった． 
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．マクロビューアプローチにおいても，キーワードの共起関

係を求めるために検索を行っているが，その精度は必ずしも高いとはいえない．文献検

索の精度の向上を行えば，さらに正確なフィルタリングが可能になると考えられる．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[7]．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． 
(2)発見ルールフィルタリングの効果の実証．開発した手法を肝炎データマイニング分

野に応用し，利用者の支援にどの程度役に立つかを明らかにする． 
 
謝辞：本研究にあたり，肝炎データベースからの発見ルールを提供していただいた静岡大学山

口高平教授，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に感謝の

意を表します． 
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インターフェロンの効果を予測する述語記述の発見

研究協力者 佐藤慶宜 (東京工業大学大学院情報理工学研究科)

研究分担者 市瀬龍太郎 (国立情報学研究所知能システム研究系)

研究協力者 横井英人 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)

研究代表者 沼尾正行 (大阪大学産業科学研究所)

概要
近年，C型肝炎ウイルス持続感染者（HCVキャリア）は、150万人以上存在すると推
定されている [1]．このC型肝炎に有効な治療法として，肝炎ウイルスの増殖を抑える物
質であるインターフェロン (IFN)を投与する IFN療法がある．しかし，IFN療法は全て
の患者に有効とは限らず (奏功率 30～40％)，副作用も存在し，またコスト的な問題など
様々なリスクを抱えている．そこで，IFN投与以前の血液検査データを使用し，IFN療法
の有効・無効性を予測する規則を作成する事にした．
これまでに，医療データの特徴である，属性数の多さや属性間の関係の複雑さ，時系列
の重要性を反映できる述語を作成し，インターフェロン投与の有効性を識別する規則を発
見することに取り組んできた [2]．その際に IFNの効果があったかどうか判断するための
指標としてGPTを使用してきたが、今回は新たにHCV-RNAを利用する新たな分類法を
用いて患者を分類した．そして，代表的な帰納論理プログラミングのシステムの１つであ
る Progol[3]を利用し，背景知識として時系列と属性間の関係を同時に扱うことのできる
述語を与えて，インターフェロン投与患者のデータを解析し，Cross-Validationにより得
られた規則の評価を行なった．

解析目標
GPTによる分類

これまで我々はC型肝炎に有効な治療法であるインターフェロン (IFN)療法の有効・無
効性を予測する規則の作成を目標に研究に取り組んできた [2]．具体的には，患者の血液
検査データを元に IFNの効果を判定し，効果があった患者を正例，効果の見られなかっ
た患者を負例とし，この例集合および IFN投与前の血液検査データを帰納論理プログラ
ミング（ILP）システム [5, 7]に入力する事により，出力として有効・無効性を予測する
規則を得ていた．この入力の際に使用する例の分類にあたり，GPTという検査項目を元
に分類を行なっていたが [4]（表 1），実験を通してGPTによって分類されたグループの
中にサブグループが存在する可能性がでてきた．そこでGPTのみを基準にした分類では
十分ではないと考えられるので，新たな分類基準について医師と相談した．

HCV-RNAによる分類

医師の話では，これまでのGPTの変化を基準とした IFN効果の判定の他に，およそ 10

年前からはHCV-RNAというウイルスマーカーを目安にインターフェロン投与を行なっ
ているということであった．HCV-RNAが陽性か陰性かを調べる事により肝炎ウイルス
が現在血中に存在するかどうかが判断できるので，このマーカーを使用することで，より

1
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表 1: GPTによる患者の分類
著効 IFN投与終了後，６ヶ月以内に GPTが正常化し，

その後６ヶ月以上正常値が持続した例

有効 IFN投与終了後，６ヶ月以内に GPTが正常上限

値の２倍以下に改善し，その後６ヶ月間以上正常

上限値の２倍以下を持続した例

悪化 IFN投与終了後，６ヶ月間の経過で，

投与前に比して，GPTが明らかに増悪した例

不変 上記のいずれにも属さない例

表 2: HCV-RNAによる著効・有効患者の分類
GPTによる判定 CR IR 判定不能 合計

著効 42 15 9 66

有効 13 12 2 27

正確に IFN効果の分類ができることが予想される．そこで今回は各患者の IFN投与前後
のHCV-RNAの変化を調べる事で，IFNの効果を分類する事にした．これにより以前の
GPTによる分類で著効・有効であった患者も改めて分類される事になり，本当に IFNの
効果があった患者（CR：complete response）とGPTは正常値だが実はまだ血中にウイ
ルスがいる患者（IR：incomplete response）という２つのグループに再編される事になっ
た1（データが不十分で判断できない患者も存在した）．患者の内訳については，表 2に
載せておく．この分類により，解析目標であるインターフェロン (IFN)療法の有効・無効
性の予測する規則は，ウイルスの有無を判別する規則という意味合いを持つ事になる．

解析手法
帰納論理プログラミング

本研究では，データの解析のために，帰納論理プログラミングを用いた．与えられた複
数の例から、そこに存在する一般な概念を導くことが帰納学習である．中でも出力がホー
ン節で表現される述語論理プログラムであるとき，それを帰納論理プログラミング（ILP：
Inductive Logic Programming）と呼ぶ．ILPはStephen Muggleton[5, 3]、Ross Quinlan[6]

らによって開発された体系であり、論理プログラムとして与えられた背景知識を利用して
いるところが、これまでの帰納推論システムと大きく異なる点である．
以下で ILPの形式的な定義及び，ILPで使用する単語について簡単に述べる．

・目標概念：帰納推論によって学習したい概念

1有効である患者に対しては CR・IRといった分類は一般的ではないようだが，今回はウイルスの有無
に注目したかったため，便宜上このように分類した
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表 3: 集合被覆アルゴリズム

１．逆伴意に基づき正例集合の一つの要素と背景知識から最弱仮説を生成
２．空節と最弱仮説によって形成される仮説空間内において、
　A*-like探索によりトップダウンに探索を行う
３．得られた仮説によって説明できる正例を正例集合から取り除く
１～３を正例集合が空になるまで繰り返す

・正例：事例の中で、目標概念を満たす正しい事例として扱う例
・負例：事例の中で、目標概念を満たさない正しくない事例として扱う例
　　　　仮説生成の際の過度の一般化防止として使用される．
・背景知識：目標概念を学習するために必要な関連情報
　　　　事例に直接的に関係する知識だけでなく、間接的に関係する知識も含まれる．
・仮説：帰納推論によって得られる、目標概念を説明する規則
　　　　仮説は主に背景知識によって構成され、一般的な形は以下のようになる．
　　　　　　　　目標概念 :- 背景知識1,背景知識2, ...,背景知識n.

Progol

本研究では，帰納論理プログラミングシステムの一つであるProgolを利用した．Progol

は、S.Muggletonらによって開発されたトップダウン型の ILPシステムである．
このシステムは、正事例 E+、負事例 E−、背景知識 Bが一階述語論理の形式 (Prolog

プログラム)で与えられたとき、
B ∧H |= E+

B ∧H 6|= E−

を満たす仮説H を求めるものであり、仮説は表 3の集合被覆アルゴリズムにより複数生
成することが可能である．また，Progolでは背景知識として任意の Prologプログラムを
利用でき，さらに推論のコントロールのための情報として、モード宣言、タイプ情報、パ
ラメタ、determination宣言、commutative宣言があり、推論に対するより細かい設定が
可能なシステムである．

使用した述語

血液検査の検査値の変化を時系列データとして扱い解析する．この時系列を表現するに
あたり，２点間の状態の変化を表わす述語 state/6を使用した．この述語は state(X, Date1,

Date2, Test, Value1, Value2)という形であり，その意味は「患者Xは検査日Date1から
Date2にかけて検査項目Testの検査値がValue1からValue2になる」というものである．
ただし，検査日の間隔があまりに大きいと得られる規則が実用性のないものになってしま
うため，今回はDate1とDate2の間隔が４ヶ月以内になるように制限した．このような
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表 4: 述語 stateを使った規則の例

ifn response(X) :- state(X, d1, d2, gpt, v1, v2), state(X, d2, d3, gpt, v2, v3).

ある患者 XのGPTの値が検査日 d1から d2かけて v1から v2に変化し，検査日 d2
から d3かけて v2から v3に変化するならば，その患者Xには IFNの効果がある．

ifn response(X) :- state(X, d1, d2, gpt, v1, v2), state(X, d1, d2, ttt, v3, v4).

ある患者XのGPTの値が検査日 d1から d2かけて v1から v2に変化し，同じ時期に
TTTの値は v3から v4に変化するならば，その患者Xには IFNの効果がある．

検査項目の２点間の状態変化を表わす述語の連言により，検査項目間の共起性の表現やあ
る検査項目の一連の時系列が表現可能である (表 4)．

データの前処理
正例・負例の分類

正例・負例の分類にあたっては上記のとおりGPTによる分類に加え，HCV-RNAによ
る分類も行なった．実際には，まずGPTによる分類を行い患者を４つのグループ（著効・
有効・悪化・無効）に分けた．次に著効・有効であった患者についてHCV-RNAの様子
を調べ，これを表 5のごとく更に分類した．そしてCRであった患者計 55名を正例，IR

であった患者に悪化であった患者を加えた計 31名を負例とし，合計 86名の患者を対象と
する事にした．

表 5: 正例・負例の分類

分類 判定 人数 小計 合計

正例
著効＋CR 42

55
有効＋CR 13

著効＋ IR 15 86

負例 有効＋ IR 12 31

悪化 4

データの離散化

検査日及び検査値の離散化を行なった．検査日に関しては IFN投与開始日以前約５年
間 (1826日)のデータを使用し，IFN投与開始日からの相対日数を４週間（28日間隔）で
月単位に離散化することにした (1826日間→ 66ヶ月間)．一方検査値も，実数値のまま扱
うと探索空間が非常に大きくなり，また得られる規則の内容が非常に限定的で，実用的で
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表 6: 各試験における正答率

データセット 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均.
正答率 (％) 33.33 55.56 62.50 37.50 12.50 62.50 75.00 62.50 50.00 75.00 52.6

表 7: 出現回数の多い規則

得られた規則 Conf.[％] Supp.[％]
規則 1 [9] ifn response(A) :- state(A,22,21,got, very high, very high). 100 9.1
規則 2 [8] ifn response(A) :- state(A,2,1,alb,upper normal, upper normal). 94 29.1
規則 3 [8] ifn response(A) :- state(A,4,2,got, upper high, upper high). 100 7.3
規則 4 [7] ifn response(A) :- state(A,11,7,got, normal, normal). 100 7.3
規則 5 [7] ifn response(A) :- state(A,12,10,got, lower high, lower high). 100 5.5
規則 6 [7] ifn response(A) :- state(A,3,2,gpt, ultra high, ultra high). 88 12.7
規則 7 [6] ifn response(A) :- state(A,5,4,gpt, ultra high, ultra high). 88 12.7
規則 8 [6] ifn response(A) :- state(A,7,5,got, normal, normal). 80 7.3

ないものになることが予想されるので，医師の作成した離散化指標を元に４～７段階に離
散化することにした．解析対象の医療データには多くの検査項目があるが，今回の実験で
使用した検査項目は [GOT,GPT,TTT,ZTT,T-BIL,ALB,TP,T-CHO]の８項目である．

解析結果
上記の解析手法により IFNの効果を予測する規則を発見するため，Muggletonの作成し
た ILPシステムであるCProgol4.5を利用して 10-foldのCross-Validationで実験を行なっ
た．１回の実験で使用する例の数は，訓練例が 73～74例，試験例が 8～9例であった．各
試験における得られた規則集合の正答率2は表 6の通りである．また各訓練により得られ
た規則の中で出現回数の多かった規則を，各規則のConfidenceと Supportと合わせて表
7に載せておく．
表 7において，括弧 [ ]で囲まれた数字は，その規則の出現回数を表わす．規則１は 10

回の実験中 9回出現したという事である．この中で最も Supportが高かったのが，下記の
規則２であった．

• 規則 2　 ifn response(A) :- state(A,2,1,alb,upper normal, upper normal).

– 意味：IFN投与２ヶ月前から１ヶ月前にかけてALBが高めの正常値であれば
IFNが有効である

∗ confidence　 94.1％（＝ 16/17）
∗ support　　 29.1％（＝ 16/55）

2正例が得られた規則に当てはまる場合，あるいは負例が得られた規則に当てはまらない場合を正解とす
る．
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図 1: 解析結果の具体例

規則 2にあてはまる正例の患者のデータを図 1に掲載する．全般的には，前回のGPTの
みを利用した分類での実験時より Support値は高くなった．
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データマイニングのための前処理プラニング

研究協力者 城 敦 (東京工業大学情報理工学研究科)

研究代表者 沼尾 正行 (大阪大学産業科学研究所)

背景と目的
KDDステップの中で前処理のステップは、時間的コストが高いと指摘されているにも

かかわらず、十分な研究が行われてはいないステップである。これまでに私達は前処理の
研究としてTransXシステムを開発し、木構造とフィルタによるデータの前処理を提案し
た [1, 2]。これは木構造をデータ表示に用いることによって属性間の関係性を可視化し、
木構造の構造変換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
理を実現するというものであった。このシステムの中で、自動的に次のフィルタを提示す
る推薦機能、前処理のモデル化により各処理をユーザーが対話的に行う機能によって自動
化に対する試みも行われたが、あくまでも補助機能的なものであり、それを中心としたも
のではなかった。
そこで、本研究では前処理のコストを削減するために、今まで以上に自動化を進めるこ

とを目的とする。そのために、データの特徴を抽出したメタデータを作成し、メタデータ
に対する操作を考えることで前処理の順番をプラニングする手法を提案する。

前処理プラニング
前処理プラニングのアイディア

アイディアを説明する前に、前処理について簡単に考察する。
データの前処理は、既存のいくつかのファイルに対して属性選択、データクリーニン

グ、テーブルの結合といった操作をある順番で組み合わせ、実行することによって行われ
る。したがってこれから前処理を行おうとする解析者はまず「どのような操作」を「どの
ような順番」で実行するかを考えて決定しなければならない。これを後の説明のために以
下のように定式化する。

定義 1 (前処理) ファイルの集合をF、ファイルの集合に対する操作を c、ほしい前処理
済みファイルを ftとする。これによって前処理は

ft ∈ F ′ ∧ F ′ = cn(cn−1(...c1(F )...))

=
⊙n

k=1 ck(F )

を満たす
⊙n

k=1 ckを求め、これを実際に実行することであるとする。

この定義では
⊙n

k=1 ck というのが、前処理を実行するスクリプトを表している。した
がってこの

⊙n
k=1 ckを求めるという作業をできるだけ簡単に、できれば自動的に行うこと

ができれば前処理にかかる負担は低下する。
そこで次に提案手法のアイディアについて説明する。まず実データを簡単化したメタ

データというものを考え、その「メタデータに対する操作列」を求める。この時メタデー
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タに対する操作と実データに対する操作を対応させておけば、求めた「メタデータに対す
る操作列」からほしい「実データに対する操作列」を作成することができる。さらに、こ
の「メタデータに対する操作列」を人間が求めるのではなく、機械学習の手法であるプラ
ニングを利用することにより自動的に求める。これらによって、「実データに対する操作
列」を自動的に生成するというのが前処理プラニングのアイディアである。これを定式化
すると以下のようになる。
まずは、メタデータとメタデータに対する操作であるオペレータを定義する。

定義 2 (メタデータ) ファイルf(∈ F )から必要なデータだけを抽出したデータをメタデー
タと呼び d(∈ D)と表す。また、ファイルの集合F のそれぞれのファイルから作成したメ
タデータの集合をDであるということを

D = meta(F )

と表す。

定義 3 (オペレータ) メタデータに対する操作をオペレータと呼び oで表す。またあるオ
ペレータ oに対して

D′ = o(D) ∧ D = meta(F ) ∧ D′ = meta(F ′) ⇒ F ′ = c(F )

を満たす実データに対する操作 cが存在する時、cは oに対応していると呼び

c = entity(o)

と表す。

このオペレータの定義の後半部分は、メタデータに対する操作 oを決定すれば、そのメ
タデータに対応する実データに対する操作を entity(o)によって得ることができるという
ことを表している。これらの定義を利用すると以下のことを言うことが出来る。

定理 1 ほしい前処理済みのファイルを ft、ftから作成したメタデータを dtとすると

dt ∈ D′ ∧ D = meta(F )∧ D′ = meta(F ′) ∧ ∀ici = entity (oi) ∧ D′ =
n⊙

k=1

ok(D)

⇒ F ′ =
n⊙

k=1

ck(F ) ∧ ft ∈ F ′

を満たす1。

これはすなわち、
⊙n

k=1 ok を求めれば entity(oi)によって
⊙n

k=1 ckが求められるという
ことになる。今までの定義、定理を図示したものが図 1である。
ここで、自動化を進めるためにプラニングシステムに注目する。プラニングシステムで

は、初期状態、ゴール状態からプラニングアルゴリズムによって行為のプランを自動的に
作成する。そこでDを初期状態、dtをゴール状態、oの集合Oplannerを行為の記述の集合
としてプラニングアルゴリズムにかけられるようにこれらを設計すれば、行為のプランと
して自動的に

⊙n
k=1 okを得ることができる。

以上が、前処理プラニングのアイディアである。
1証明は省略するが nに対する帰納法による
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c = entity(o)D = meta(F)

dt

実データ

メタデータ

F
ft

D' = meta(F')

図 1: 実データとメタデータ

実現

前節で述べた前処理プラニングのアイディアを実現するためにはさまざまな問題があ
り、それを解決する必要がある。ここではそれらの問題を挙げると共に解決策を考える。

• メタデータの設計
メタデータをプラニングに利用するには、メタデータが次の事柄を満たす必要が
ある。

– 実データの変化を表すことができること
提案手法では、メタデータの変化によって実データの変化を間接的に観察する
ため、メタデータに実データの変化を表現できる程度の表現力が必要になる。

– ゴール状態を記述できる程度の複雑さであること
プラニングを実行するためには、ゴール状態を記述できなければならない。し
かし、極端なことを言えば、まったく抽象化してない実データにおいてゴール
状態というのは、ほしい前処理済みファイルそのものである。したがって、そ
れを記述することは不可能である。このゴール状態を記述するのに大きな手間
がかかるようではプラニングのアイディア自体が無意味になってしまう。また、
あまりに複雑なゴール状態はプラニングの過程における探索空間を大きくして
しまうためできるだけ避けたい。以上より簡潔にゴール状態を記述できる程度
の複雑さにする必要がある。

これらの関係を解決するためにはシステムの設計者が一定の根拠を持って決める以
外にはない。そのため実データに対する操作を考察すると、属性の変化によって表
データの変化の大部分を観察できることがわかった。そこで現在のところそれぞれ
のファイルに対して「属性名」、「どの属性でソートされているか」、「候補キー」を
メタデータとすることにした。
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• 各オペレータの設計
ひとつひとつのオペレータは前述のメタデータに対する操作として設計する。した
がってその効果および前提条件は基本的に属性を変化させるものということになる。
さらに、意識的に順番を指定することもできるように、各オペレータはそれぞれの
オペレータに応じた IDを持ち、効果としてオペレータを実行したという情報を残
す。順番を指定する際には、前提条件に実行しておいてほしい IDを追加してやれば
よい。

• 行為の記述の集合Oplanner

実ファイルに対する操作と対応させることを考えると、用意すべきオペレータの数
はかなり多くなることが予想できる。それらをすべてOplannerとしてプラニングを
実行しようとすると探索空間が大きくなりすぎて現実的ではない。また、複数の実
ファイルに対する操作をひとつのオペレータで抽象化するという方法だと、プラニ
ングを実行した後に entity(o)によって cがひとつに定まらず、実際の操作列があい
まいなものになってしまう。

そこで、システムが自動的に挿入できる基本的な操作Obasicはあらかじめ用意し、他
の操作に関してはシステムが用意したOallの中からユーザーが実行したい操作Ouser

を選択してOplanner = Obasic ∩Ocaseとすることでプラニング用のオペレータセット
を作成することにした。

機能拡張

実データに対する操作でも、知識のある人がいくつかの操作をまとめてマクロとして用
意しておくことで、初心者の経験の少なさをカバーすることができる。本手法でも、いく
つかのオペレータを合わせたマクロを用意することができる。従来のマクロとの違いは、
その処理の順番を規定していないと言う点にある。今まで定義してきた記号を利用する
と、従来のマクロが

⊙j
k=i ckと適用の順番も決まっているものであるのに対して、提案手

法におけるマクロはOmacro ⊂ Ouser となるOmacroであるので、それが適用される事例に
よって実際の適用の順番が変わってくる場合がある。
これらのマクロと同様にして、Ouser自体をマクロとして扱うことで柔軟な事例の再適

用が可能になる。次節の実験においてこの例を挙げる。

実装および実験
実装においては、実データに対する処理 cとしてMUSASHI[4]のコマンドを利用した。

オペレータの設計の際にはMUSASHIのコマンドと 1対 1に対応するように設計し、記述
もMUSASHIのコマンドと同様に記述するようにした。またプラニングを行うプラナと
しては IPP[3]を利用した。

実験

肝炎のデータを用いて、手法を適用した事例を挙げる。
初期状態となるメタデータは表 1、ほしいゴール状態は表 2の通りとする。表 1におい

て、basefileが最初の入力ファイルとなり、その他は表の結合の際に利用されるファイル
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となる。また、初期状態のメタデータは自動的に取得され、ゴール状態はユーザーが記述
する

ファイル名 属性
basefile MID,test date,GOT,GPT,ZTT,TTT

bio MID,hepatype,bio date,fiber,activity

pt MID,gender,birthday

表 1: 初期状態その１

ファイル名 属性
basefile2 MID,to ifn start month,

GOTagg,GPTagg,ZTTagg,TTTagg

表 2: ゴール状態

これらのデータに対して、次の操作を行う

• インターフェロン投与開始日からの相対検査日を求める。
• 相対検査日を月（28日）単位に離散化する。

• 同じ月に複数の検査を行った場合、各検査値を集計する。

• B型肝炎の患者を選択する。

• すべての検査値がNULL値であるレコードを削除する。

この操作を行うためにユーザーが記述するオペレータセットが図 2である。これを記述す
る際には順番は問わない。これらの入力情報を使ってプラニングを行い、生成した実デー
タに対するスクリプトが図 3になる。

xtcal -c 'day($ifn_start_date,$test_date)' -a to_ifn_start 
xtcal -c 'down($to_ifn_start/28,1)' -a to_ifn_start_month
xtdelnul -f GOT,GPT,ZTT,TTT
xtselstr -f hepatype -v B -r 
xtagg -k MID,ifn_start_month

-f GOT:GOTagg,GPT:GPTagg,TTT:TTTagg,ZTT:ZTTagg
　　　 -c avg

図 2: オペレータセット

これを見ると、しっかりとした技術を持つ人間が書くよりは冗長なものになるが、実行
できる実データに対するスクリプトが生成されていることがわかる。このスクリプトが必
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xtdelnul -f GOT,GPT,ZTT,TTT -i ./basefile.xt |
xtjoin -k MID -f ifn_start_date -m ./ifn.xt |
xtjoin -k MID -f hepatype -m ./bio.xt |
xtcal -c 'day($ifn_start_date,$test_date)' -a to_ifn_start |
xtselstr -f hepatype -v B -r | |
xtcal -c 'down($to_ifn_start/28,1)' -a ifn_start_month |
xtcut -f ifn_start_date -r |
xtcut -f hepatype -r |
xtcut -f test_date -r | 
xtcut -f to_ifn_start -r | 
xtagg -k MID,ifn_start_month 

-f GOT:GOTagg,GPT:GPTagg,TTT:TTTagg,ZTT:ZTTagg
　　　 -c avg -o ./basefile2.xt

図 3: スクリプト

ずしもユーザーの意思に沿っているという保証はできないが、少しの修正で実際に使える
スクリプトになるであろうと考えている。また適用順番が自動的に決定されているのと共
に「xtcut -f（属性の削除）」や「xtjoin（属性の結合）」が自動的に追加されていることが
わかる。これらが自動的に追加されることで、初期データの構造に対して柔軟性を持たせ
ることができる。
この処理の柔軟性について見るために入力データの構造が表 3のように変更になったと

する。与えるオペレータセットは同じ表 2であり、ゴール状態も表 2のまま変更はない。
これを利用してプラニングを行うと表 4のようになる。これを見ると、若干ではあるが処
理の順番が変わっており、自動的にGOT,GPT,ZTT,TTTのそれぞれのファイルから必要
な属性を結合したあとに xtdelnul(null値であるレコードの削除)を実行するようになって
いるのがわかる。

ファイル名 属性
basefile MID,test date

bio MID,hepatype,bio date,fiber,activity

pt MID,gender,birthday

GOT MID,test date,GOT

GPT MID,test date,GPT

ZTT MID,test date,ZTT

TTT MID,test date,TTT

表 3: 初期状態その２

まとめと今後の課題
前処理にプラニングシステムの技術を適用して自動化を進めるアイディアについて説明

し、その実現方法について考察、実験を行った。今後この手法の有効性について実験、考
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xtjoin -k MID,test_date -f GOT -m ./GOT.xt -i ./basefile.xt |
xtjoin -k MID,test_date -f GPT -m ./GPT.xt |
xtjoin -k MID,test_date -f ZTT -m ./ZTT.xt |
xtjoin -k MID,test_date -f TTT -m ./TTT.xt |
xtjoin -k MID -f ifn_start_date -m ./ifn.xt |
xtjoin -k MID -f hepatype -m ./bio.xt |
xtdelnul -f GOT,GPT,ZTT,TTT |
xtcal -c 'day($ifn_start_date,$test_date)' -a to_ifn_start |
xtselstr -f hepatype -v B -r | |
xtcal -c 'down($to_ifn_start/28,1)' -a ifn_start_month |
xtcut -f ifn_start_date -r |
xtcut -f hepatype -r |
xtcut -f test_date -r | 
xtcut -f to_ifn_start -r | 
xtagg -k MID,ifn_start_month 

-f GOT:GOTagg,GPT:GPTagg,TTT:TTTagg,ZTT:ZTTagg
　　　 -c avg -o ./basefile2.xt

図 4: スクリプトその２

察を進めると共に、この手法に基づいたツールの開発を進めていきたいと考えている。
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Background

In human brain, there are billion neurons each of which may connect to the other

thousands of neurons. [4] Each neuron receives the input signals from other neurons

through the dendrites and sends the output signals to other neurons along the axon as

shown in Figure 1. The signals are sent through the neurotransmission process that takes

place at the connection point, called synapse. The neurotransmitters from the sending

neuron bind to the appropriate receptors of the receiving neuron.

Dopamine is a kind of the neurotransmitter that binds to dopamine receptor in signal

transfer process. The abnormal function of dopamine or dopamine receptor causes some

severe diseases, e.g. parkinson and schizophrenia. The low level dopamine condition

causes the parkinson disease. On the other hand, a high density of dopamine is a major

cause of the schizophrenia disease. To develop the drugs for schizophrenia victims, the

scientists use the dopamine antagonist molecules to block binding between dopamine and

dopamine receptor.

In our experiment, the raw data is the molecule information expressed in term of po-

sitions in three dimension space of atoms, types of atoms, and types of bonds. The

molecules in our data set are divided into 4 classes of dopamine antagonist activity, i.e.

D1, D2, D3 and D4. However, this chemical compound data cannot be described us-

ing a fixed number of features as in the propositional domain because each compound

consists of a variable number of atoms and bonds. Thus, we employ Inductive Logic

Programming (ILP) approach to deal with this domain because ILP can better handle

the molecule information by using first-order knowledge representation and the output of

ILP is a rule set that also shows the antagonist class-characteristics that is very useful for

drug development.

Inductive Logic Programming

In recent years, ILP systems have been successfully applied to the chemical compound

domains. [1, 2, 3] ILP is a well-known approach that combines the advantages of logic

program with Machine Learning technique. ILP learns the target concept from positive

examples, negative examples and background knowledge that is the additional information

of the domain. The output of ILP is a human-understandable rule set expressing the

concept of positive examples.
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図 1: The neuron structure

In our experiment, we used an ILP system, Aleph [7], to construct the rules that

would be used to classify the unseen examples. Rules constructing procedure of Aleph

employs Inverse Entailment algorithm that is previously used by Progol [5] to produce

the most specific clause, called bottom clause. Then, to find the best generalized clause,

we selected the randomized search method using an altered form of GSAT algorithm [6]

that was originally proposed for solving propositional satisfiability problems. The GSAT

algorithm provided by Aleph system is modified to suit the clause searching process in

ILP fashion as shown in Figure 2.

Dataset

In our experiments, we used the dataset from the MDDR database of the MDL Inc. This

dataset consists of 1366 molecules divided into 4 dopamine antagonist activity classes, i.e.

D1, D2, D3, and D4. The information of molecules is expressed in term of positions in

three dimension space of atoms, types of atoms, types of bonds, and dopamine antagonist

activity of molecules. However, the positions in three dimension space are not useful for

discriminating examples because a molecule can rotate or move to other positions in the

space. Hence, we converted the positions of atoms to the relations between atoms and

bonds. We represented the information of atoms, bonds, and distances between atoms in

term of 3 predicates, atm/6, bond/6, and link/4, respectively. The details of these three

predicates are described below:

• atm(A,B,C,D,E,F) represents that the atom B is in molecule A, this atom is type C,

this atom forms a bond with oxygen atom if D is 1, otherwise it does not link to any

oxygen atom, this atom has distance E to the nearest oxygen atom, and this atom

has distance F to the nearest nitrogen atom.

okada
2

okada
班名

okada
100



班名 3

Input: a bottom clause α, number of tries N, and number of moves M

Output: a generalized clause

currentbest := Null

for i = 1 to N do

current := a legal clause randomly drawn from α

if current is better than currentbest then

currentbest := current

for j = 1 to M do

next := best local move from current

if next is better than currentbest then

currentbest := next

current := next

return currentbest

図 2: GSAT algorithm provided by Aleph system

• bond(A,B,C,D,E,F) represents that the bond B is in molecule A, this bond has atom

C and D on each end, this bond is type E, and this bond has length F.

• link(A,B,C,D) represents that in the molecule A, the distance between atom B and

C is D.

Experimental Results

Rules Accuracy

We applied randomized search method using GSAT algorithm provided by Aleph system

in our experiments. This dataset is multi-class domain so we used the one-against-the-rest

method to construct the rules for each class. The examples of target class are used as

positive examples while the examples of the other classes are used as negative examples.

For example, to construct the rules for D1 class, all training examples of D1 class were

labelled as positive and all training examples of other classes were labelled as negative. In

order to evaluate the accuracy of the rules, we employed 10-fold cross validation method.

The accuracy of the output rules is shown in Table 1.

The accuracy shown in Table 1 was separately evaluated when the rules were used to

classify the test examples as positive or negative class. The covered examples were clas-

sified as positive while the uncovered examples were classified as negative. The accuracy

of each class was obtained from the test set consisting of positive examples from the test

set of that class and negative examples from the test set of other classes. The accuracy

in Table 1 shows the high accuracy of the rules from each class.

When we needed to classify a test example into 4 classes, the test example was easily

classified if this example matched with the rule from only one class. On the other hand,
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表 1: The accuracy of the rules used to classify the test examples as positive or negative

class
Class Accuracy (%)

D1 96.12

D2 86.52

D3 93.12

D4 87.79

the test example cannot be classified if this example matched with the rules from more

than one class or unexactly matched with any rule in the rule set. In this experiment,

we simply selected the majority class as the default class. When the test example was

covered by the rules from more than one class, this example was classified as the class

that had a higher number of training examples. Moreover, when the example was not

exactly matched with any rule, we classified this example as the class that had the highest

number of training examples. Finally, we achieved 78.62% of accuracy by running 10-fold

cross validation method.

Examples of Rules

In this section, we show some high coverage rules obtained from the experiments and

the pictures of some molecules covered by the rules. The examples of rules are shown

below.

molecule(A,d1) :- link(A, B, C, D), bond(A, E, F, C, G, H),

D=6.9, H=1.4, bond(A, I, J, F, K, H),

bond(A, L, M, J, G, H), bond(A, N, B, O, G, P).

[Positive cover = 53 Negative cover = 5]

molecule(A,d2) :- atm(A, B, C, D, E, F), C=n, bond(A, G, B, H,

I, J), gteq(J, 1.5), atm(A, L, M, D, N, O),

N=5.1, O=1.5.

[Positive cover = 42 Negative cover = 1]

molecule(A,d3) :- link(A, B, C, D), D=4.1, atm(A, B, E, F, G, H),

H=4.1, bond(A, I, B, J, K, L), bond(A, M, C, N,

K, L).

[Positive cover = 56 Negative cover = 1]

molecule(A,d4) :- link(A, B, C, D), D=4.4, bond(A, E, C, F, G, H),

bond(A, I, F, J, G, H), bond(A, K, L, C, G, H),
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図 3: The molecules covered by D1 rule.

bond(A, M, J, N, G, H).

[Positive cover = 130 Negative cover = 8]

The molecules covered by each rule are shown in Figure 3, 4, 5, and 6, respectively. The

colored atoms, the colored bonds, and the dashed lines show the molecule characteristics

that match with the rule.

Conclusion and Future Works

The first-order rules obtained from our experiments can accurately classify the unseen

examples and clearly show the molecule characteristics of each dopamine antagonist class.

However, when an unseen example is covered by the rules from more than one class or

uncovered by any rule, only ILP rules cannot correctly classify this example. Thus, we

will continue our research to employ other approaches to improve the accuracy of the

original ILP rules in these cases.
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図 4: The molecules covered by D2 rule.

図 5: The molecules covered by D3 rule.
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図 6: The molecules covered by D4 rule.
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　　　OLAP指向空間情報モデルによる交通計画

研究分担者 河野浩之 (京都大学大学院情報学研究科)

研究協力者 羽藤英二 (愛媛大学工学部)

背景
GPS機能付き携帯端末や PHSをはじめ，高度化する各種センサーを用いた位置情報検

索を応用したコンテンツ配信が急速に浸透しており，地理情報システム (GIS: Geographic

Information System)のアプリケーションの実用化が進んでいる．また，交通計画に用い
るトリップデータ収集技術とデータ利用方法にも変化が生じている [1, 12]．そこで，長期
間にわたるトリップデータを交通データウェアハウスに蓄積し，処理コストの高い解析的
な処理を行うために，我々は，データベースやデータマイニングに関わる近年の研究動向
を踏まえながら，交通計画に役立つ OLAP指向空間情報モデルを提案し，トリップデー
タを交通データウェアハウスにおいて活用するための技術開発を進めている [3, 6, 5, 7, 8]．
以下，交通データウェアハウスとデータマイニングについて簡単に述べ，基本的なデー

タ構造である時空間インデックスと空間問合せを紹介する．さらに，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)技術を踏ま
えて，交通計画のための

∑
-treeを用いたOLAP指向空間情報モデルの提案と，システム

構成について述べる．

交通データウェアハウスとマイニング
種々のセンサーや携帯端末から収集された位置データをトリップデータに加工し，交通

データウェアハウスへと長期間蓄積する技術を確立させることで，交通量分布を推計する
交通計画の手法が大きく変わる．その規模は，物流に大きな影響を与えている販売時点管
理システム (POS: Point of Sales)をはじめとする各種データウェアハウスと同様，テラバ
イトからペタバイト級へと成長するものと予想される．
特に，追記型のデータ蓄積を行うデータウェアハウスでは，問合せ処理コストと記憶領

域コストの両者のバランスを考慮したシステム設計が必要である．そのため，データ利用
の主軸を明確にしたうえで，時間区間を考えた期間別データを構成し，要約データや履歴
データなどを用いながら，ビュー実体化 (view materialization)やデータキューブに基づ
くシステム構築が必要である．
なお，交通システムに関わるデータマイニングの研究例として，文献 [9]や，Shashiら
の研究 (http://www.cs.umn.edu/research/shashi-group/)がある．この種の時空間データ
を扱うタスクは，地理データや画像データなどを扱う空間データマイニング (spatial data

mining)と呼ばれる領域と関係する．現在，データマイニングツール (Data Mining Tools)

が多数商用化されていることから [4]，これまで交通システムのデータ処理に対して個別
に試みられてきた人工知能の多くの手法を，より容易に比較する機会が得られつつある．
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トリップデータ処理
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
技術として，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述
べる．

トリップデータに対するインデックス構造

携帯端末から収集されるデータは，ID，日時，携帯端末が探知したアンテナ数，位置
座標 (緯度，経度)，速度の各座標成分，地図データベース内に建物情報がある建物内など
の判定ビット，さらに，地点情報などで構成され，1点あたり 80バイト程度からなる1．
この種の空間データを効率的に蓄積・検索する基本的技術として，データの空間的配置

に基づいてバケット (bucket)と呼ぶ領域に再帰的に分割する階層的データ構造と空間イ
ンデックスがある．そして，蓄積の対象とするデータ型や分割規則などによって，多様な
手法が提案されてきた．
また，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．その他，時制データ (temporal data)

に対するAP-Treeや TP-Indexなどがある．
なお，時々刻々と変化する多数の移動体の位置データ管理と解析を必要とすることから，
静的な空間インデックスでは，データ更新による負荷の増大が問題となるため，移動体の
将来の位置を考慮した空間インデックスであるTPR-tree (Time Parameterized R-tree)[10]

などを必要とする [11]．
【TPR-tree[10]】

TPR-treeは R-tree構造に基づくが，各ノードに対応する d次元長方形の位置や大きさ
を時間関数で表現する．したがって，オブジェクトのグループ生成手法は R-treeと異な
り，現在から将来にわたって位置が近いと推測できる位置データを同グループに索引付
ける．
すなわち，TPR-treeは，時刻 t = tref において，位置 xref，速度 vをもつ移動体に対

して，時刻 t(t > tref )における位置 x(t)を，(1)式を用いて近似する．

x(t) = xref + v(t − tref ) (1)

そして，位置 x，速度 vに対し，(x,v)空間内の距離が近いものを同一ノードに格納す
る．このことによって，境界長方形の時間経過による拡大を抑制しながら効率的な空間イ
ンデックスを生成する．
もっとも，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なければならない．

1各種センサーを装着することで多様なデータ収集を試みつつある．
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位置情報予測に関わる問合せ処理

本節では，交通工学の視点から，移動体から得られた位置データをどのように管理・解
析すべきかを考えた問合せについて述べる．
【位置検索処理と経路推定】
携帯端末から得られた位置データに測定誤差が存在することを考慮した上で，地図上の

位置を決定する．例えば，位置データを中心とする誤差半径をもつ円を描く領域の検索処
理を必要とする．もし，ここで，Quadtreeが利用できるならば，誤差半径の円を被覆す
るバケット内のオブジェクト検索を行えば良い．そして，それらのバケット内に格納され
た道路線分と道路ノードとの距離を求めることで，地図上の位置特定が合理的に行える．
次に，時間的に変化する連続した位置データが得られている場合，その移動経路推定

が必要となる．例えば，携帯端末を中心とする円を用いた経路推定アルゴリズムである
Screening法が，朝倉らにより提案されている [12]．しかし，空間インデックスの性質を考
慮するならば，正方形 (誤差半径円に対するMBR (Minimum Bounding Rectangle) )を
利用する方が効率的に検索できる．
【合理的移動経路推定】
より精度の高い経路推定を行うには，さまざまな移動体の特性にあわせながら，移動時
間や滞在時間を考慮して，より合理的な移動経路を推定する必要がある．そのため，移動
体から得られた位置データと，道路線分，道路ノードとの最短距離を求めて地図上で候補
集合を生成し，さらに，これら候補集合に対して通過時刻を考慮しながら最短経路をダイ
クストラ法で求める．そして，交通手段や一方通行などの非空間属性による制約をも考慮
した上で，合理的移動経路を推定する方法を提案した．
【時空間問合せと交通データ処理】
移動オブジェクトに関する以下の 3種の時空間問合せ [10]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): 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．

このように，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．
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交通計画に対するOLAP指向空間情報システム
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．

OLAP指向空間情報モデル

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．しかしな
がら，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，個人 iについて移動/滞在の判定を行い，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．
以上の操作と，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．
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．

∑
-treeの提案

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．
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 1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．
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
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(<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 1:
∑

-treeのノードにおけるデータの状態

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．

位置情報システムのアーキテクチャ

多数の移動オブジェクト管理と，交通管制・情報提供に利用可能なシステム構成を必
要とする．まず，基本となる空間データベースには，少なくとも，移動体から得られる位
置データと道路地図データを格納しなければならない．そして，移動体の位置データを
∑

-treeに格納し，道路データを Quadtreeで索引付ける．
なお，携帯端末から収集される位置データと速度データには，測定誤差が含まれるた
め，移動体位置と速度に対して，地図データに基づいた補正を必要とする．その後，蓄積
された空間データに対して，先に述べた空間問合せが実行される．
ここで，位置情報処理システムのアーキテクチャとして，携帯端末から得られた位置

データを格納する時点で補正し，補正後のデータに対して索引付けを行って蓄積する「入
力時補正システム」を採用する．
空間データマイニングを行う場合には，操作対象に含まれる問合せ領域が広く，条件を

満足するオブジェクト数が多いと考えられるので，入力時補正システムを採用する方向で
考えるべきである．

むすび
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．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思われる．
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Decision-Tree Graph-based Induction法による
肝炎データからの診断知識発見

研究協力者 ジアムサクン ワロドム (大阪大学産業科学研究所)

研究分担者 吉田 哲也 (大阪大学産業科学研究所)

研究協力者 大原 剛三 (大阪大学産業科学研究所)

研究代表者 元田 浩 (大阪大学産業科学研究所)

研究分担者 鷲尾 隆 (大阪大学産業科学研究所)

研究協力者 横井 英人 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)

研究協力者 高林 克日己 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)

目的
肝生検は肝炎の進行程度を正確に計測できるが，検査費用が高く，また身体的負荷が大
きいという課題がある．このため，血液検査や尿検査などの一般的な検査からの肝炎の進
行状況を予測することが重要となる．通常 1回の検査で複数の項目について計測するが，
1回の検査における検査結果を 1つのレコードに変換した場合，検査項目間にも病態を反
映した相関があると考えられる．また，各レコードも患者の病態推移の影響を受けるため
独立ではなく，時系列的な相関が強いと考えられる．両者の相関を同時に反映して肝炎の
進行状況を予測するためには，同時に行われる検査値の共起と時系列的な共起を合わせて
表現できるパターンを抽出し，抽出したパターンを用いて予測を行うことが重要となる．
著者らはこれまで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 [8, 2]を用いてグラフ構造データから属性および属性値を生成し，決定木を構築
していく手法Decision Tree – Graph-Based Induction（DT-GBI法）を提案してきた．本
稿では，1) 探索範囲を拡大するためのビーム探索，2) 枝刈りを導入し，探索性能と予測
精度を改良したDT-GBI法について述べ，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DT-GBI法を適用した結果を報告する [6]. DT-GBI

法では患者全体に対するグラフ集合（1つのグラフが各患者に対する一連の検査結果を表
す）から特徴的なパターンを抽出し，抽出したパターンを用いてグラフ集合を分類する決
定木を構築する．実験 1および実験 2では線維化の段階（程度）をクラスとし，血液検査
の時系列のみで第 4段階（肝硬変）の患者とそれ以外の段階の患者を分類する決定木を構
築した．実験 3では肝炎の型（BまたはC）をクラスとし，実験 4ではインターフェロン
の奏功率をクラスとして決定木を構築した．本稿では実験で得られた決定木とその予測精
度，および決定木の分岐ノードで用いられた分類に効果的な検査パターンについて報告
する．
この肝炎データ解析についてはこれまで様々な研究結果が報告されている．文献 [7]は
連続値である検査結果を離散化せず，時系列データに対して決定木を構築した結果を報告
している．文献 [1]の手法では時系列データを処理するために検査値の時間変化のパター
ンを抽象化してシンボルに置き換えて分類器を構築している．文献 [10]は多重スケール
マッチングを用いて時系列データを比較し，ラフセット集合に基づいてクラスタリング
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を行っている．文献 [9]も一定期間の時系列データをクラスタリングして時系列変化のパ
ターンをカテゴリに分割し，分割後のデータに対して分類器を構築している．

Decision Tree Graph-Based Induction

DT-GBI(D)

Create a node DT for D

if termination condition reached

return DT

else

P := GBI(D) (with the number of

chunking

specified)

Select a pair p from P

Divide D into Dy (with p) and Dn

(without p)

Chunk the pair p into one node c

Dyc := contracted data of Dy

for Di := Dyc, Dn

DTi := DT-GBI(Di)

Augment DT by attaching DTi as its

child along

yes(no) branch

return DT

図 1: DT-GBI法のアルゴリズム

DT-GBI法は，Graph-Based

Induction（GBI法） [8, 2]を用
いてグラフ構造データからペア
逐次拡張（チャンキング）によ
り特徴的なパターンを抽出し，
抽出したパターンを分類に使用
する属性とみなして決定木を構
築する手法である．抽出したパ
ターンを属性とみなし，各グラ
フにおけるパターンの有無を属
性値として属性－属性値表を作
成する．属性値は “yes（パター
ン有り）”と “no（パターン無
し）” のいずれかであるため決
定木は二分木として表現される．
決定木の分岐ノードにおいて分
類に効果的なパターン（ペアと
して表現される）を選択するた
びに，選択したパターンをチャ
ンキングにより 1つのノードに
書き換える．このため，初期段
階では単に 2つのノードとその
間のリンクとして表現されたペ
アが，再帰的にチャンキングを
繰り返すことで徐々に大きなパターンに成長していく．

GBI法はGreedy探索によりパターンを抽出し，全ての探索空間を完全に探索するわけ
ではないため，分類に有効なパターンを見つけ出せない恐れがある．DT-GBI法で構築し
た決定木の予測精度は決定木の分岐ノードで使用可能なパターンに依存するため，分岐
ノードで分類に効果的なパターンを見つけ出せないことで決定木の予測精度が低下する
恐れがある．この課題に対処するため，Beam-wise Graph-Based Induction（B-GBI法）
[3]で用いたビーム探索をDT-GBI法でのパターン抽出に導入して探索範囲の拡大を図っ
た．また，過学習を防ぐために，機械学習法C4.5 [5]と同様に二項分布の信頼区間に基づ
いた枝刈りを導入した．
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図 2: データの前処理（離散化まで）
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図 3: データの前処理（グラフ構造への変

換）

前処理
データ洗浄 データには表記揺れが多く含まれるため，検査値が数字である場合は検査
値の先頭または末尾につく記号（+,H,Lなど）を削除した．なお，検査値が名義値の場合
には元データのままとした．

表形式データへの変換 検査項目を列とし，患者番号 (MID)・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データに変換した．使用した検査項目について
は肝炎データ解析結果の報告において述べる．全ての患者が同じ検査を受けたわけではな
いため変換後のデータには欠損値が多数存在する．今回の解析では以下で述べるように欠
損値がグラフに表現されないようにしたが，欠損値の補間も検討する必要がある．

検査値の揺らぎを表現する属性の追加 専門家（医者）が医学的に検査値の揺らぎが重
要と判断した特定の検査項目 (具体的には，GOT, GPT, TTT, ZTT)に対し，検査値の揺
らぎを表現するために一定期間の標準偏差（今回の実験では揺らぎに対する期間は全て
6ヶ月間とした）を計算し，新属性として追加した．

平均化 肝炎は通常緩やかに進行するため，毎回の検査結果（値）に大きな変化は見ら
れないことが多い．このため，一定期間にわたる検査結果を平均化し，その期間の代表値
として表現した．検査値には数値と名義値が混在する場合もあるが，数値属性では平均値
を，名義値属性では最頻値を平均化の期間内での値とした．

離散化 検査結果値をノードラベルとして表現すると，数値データに対してはラベルの
種類が膨大となり，数値の微小な差異が異なるラベルとして表現されるために頻出パター
ンがうまく抽出されない恐れがある．このため，離散化を行いノードラベルの種類を少な
くした．具体的には，専門家（医者）から離散化の範囲を明示的に指定していただいた 13

属性に対しては，その範囲に従って属性値を割り当てた [1]．それ以外の検査項目に対し
ては，ご提供いただいた検査項目ごとの正常下限，正常上限に従い，検査日の時点での検
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表 1: グラフのサイズ (線維化の段階での分類)

段階 F0 F1 F2 F3 F4 合計
グラフ数 4 125 53 37 43 262
平均ノード数 303 304 308 293 300 303
最多ノード数 349 441 420 414 429 441
最少ノード数 254 152 184 182 162 152

査値に応じて属性値を 3つの値（L=低い, N=平常, H=高い）に離散化した1．

また，検査値の揺らぎを表現するために追加した属性に対しては，GOT, GPTの標準
偏差は 5つの値（1=揺らぎが最も小さい, 2, 3, 4, 5=揺らぎが最も大きい）に，TTT, ZTT

の標準偏差は 3つの値（1=揺らぎが最も小さい, 2, 3=揺らぎが最も大きい）に離散化し
た．離散化までの処理を図 2に示す．

グラフ構造データへの変換 DT-GBI法で解析を行うためには表形式データをグラフ構
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
フとして表現し，各検査項目をグラフおけるリンクのラベル，それぞれの検査結果をその
リンクで接続されるノードのラベルとして表現してDT-GBI法への入力となるグラフ構
造データを作成した．まず中心にダミーノードを配置し，属性値のラベルを持つノードか
らダミーノードに属性名のラベルを持つリンクを張ることで一行分（1レコード）のデー
タを部分グラフとして表現した．その際，属性値が欠損している場合は対応するノードと
リンクを作成しなかった．次に，一レコードのデータを表す部分グラフ同士を時間経過を
表現するラベルを持つリンクで繋げて 1人の患者に対するグラフを作成した（図 3参照）．
図 3は 2ヶ月間隔で平均化したデータを 1レコードとした場合のグラフ構造を示す．

肝炎データ解析結果
DT-GBI法の設定

DT-GBI法で決定木を構築する際のパターンの評価関数として，チャンキングに対する
評価関数としてパターンの頻度を用い，チャンキング後に分岐ノードでのパターンを選択
するための評価関数としてパターンの情報利得 [4]を用いた．
決定木は次のいずれかの方法で構築した：1) 根ノードでNr=20回チャンクしてその他
のノードでのチャンク回数は 1回限りとする，2) 各ノードでNe=20チャンクする．決定
木構築後の枝刈りでは信頼水準 25%の悲観的枝刈りを用い，構築した決定木の予測精度
を評価した．実験 1,2,3では 10-fold交差検定の 10回平均で評価したが，実験の都合上実
験 4では 1回の 10-fold交差検定で評価した．
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線維化の段階での分類

線維化は {F0=正常, F1, F2, F3, F4=最も深刻：肝硬変 }の 5段階に分けられる．線維化
の段階をクラスとして，F4状態（LCとも呼ぶ）の患者とそれ以外の患者を区別する決定木
を構築した．生検検査後の治療の影響を除去するため，肝生検検査回数にかかわらず初回の
肝生検結果（線維化程度）を各患者のクラスとした．解析では次の 32個の検査項目を使用
した：ALB，CHE，D-BIL，GOT，GOT SD（GOTの標準偏差），GPT，GPT SD（GPT

の標準偏差），HBC-AB，HBE-AB，HBE-AG，HBS-AB，HBS-AG，HCT，HCV-AB，
HCV-RNA，HGB，I-BIL，ICG-15，MCH，MCHC，MCV，PLT，PT，RBC，T-BIL，
T-CHO，TP，TTT，TTT SD（TTTの標準偏差），WBC，ZTT，ZTT SD（ZTTの標
準偏差）．データ変換後のグラフのサイズを表 1に示す．
表 1に示すように，肝硬変（F4）状態の事例（グラフ）が 43個あるのに対し，その他
の状態の事例が合わせて 219個もある．クラス比の偏りが決定木の構築に影響を及ぼす
ことを防ぐために，事例数の割合を 2:3（肝硬変：肝硬変でない）に限定した．このため，
実験 1，実験 2 で使用したデータ数は，肝硬変状態の全て（43個）と肝硬変でない状態の
65個，計 108個とした．
一人の患者に対する肝生検はそれほど頻繁に行われるわけではなく，肝生検の日時と血
液検査の日時があまりに離れている場合には血液検査結果と肝生検結果の相関の信憑性
が低くなる．また，患者によっては複数の肝生検を行う場合があるが，生検検査後の治療
（たとえばインターフェロン投与）により血液検査結果が影響を受けることがあり，肝生
検の回数が増えるほどデータの信憑性が低くなる恐れがある．このため，肝生検を行った
前後 500日の間は同じ病理状態であると考え，各患者で初回の肝生検の前後 500日の検査
データに限定した．また，実験 1，2，3では，平均化の期間を 2ヶ月とした．

実験 1：F4段階 対 {F0+F1}段階
この実験では，肝硬変でない状態の事例として F0段階の全 4個と F1段階の 61個を用
いた．予備実験として 10-fold交差検定の初回でビーム幅 bを 1 ∼ 20まで変化させたとこ
ろ，決定木構築方法 1)と 2)でともに b=15の際に予測誤差が最低となった．このため，残
り 9回の 10-fold交差検定では b=15に設定した．
実験結果を表 2 の左半分に示す．決定木構築方法 1)(Nr=20) の平均誤差は 15.00%，

2)(Ne=20)の平均誤差は 12.50%であった．最良の誤差であった場合（7回目）と最悪の誤
差であった場合（8回目）での決定木の一例をそれぞれ図 4，5に示す．これらの決定木を
比較した結果，決定木の上位ノードで 3組のパターンが同じものであった．

実験 2：F4段階 対 {F3+F2}段階
この実験では，肝硬変でない状態の事例として F3段階の全 37個と F2段階の 28個を
用いた．実験 1と同様に 10-fold交差検定の初回でビーム幅 bを 1 ∼ 20まで変化させたと
ころ，決定木構築方法 1)と 2)でともに b = 14で予測誤差が最低となった．このため，残
り 9回の 10-fold交差検定では b = 14に設定した．
実験結果を表 2 の右半分に示す．決定木構築方法 1)(Nr=20) の平均誤差は 26.67%，

1単位の変更などにより正常範囲が変更したことも考慮した．
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表 2: 実験 1および 2における予測誤差（%）

実験 1 実験 2
回 Nr=20 Ne=20 Nr=20 Ne=20
1 14.81 11.11 27.78 25.00
2 13.89 11.11 26.85 25.93
3 15.74 12.03 25.00 19.44
4 16.67 15.74 27.78 26.68
5 16.67 12.96 25.00 22.22
6 15.74 14.81 23.15 21.30
7 12.96 9.26 29.63 25.93
8 17.59 15.74 25.93 22.22
9 12.96 11.11 27.78 21.30
10 12.96 11.1 27.78 25.00

平均誤差 15.00 12.50 26.67 23.52
標準偏差 1.65 2.12 1.80 2.39
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図 4: 実験 1での決定木 (Ne=20，予測精度最良)
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図 5: 実験 1での決定木 (Ne=20，予測精度最悪)

2)(Ne=20)の平均誤差は 23.52%であった．最良の誤差であった場合（3回目）と最悪の誤
差であった場合（4回目）での決定木の一例をそれぞれ図 4および図 5に示す．これらの
決定木を比較した結果，決定木の上位ノードで 2組のパターンが同じものであった．

考察

両実験での最良の誤差は実験 1(Ne=20)での 12.50%であり，全体的に，実験 1の予測
誤差は実験 2より低かった．この結果は，F4段階と {F0+F1}段階の間の差が F4段階と
{F3+F2}段階の間のものより直感的に大きいと考えられることに合致し，妥当な結果と
考えられる．
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図 8: 実験 2での決定木 (Ne=20，予測精度最良)
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図 12: 203番の患者のデータ

図 6，7，10，11に示すパターンは全
ての決定木の上位ノードに現れており，
F4段階の分類に十分に特徴的であると
考えられる．また，これらのパターンは
ほとんどが血液検査データにおいて肝生
検の後に現れており信憑性が高いと考え
られる．これらのパターンは患者データ
において 1つだけ含まれる場合もあれば
複数個含まれる場合もあるが，多く含ま
れるほどパターンの信憑性が高いと考え
られる．パターン 111を含む患者データ
の一例を図 12に示す．我々の手法では
欠損値を補填しないため，1つでも欠損
値であれば別のパターンとして扱われてしまう．図 12において，もし 2行目のTTT SD

の値が欠損ではなく “1”として扱うことができれば，パターン 111はこの患者に 4つ含ま
れるとみなせるためパターン 111の信憑性はより高くなる．
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表 3: グラフのサイズ (型での分類)
型 B型 C型 合計
グラフ数 77 185 262
平均ノード数 238 286 272
最多ノード数 375 377 377
最少ノード数 150 167 150

表 4: 実験 3における予測誤差 (%)
実験 3

回 Nr=20 Ne=20
1 21.76 18.65
2 21.24 19.69
3 21.24 19.17
4 23.32 20.73
5 25.39 22.80
6 25.39 23.32
7 22.28 18.65
8 24.87 19.17
9 22.80 19.69
10 23.83 21.24

平均誤差 23.21 20.31
標準偏差 1.53 1.57

実験 3: 型（BまたはC）での分類

データセットに含まれる肝炎の型はB型およびC型の 2種類であるため，B型肝炎の患
者とC型肝炎の患者を分類する決定木を構築した．実験1で準備したデータに対し，線維化
の解析と同様に初回の肝生検で判定された肝炎の型をクラスラベルとした．解析に使用し
た検査項目は概ね実験 1，実験 2と同じであるが，抗体および抗原の検査項目（HBC-AB，
HBE-AB，HBE-AG，HBS-AB，HBS-AG，HCV-AB，HCV-RNA）は肝炎の型を示すた
め解析から除外した．データ変換後のグラフのサイズを表 1に示す．実験 1，実験 2と同
様，B型とC型の事例のバランスを保つために，以下の実験では事例数の割合を 2:3（B

型：C型）とした．このため，実験で使用したデータはB型の全て（77個）とC型の 116

個（患者番号の若い順に），計 193個とした．
10-fold交差検定の初回で決定木構築方法 1)と 2)でともに b = 5で予測誤差が最低と
なったため，残り 9回の 10-fold交差検定では b = 5に設定した．　
実験結果を表 4に示す．決定木構築法 1)(Nr=20)の誤差 23.21%に対し，2)(Ne=20)の

誤差は 20.31%となった．最良の誤差を得た回（1回目）と最悪の誤差を得た回（6回目）

okada
122



type B
B=36, C=3

(2, 0)

Pattern 311
B=69, C=105

(8, 11)

Pattern 312
B=33, C=105

(6, 11)

Y N

Pattern 314
B=4, C=9

(1, 7)

type B
B=15, C=6

(3, 3)

NY

type C
B=14, C=90

(2, 7)

NY

type B
B=3, C=0

(1, 0)

type C
B=1, C=9

(0, 1)

Pattern 313
B=29, C=96

(5, 10)

NY

= Pattern 321

= Pattern 322

図 13: 実験 3での決定木 (Ne=20，予測精度最良)
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からのそれぞれの決定木の一例を図 13と 14に示す．これらの決定木を比較すると，決定
木の上位ノードで 2組のパターンが同じものであった（図 15と図 16参照）．これらのパ
ターンはほぼ全ての決定木の上位ノードに現れており，十分に特徴的であると考えられる．

実験 4: インターフェロンの奏功率

インターフェロンはウィルスを駆除する薬品であり，ウィルス量が少ないときほど効果
が高いとされるが，ウィルス量の測定は費用が高いため検査項目には入っていない．しか
し，専門家は他の検査項目からウィルス量を推定してインターフェロン投与のタイミング
を決定していると考えられる．実験では，インターフェロン投与直前の一定期間はウィル
ス量が（ほぼ）一定の同じ病理状態であると仮定し，その間のデータからインターフェロ
ンの奏功率を予測する決定木を構築した．具体的には，インターフェロン投与前日から投
与 90日間前までの検査データを抽出し，平均化の期間は 14日とした．また，抽出した期
間中のデータがインターフェロン投与直前の病理状態に直接的な影響を及ぼすことを仮定
しているため，実験 1，2，3とは異なり，平均化後の 1レコードを表現する各部分グラフ
とインターフェロン投与直前のレコードを表現する部分グラフが時間経過を表現するリン
クで直接繋がるようにグラフ構造に変換した．
インターフェロンの奏功率を表 5に示す．解析ではインターフェロンの奏功率をR (Re-

sponse), N (Non-response)のみの 2クラス問題として扱い，実験 1，実験 2と同じ属性を
使用し，10-fold交差検定の初回でビーム幅 bを 1 ∼ 20まで変化させたところ，10-fold交
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表 5: インターフェロンの奏功率
クラス 患者数

R ウイルス消滅を確認 56
N ウイルス存在を確認 84
? ウイルスの動向を示すデータなし 31

R? Rだが，信頼性に疑問が残る 9
N? Nだた，信頼性に疑問が残る 0
?? 判定できる情報が揃っていない 11

表 6: Ne = 20, b = 3でのテストデータに対
する分割表 (患者数)

予測クラス
真のクラス N R

N 5 0
R 1 3

表 7: Nrでのテストデータに対する分割表 (患
者数)

予測クラス
真のクラス N R

N 6 0
R 2 2

差検定での予測誤差は b = 3, Ne = 20で 18.75%，b = 3, Nr = 20で 31.25%であり，予測
精度にまだまだ改善の余地が残ることがわかった．

10回の fold中で最良のエラー率であった foldに対する分割表を表 6, 7に示す．表 6, 7よ
り，R (Response)をPositive, N (Non-response)をNegativeととらえらば，インターフェ
ロン投与の効果がなかった患者を「効果がない」と正しく予測するが，逆に，効果があっ
た患者を「効果がない」とするFalse Negativeの傾向があり，この傾向は他の foldでも見
られた．
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図 17: インターフェロンの奏功率に対

する決定木 (Ne = 20, b = 3)
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図 18: インターフェロンの奏功率に対する決定木 (Nr = 20,
b = 3)
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図 21: パターン R2(含まれれば Response)

決定木をNe, Nrに対してそれ
ぞれ図 17, 18 に示す．また，そ
れぞれの決定木で上位ノードに
現れたパターンを図 19,20,21に
示す．図 17の決定木のほうが図
18の決定木より構造は単純であ
るが，良い予測精度となってい
た．また，図 19のパターンは両
方の決定木の根ノードで使用さ
れており，インターフェロンが
治癒に効果的であった患者 (Responseであった患者) を十分特徴付けるものであると考え
られる．
図 19,20,21のパターンには時間経過の情報が表現されておらず，今回の解析では検査値
の推移や持続性がインターフェロンの奏功率に及ぼす影響に対する知見を得ることができ
なかった．チャンキング操作の際に時間経過に対するバイアスを用いることで時間経過の
情報を表現するパターンを抽出することは今後の課題である．また，検査値の相対的な時
間情報だけでなく，インターフェロン投与からの絶対的な時間情報（たとえば，インター
フェロン投与何日前にある検査値を持つこと）がインターフェロン奏功率の予測に重要で
あるとの知見を専門家からいただいているので，グラフ表現に変換する際にインターフェ
ロン投与からの絶対的な時間情報を表現するリンクを追加して解析を進める予定である．

まとめ
本稿ではDT-GBI法の改良について述べると共に，DT-GBI法による肝炎データセット
の解析結果について報告した．実験 1, 2では肝硬変状態の患者と肝硬変状態でない患者
を区別する決定木，実験 3では B型肝炎の患者と C型肝炎の患者を区別する決定木，実
験 4ではインターフェロンの奏功率を区別する決定木を構築し，その予測精度と抽出した
パターン例を報告した．
今後の計画としては，肝硬変でない患者を無作為に選択した場合を評価するとともに，
決定木構築に使用しなかった残りのデータに対する分類精度を評価する．次に，構築した
決定木の分岐ノードに使用したパターンを専門家（医師）に評価して頂き，パターンの価
値を評価する．また，データ分類の観点からDT-GBI法により決定木を構築してデータ
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分類に特徴的なパターンを抽出するとともに，データの説明の観点からそれぞれのクラス
に特徴的なパターンをB-GBI法により抽出し，パターンの差異に基づいて各クラスを特
徴付けるパターンの抽出に取り組む予定である．
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Introduction 
Our work to the hepatitis database, the common database provided to the Active Mining project 

[1], has followed the framework we set for our temporal abstraction approach. This framework 
includes not only the combined methods of temporal abstraction and data mining from the product 
of temporal abstraction, but also the post-process of extracted rules by using statistical 
significance estimations, which serves for the collaboration between domain experts and data 
miner by reducing the number of obtained rules and increasing the reliability of selected rules.  

Among the posed six challenges for the dataset [1], our focus is on these three problems:  
P1) Discovering the differences in temporal patterns between hepatitis B and C  
P2) Evaluating the effectiveness of interferon therapy 
P3) Discovering relationships between liver fibrosis stage and hepatocellular carcinoma onset. 

This paper briefly describes our temporal abstraction approach and reports the results obtained 
through the combination of temporal abstraction and data mining. They are selected with the 
indices of statistical significance. 

Temporal Abstraction 
 Temporal abstraction (TA) is a special data abstraction [2] that transforms time-stamped data into 
an interval-based representation of data by extracting their most relevant features so that the ways 
of TA are very context dependent. As well it is one approach to deal with time-related data in 
medical research. Generally TA process consists of two steps: basic temporal abstraction which 
abstracts time-stamped data within episodes, and complex temporal abstraction which acquires 
temporal relationships between findings from a basic temporal abstraction or findings from other 
complex temporal abstractions. From another point of view, we can see this as the combination of 
basic temporal abstraction and categorical data mining on abstracted data. Typical TA works 
include the knowledge-based TA framework [3]; methods for context-sensitive and 
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expectation-guided TA [4], [5]; methods for combining statistical and probability techniques with 
TA [6]. Such exist TA methods target to short periods and/or irregular time-stamped data, while 
the hepatitis database includes various medical tests items in irregular time sequences collected 
during long periods. 

Basic temporal abstraction on the hepatitis data 
Basic TA for the hepatitis data consists of two sequential steps: (1) determine typical 

abstraction patterns; and (2) assign each test sequence to an abstraction pattern. In order to 
achieve the first step, what we did are finding typical changing patterns among sequences, 
determining the representations of found patterns, and developing the parameters and algorithms 
to abstract each sequence to one of found patterns 

a) Finding typical changing patterns among sequences 
After observing many sequences of different attributes in the hepatitis database and having 

suggestions from experts, we decide to group significant medical tests into two according to their 
typical changing patterns. The value sequences of the first group show changes in the short-term 
and those of the second group show changes in the long-term. We call the former group the short 
term-changed tests (STCT) and the latter the long-term changed tests (LTCT). Value sequences of 
STCTs are characterized by their relatively stable states defined according to the normal ranges. 
Some sequences show peaks, the sudden and temporal outstanding values from their standard 
states, while value sequences of LTCTs are characterized by their slow and smooth change from a 
state to the other. Among sixteen most significant medical tests, GOT, GPT, TTT, and ZTT are 
classified as STCT, T-CHO, CHE, ALB, TP, PLT, WBC, HGB, D-BIL, I-BIL, T-BIL, and ICG-15 
are as LTCT.  

b) Determining the representations of found patterns 
As abstract representations are preferable to be easy to interpret intuitively, one of possible 

ways is to indicate whether a sequence is in the normal range or not in the abstract representation. 
For this purpose to use states such as “High”, “Low”, “Normal” and extended values of those is a 
simple solution. However, the sequence change its value in each time points, it is also necessary to 
describe the changes. We introduce notions of “base state” and “peak” for characterizing STCTs, 
the notion “change of state” for LTCTs, and TA primitives as components; state primitives, trend 
primitives, relation and peak. The state primitives, to represent the state of a sequence in relation 
to the defined normal range, and trend primitives, represent the tendency of a sequence, are used 
for describing the “change of state” connected by relations (“>”, “&”, “/”, and “-“, for example 
“>” means change state to) and state primitives and peak are used for describing the “base state” 
and “peak” connected by a relation “&”.  

By observation and TA primitives, 8 typical abstract patterns for STCT and 22 typical patterns 
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for LTCTs are determined as in Figure 1. We also develop the algorithms to abstract each temporal 
sequence to one of the typical abstract patterns based on the characteristics of changing patterns of 
STCTs or LTCTs. Details are in [7]. 

Finally, we get the dataset describing a patient as a tuple with his/her abstracted medical tests, 
and those tests can be dealt with as categorical attributes in next. 

      

Figure 1: Typical Abstract patterns for LTCT (left) and STCT (right) 
 

Data mining 
 We apply categorical data mining algorithms to the data obtained by temporal abstraction, 

including LUPC of D2MS[8], C4.5[9] (or See 5), and Apriori [10] from ClementineTM [11]. 
Generally each algorithm produces different numbers of rules among medical tests according to 
value setting for their parameters. They are too many to be evaluated manually. In order to 
discover interesting knowledge to the domain, as extracted rules have to be evaluated by experts 
(in our case, it is by doctors), the post process to trim the results is a big factor. During discussion 
about the extracted rules, doctors want to know how the rule or a set of rules cover the instances, 
which rules are statistically significant. We can employ such a view on the whole obtainings to 
provide reasonable sets of rules to our evaluators. 

Statistical significance 
There are various ways of estimating statistical significance of discovered prediction rules or 

pruning discovered associations. In [12] the authors tested the hypothesis concerning the 
proportion of a database that contains a given item in association rules. In [13] the authors tested 
the independence of associations, and summarized them as DS rules. Also, [14] proposed to test 
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the stability of rules over time by evaluating rules obtained on data subsets partitioned into 
sub-periods of time. In [15] the authors considered the null hypothesis that objects are randomly 
assigned to classes, and a randomization technique was developed to evaluate the significance of 
rules. 

We used the method of evaluation of statistical significance in [16], which involves three types 
of hypothesis testing: (1) the significance of the consequence of the rule, (2) the significance of 
antecedent of the rule, and (3) the significance of the accuracy/confidence of the rule. The method 

can be summarized as follows. An association rule R is an implication of the form A→ C where 
the antecedent, part A, and the consequence, part C, are conjunctions of attribute-value pairs 

(items), and A ∩ C = ∅. Two main measures of the support and confidence of R are computed by 

n
nS R

R =
and A

R
R n

nC =
, respectively, where nR is the number of instances that contain A ∪ C and 

nA is the number of instances that contain A.  

(1) For the significance of the rule consequence 
The rule confidence (CR) is compared with the rule consequence part (SC) by the hypotheses 
H0 : CR = SC, H1 : CR > SC,, and the test the test statistic  
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(3) Significance of the accuracy/confidence of the rule 
The rule support SR is compared with the rule antecedent part support SA  

by the hypotheses H0 : SR = SA, H1 : SR > SA, and the test statistic  n
SS

SSV
AA

AR
conf )1( −

−
=

.   
 
We applied four different tests M1 [13], M2 and M3 (the first and the third tests in [15], and M4 

(our proposed test to identify associations that have antecedent parts in common) to the set of all 
discovered associations, in order to select the statistically significant ones. Table 1 shows the 
summary of statistically significant associations obtained by applying these four tests.  

okada
130



 

Table 1: Statistically significant associations found by using four tests 
 

Problems 
# 

discovered 
rules   

# rules 
after      

pruning 

# rules 
pruned by 

M1 

# rules 
pruned by 

M2 

# rules 
pruned by 

M3 

# rules 
pruned by 

M4 
Type B and C 33,447 27 (0.08%) 6,231 7,073 15,979 4,135
Fibrosis stage 15,563 43 (0.28%) 5,419 4,250 5,780 71 

Interferon 22,870 28 (0.12%) 19,171 2601 982 88 
  

Only a small number of associations remained after the tests. For example, only 0.08%, 0.05%, 
and 0.11% of the huge numbers of discovered associations are considered statistically significant 
with a confidence level of 95% for problems P1. 

Rules for P1 (Difference between Hepatitis Type B and C)  
By applying LUPC of D2MS to the dataset produced by basic TA, different rule sets were 

found with different parameters. Table 2 shows typical discovered associations on P1 considered 
statistically significant by the four tests, with levels 95%, 90%, and 85%. 

Table 2: Some statistically significant rules discovered for types B and C hepatitis  

No clas T-CH CHE GOT GPT CHE TTT ZTT D-BIL T-BIL I-BIL TP acc ratio 
1 C N              0.66  
2 C   N             0.72  
3 C           N     0.73  
4 C     H           0.76  
5 C      H         0.76  
6 C         N   N     0.82  
7 C         N H/N      0.92  
8 C       H     N/H    0.93  
9 B       H&   H/N      0.92  
10 B           N      0.68  
11 B   H/N            0.7 14/20 
12 B   N/H             0.74  
13 B     N& H&        0.7  
14 B   N       N/H  N    0.88  7/8 
15 C   N     N       0.8  
16 C           H-I N    0.95  
17 C     H XH         0.92  
18 C   N N        N   0.93  
19 C              N/H  0.81  
20 C          H-I    N  0.93 25/27 
21 C       N&  N      0.69 33/40 

22 C   N N          0.84 41/49 
23 C   N H          0.87 58/67 
24 C         H/N    N  0.79 23/29 
25 C       XH        0.72 18/25 
26 C N/L              0.8 28/35 
27 C           H-D     0.83 33/40 

Each rule in the table is shown with class B or C and the level of statistical significance, a 
conjunction of attribute-value pairs, the accuracy, and the numbers of corrected and covered cases. 

okada
131



 

Some remarks concerning problem P1: 

− We found some rules that are statistically significant in terms of the employed evaluation 
methods. The 27 rules, selected from 33,447 discovered rules, passed all four tests and 
represent important findings on hepatitis. 

− Several simple rules such as No. 2, “CHE = N”  HCV (α = 95%), No. 10 and 11, “CHE 
= H/N or N/H”  HBV” (α = 90%) give a rough distinction of groups of HBV and HCV. 

− The tests GOT, GPT, CHE, D-BIL, TTT, and ZTT often occur in rules that distinguish 
types B and C hepatitis. 

− Rules for type B often cover a smaller number of cases than those for type C. 
 

Table 3: Statistically significant associations on fibrosis stages (significance level 90%) 
Class ALB CHE GOT GPT D-BIL I-BIL T-BIL T-CHO TP TTT ZTT acc  cover 
F3   H&P H&P N  N N    0.8 0.019 
F3 N  H&P H&P N  N N    0.8 0.019 
F3   H&P H&P N N N N    0.8 0.019 
F3  N H&P H&P N  N N    0.8 0.019 
F3 N  H&P H&P N N N N    0.8 0.019 
F3 N N H&P H&P N  N N    0.8 0.019 
F3  N H&P H&P N N N N    0.8 0.019 
F4      N  N/L N   0.8 0.019 
F4     N   N/L N   0.8 0.019 
F4 N     N  N/L N   0.8 0.019 
F4 N    N   N/L N   0.8 0.019 
F1 N   VH&P        0.67 0.036 
F1  N  VH&P        0.67 0.036 
F1  N N&P       N  0.67 0.036 
F1 N N N&P       N  0.67 0.036 
F1 N  H   N  N  H-I  0.67 0.036 
F1   H H N  N  N N  0.67 0.036 
F1 N  H H N  N  N N  0.67 0.036 
F1   H H N N N  N N  0.67 0.036 
F1  N H H N  N  N N  0.67 0.036 
F1 N  H H N N N  N N  0.67 0.036 
F1 N N H H N  N  N N  0.67 0.036 
F1  N H H N N N  N N  0.67 0.036 
F1   N&P  N   N  N  0.9 0.04 
F1 N  N&P  N   N  N  0.9 0.04 
F1      N    N H-I 0.67 0.045 
F1       N   N H-I 0.67 0.045 
F1 N     N    N H-I 0.67 0.045 
F1 N      N   N H-I 0.67 0.045 
F1  N    N    N H-I 0.67 0.045 
F1      N N   N H-I 0.67 0.045 
F1  N     N   N H-I 0.67 0.045 
F1 N N    N    N H-I 0.67 0.045 
F1 N     N N   N H-I 0.67 0.045 
F1 N N     N   N H-I 0.67 0.045 
F1  N    N N   N H-I 0.67 0.045 
F1 N N    N N   N H-I 0.67 0.045 
F1   N&P  N    N   0.65 0.058 
F1 N  N&P  N    N   0.65 0.058 
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Rules for P2 and P3 (Effectiveness of interferon therapy and fibrosis stage)  
Complex temporal abstraction can be accomplished by various data mining and machine 

learning methods, depending on the purpose. Along with D2MS we also used Clementine and 
See5 [SPSS 02] to investigate the abstracted hepatitis data, in particular the association rule 
mining for problems P2 and P3, because the number of patients taking biopsy (P3) or interferon 
therapy (P2) is much smaller than the total number of hepatitis types B or C, and consequently 
there were fewer cases to investigate. 

 
Table 4: Statistically significant associations on the effectiveness of interferon therapy 

(significance level 90%) 
Class  ALB CHE GOT GPT D-BIL I-BIL T-BIL T-CHO TP TTT ZTT acc cover 

response       H         N   H-I 0.95 0.15 
response N     H         N   H-I 0.95 0.15 
response       H   N   N     H-I 0.95 0.15 
response   N H       N N     H-I 0.95 0.15 
response N N H       N N     H-I 0.95 0.15 
response   N H     N N N     H-I 0.95 0.15 
response N N H     N N N     H-I 0.95 0.15 
response     H   N   N N     H-I 0.96 0.18 
response     H   N N N N     H-I 0.96 0.18 
response N   H       N N     H-I 0.96 0.19 
response N   H     N N N     H-I 0.96 0.19 
response   N         N N     H-I 0.93 0.2 
response     H H     N   N     0.93 0.2 
response N N         N N     H-I 0.93 0.2 
response N   H H     N   N     0.93 0.2 
response   N       N N N     H-I 0.93 0.2 
response     H H   N N   N     0.93 0.2 
response N N       N N N     H-I 0.93 0.2 
response N   H H   N N   N     0.93 0.2 

partial response   N H           H/N     0.67 0.02 
partial response   N   H         H/N     0.67 0.02 
partial response             N   N/H N   0.67 0.02 
partial response         N       N/H N   0.67 0.02 
partial response     H           H/N   H-I 0.67 0.02 
partial response     H           N/H N   0.67 0.02 
partial response       H         H/N   H-I 0.67 0.02 

no response     H   N N         N 0.67 0.02 
no response     H   N     N     N 0.67 0.02 
no response         N/H           H-I 0.67 0.02 

 
Using the Apriori program, we have discovered several interesting properties of hepatitis. Table 

3 shows a number of statistically significant associations on fibrosis stages (P3). Among these 
only one association was considered as statistically significant for fibrosis state F4, while more 
associations were statistically significant for fibrosis stage F1. Table 4 shows selected associations 
obtained when investigating problem P2 on the effectiveness of interferon therapy. Only 

okada
133



 

associations for the class “response” were validated with statistical significance, many of them 
with high support and confidence. 

Conclusion 
Both data abstraction and data mining are key technologies that are receiving considerable 

attention in medical data analysis. The framework introduced in this chapter for combining 
methods of temporal abstraction and data mining in the analysis of medical data has shown its 
practical value. In particular, we developed a novel temporal abstraction method for data 
irregularly collected over long periods in the hepatitis domain, and we applied mining methods to 
the abstracted data. The results found by using this combination of methods have been positively 
evaluated by medical doctors in terms of novelty, acceptability, and utility. The results were 
considered new and interesting, and the sets of rules partially answered several important 
problems in hepatitis research.  

The temporal abstraction approach presented in this paper has been carried out as part of an on 
going project in collaboration with medical doctors. The issues to be investigated in the next step 
include the refinement of abstracted patterns (for example, positions of peaks or parameters for 
abstraction) and the post-processing and interpretation of obtained temporal abstractions. The 
framework can be extended to similar circumstances in medical data analysis. 
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構造データの����ペース標準表現規格提案と実装

研究分担者 鷲尾　隆 �大阪大学産業科学研究所�
研究協力者 光永悠紀 �大阪大学産業科学研究所�

藤本　敦 �大阪大学産業科学研究所�
研究代表者 元田　浩 �大阪大学産業科学研究所�

背景
従来の主要なデータマイニング技術は，各データが属性とクラスの値

の組合せからなる表形式データやアイテムと呼ばれる記号の集合である
トランザクションデータをマイニング対象とするものであった．これに
対し，グラフ構造など複雑な構造を持つデータに関するマイニング研究
が，精力的に研究が進められつつある．����と�����	は 
����� ��，吉
田と元田は��� ��というグラフ構造マイニング手法を提案した．これら
は頻度に限らず，種々の指標に基づいて特徴的な部分グラフ構造をマイ
ニング可能でありかつ高速動作するが，�	����探索を行うため完全探索
はできない．本来，大きなグラフや多数のグラフから共通する部分グラ
フ構造を発見する部分グラフ同型問題は，���完全の計算複雑性を持つこ
とが知られており，大きな部分グラフ構造を探索すると照合の組合せ爆
発に直面してしまう．このような理論的限界がありながらも，猪口，鷲
尾，元田等はバスケット分析に用いられる��	���	�アルゴリズムにグラ
フの隣接行列表現と代数演算を導入し，実用レベルの速度で多頻度部分
グラフ構造を完全探索可能な���アルゴリズムを提案した �� ��．更に
は最近になって，グラフ構造・木構造・系列構造のマイニングに関する
ワークショップ ��� 
� !�やより論理的な関係構造のマイニングに関す
るワークショップ ��"#�� $�などが開催され，この分野の研究が盛んに
なってきている．
以上のようにデータマイニングで取り扱うデータ構造の複雑化に伴い，

それらを取り扱いうや柔軟な拡張が容易な表現で計算機内に格納・蓄積
する方法に関する研究が開始されつつある．データマイニング研究では，
効率的なアルゴリズムやマイニング指標にのみ注意が向けられがちであ
るが，データ表現に関する研究は，データマイニングシステムの実装の
みならず，対象としうるデータ構造範囲の拡大や表現の体系化によって，
多くの手法が共通して取り扱える基盤を提供する点で非常に重要である．
現在，一般的な系列や木，グラフといったデータ構造について，汎用的な
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表現として述語論理をベースとした�	����が知られている %�．しかしな
がら，論理プログラミングを中心としたアルゴリズム向けの表現であり，
個々の構造データに新たな種類の属性や構造を柔軟に追加したり，デー
タファイル全体の属性や必要な記載事項などを計算機が直接利用可能な
形で記述することは難しい．また，表形式やトランザクションのような
他のデータ構造と統一された表現原理に根ざした表現設計がなされてい
ないため，実装上も多くのデータ構造を扱いかつそれら相互間のデータ
変換や交換を行わねばならない，汎用のデータマイニングツールで取り
扱う表現としては特殊な �&	'�	を用意せねばならず不便である．
これに対し，汎用データマイニングツールの製作者の立場から，様々

なデータ形式やマイニング結果を統一的な枠組みの中で表現する標準規
格を作る動きが生まれてきた．特に近年は新しいタグを追加的に定義し
て柔軟にデータ表現を拡張可能な (�)データベースの研究が盛んであ
る *�．更にそれをデータマイニングの対象データ表現向けに設計した
(�)  &��� +�やマイニング結果の(�)表現の世界標準規格 ���)を
作ろうとする動きがある �,� ���．特に後者は世界の主要な � 企業が企画
作りに参加しており，データマイニングの全体スキームやデータの流れの
記述，前処理変換の記述に始まり，統計解析過程・結果の表現， &-�.�/�
の指定記述，マイニング結果として得られる�''�0�&1��. "���'� #�0�'��.

 	��'� ��.1�	��&'�� &.� #�'1	���1��.��&'�� ���'1�	�.�� "��	�''��.� ��.�

�	&� "��	�''��.� ���	&� ��12�	�'� �&�3� �&��'� 
�4��.0�'の(�)による
柔軟なデファクトスタンダード表現を提案している．���)は完成された
規格ではなく，データマイニング技術や(�)技術の発展に沿って，5�	��.
�6,から始まり現在5�	'��. �6�がリースされ，更に5�	'��. �6,の作成が進
められている．なお，これらの規格の策定過程は 
78"�9:7"�96�9 

というサイトの�����0 :�	�/でオープンにされており，第三者が問い合
わせや意見を述べることができる．���)は(�)のサブセットドキュ
メントであり，各タグを定義するスキーマ部と実際のデータ部からなる．
���)は(�)の中でも(�) # # �#�0�/�.1  ��� #�;.�1��.�の構成
に従って記述される．(�) # #とはそのドキュメント自身が何である
かが，その内部に書かれているか或いはそれが記述された外部ファイル
名が書かれている形式である．
しかしながら，先に述べたように最先端のデータマイニング手法は，系

列や決定木などに留まらず，より一般的な木やグラフ構造などをマイニ
ングの対象データとして扱い，かつまたマイニング結果としても出力す
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るようになって来ている．このような状況下において，上述したデータ
表現を一層拡張しこれら複雑なデータ構造の柔軟な標準表現を確立する
ことが望まれる．これによって

�6 データマイニングツールがマイニング対象とするデータの共有化

�6 データマイニングツール同志のマイニング出力結果の交換・共有化

�6 データマイニングに必要な前処理の容易化・効率化

�6 データマイニング環境の統合化

!6 データ表現の拡張性に対応する新たなマイニング手法・アルゴリズ
ム開発促進

が期待される．本論では，上記の高度な構造データマイニング手法に対
応したグラフ構造データの標準表現規格を提案する．この際，データ表
現の柔軟な拡張や変更が可能で，かつデータ内容そのものを計算機に理
解させて処理を実行させることが可能な(�)上に構築されたデータマイ
ニング用のデファクトスタンダード表現である���)に準拠し，更にそ
れによってグラフ構造を表現可能な規格を考えることとする．

グラフ構造を表現する����提案
前記目的により，グラフ構造を表現する ���)規格の検討を行った．

そのために，ますグラフ構造を定義するためのタグのスキーマを設計した．

スキーマ

スキーマを各タグについて個別に説明する．以下は，グラフモデルス
キーマの定義である．最初の２行は(�)のバージョンとこのファイルの
文字コード，(�)スキーマの説明を載せているホームページの 8")を
記述している．次の� �� < ������� �タグに挟まれた部分では，グラフ
モデルが� �� < 	
�������� �という複数の内部タグから成り立つこと
を示している．その内部は��.�.�
0=�/&，�����
1&1'，�	&�=のスキー
マを順番に参照する� �� < ������	� �タグと，モデル名を文字列かつ
オプションとして付与できること，機能としてマイニング機能を持つこ
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と，アルゴリズム名を文字列かつオプションとして付与できることを定
義する� �� < ��������� �タグから成っている．� �� < ������	� �タグ
内では更に� �� < ������� �タグが用いられ，�����
1&1'スキーマの指
定は最小無くてもよく最大で１つしか許されないことを示している．ま
たシーケンスの最初と最後には，任意の個数の拡張参照スキーマを使用
者が場合に応じて記述できるように工夫されている．

����� ����	
����� ���
�	��������� ��

���������� ��������������  !!!�!"�
�� #��� $%&'������

����������� �����(����%
����

�����
�����)*���

������+,�����

����������� ��-�������	
� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

����������� ��-�%	�	��'����� �

����������� ��-�%
���'���� �	�.��,����

���.��,���� �

����������� ��-�(���� �

����������� ��-�������	
� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

� �����+,�����

��������	/,�� ������
���0��� �*���������	��

,���
��	
��� �

��������	/,�� �����-,���	
�0��� �*���%1010(�2�0�)1.0

,�����+,	��� �

��������	/,�� ��������
�	���0��� �*���������	��

,���
��	
��� �

� ����
�����)*���

� �����������

上記で参照されている�	&�=スキーマの定義は以下の通りである．こ
れも � �� < ������	� � タグと � �� < ��������� �タグから構成され
る � �� < 	
�������� �タグで記述されている．� �� < ������	� �

タグ内では更に � �� < ������� �タグを用いてグラフの5�	1�-と 9���
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のスキーマが参照されている．また，ここでも 9-1�.'��.として使用者
が任意のスキーマを記述可能である．グラフ内には任意個のの5�	1�-や
9���が含まれるので/&-700�	'は上限なし ��.���.����となっている．
� �� < ��������� �タグでは各グラフデータを識別するための �	&�=��名，
グラフの種類とグラフマイニングによって得られるモデルの種類を示す
ための �	&�= ���，データ内のグラフ数を表す 	�0�	����.1が定義され
ている．いずれも対象がグラフデータなのか，グラフマイニングによっ
て得られた結果としてのモデルなのかによって必要性が異なるので，オ
プションとなっている．

����������� �����(�����

�����
�����)*���

������+,�����

����������� ��-�������	
� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

����������� ��-�3	���� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

����������� ��-����� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

� �����+,�����

��������	/,�� ����������1� �*���������	��

,���
��	
��� �

��������	/,�� ����������)*�� �*���(45�6�)7��

,���
��	
��� �

��������	/,�� ����������)*�� �*���%.8�&�)7��

,���
��	
��� �

��������	/,�� ��������
���
,�� �*���0�%9�4

,���
��	
��� �

� ����
�����)*���

� �����������

更に以下２つは，グラフの構成基本要素である5�	1�-と9���を定義す
るスキーマである．5�	1�-も 9���も同様に� �� < 	
�������� �タグ
内の複数タグで定義される．5�	1�-は� �� < ������� �として5�	1�-)&�

���を参照する．また � �� < ��������� �として 5�	1�-の識別名である
3�	1�-��，次数 ��/�.'��.を持つ．次数によって5�	1�-)&��� として３次
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元座標のような多次元ベクトルを持たせることが可能になる。更に下部
には5�	1�-)&���の定義も与えられている．これはラベル名称 ;���とそ
の値 3&���からなる．9���の定義はより複雑である．同様に 9���)&���

定義を参照し，������や9���)&��� の ��/�.'��.を有するが，それ以外
にも有効エッジであるか無向エッジであるかを示す �	&�=1���，いずれの
5�	1�-間を結ぶかを示す ��.3�	1�-��，�.�3�	1�-��を� �� < ��������� �

で指定する．

����������� �����3	�����

�����
�����)*���

������+,�����

����������� ��-�3	����&�/�� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

� �����+,�����

��������	/,�� ������	����1� �*���������	��

,�����+,	��� �

��������	/,�� ������	����	
� �*������	�� �

� ����
�����)*���

� �����������

����������� �����3	����&�/���

��������	/,�� �����-	��� �*���������	�� �

��������	/,�� ��������,� �*���������	�� �

� �����������

����������� ����������

�����
�����)*���

������+,�����

����������� ��-�����&�/�� �	�.��,����

���.��,���,�/
,���� �

� �����+,�����

��������	/,�� ���������1� �*���������	��

,�����+,	��� �

��������	/,�� �����������*�� �*����8(��)7��

��-�,���,��	������ �

��������	/,�� �����������	
� �*������	�� �

��������	/,�� �����/���	����	� �*���������	�� �
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��������	/,�� ���������	����	� �*���������	�� �

� ����
�����)*���

� �����������

�����	����)*�� ������8(��)7���

���������	��	
� /�������	���

������,�����	
� ���,���	������ �

������,�����	
� ���,��,��	������ �

� ��������	��	
��

� ����	����)*���

����������� ���������&�/���

��������	/,�� �����-	��� �*���������	�� �

��������	/,�� ��������,� �*���������	�� �

� �����������

� ����������

グラフ表現の実例

以上のスキーマに基づき，図 �に示すエチレンを���)上で表現した
例を以下に示す．最初の３行は(�)及び���)のバージョン，文字コー
ド指定，著作権明示などの情報である．次の� ������	��
��� �タグに
挟まれた部分では，属性名に &1�/�とが ��.�1���があり，両者は記号属
性であって，&1�/�の値は�と�のいずれかであり��.�1���の値は単結
合，芳香族結合，二重結合，三重結合のいずれかであることを記述してい
る．その次の� ������
�� �タグ部分によって実際のグラフが記述さ
れている．モデル名は仮に '&/���としてある．� �������	���� �タ
グではこのモデルが &1�/� と ��.�1���という属性を扱うことを示しで
ある．� ����� �タグ内にはエチレンが記述されている．各� � ����� �

タグは１つの5�	1�-を表し，それぞれに識別番号が振られ，かつ &1�/�

というスカラーのラベルが付与されていること ���/�.'��.が ��，またそ
れぞれの元素名 ��または��が記述されている．各� ���� �タグは１つ
の9���を表し，それぞれに識別番号が振られ，結合には方向性がないの
で �	&�=1���として �.��	�01��，��.�1���として単結合か二重結合，始
点 ��.3�	1�-��及び終点 �.�3�	1�-��の5�	1�-の識別番号が記述されてい
る．エチレンでは二重結合は２つの炭素 �間にしか存在しないので，対
応する３番と４番の5�	1�-間の結合だけが二重結合となっている．これ
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は１番目のグラフの記述であるが，以下続けて他の識別番号で複数のグ
ラフを記述することが可能である．

C C
H H

HH
図 �< エチレンの平面構造
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グラフマイニングツールへの����の実装
最初に述べた現状のグラフマイニングツールは，いずれも現状では上

記で説明した ���)に準拠したデータの読み書きができない．例えば
���はよって記述されたデータの読み込みを行うようになっている．こ
れは上記のエチレンを表現した例である．また，掲載は省略するがマイ
ニングよって得られた多頻度部分グラフは，隣接行列のまま出力される．
更に化学分野では，化学式を 
#�ファイルや���ファイルといった独自
の形式で記述する規格が普及している．
これに対し，���)はデータ自身の内容に関する自己言及を含むため，

データの管理や再利用などがしやすく，かつベクトル属性の扱いやすさ
などの点でも優れている．また，標準規格として統一的に利用すること
で１つのグラフマイニングツールを多くの分野で使用したり，ツール間
のデータ交換が容易となる．そこで現在，

�6 ���の述語形式と ���)ベースグラフ表現間の �&	'�	

�6 
#�ファイル形式と ���)ベースグラフ表現間の �&	'�	

�6 隣接行列形式と���)ベースグラフ表現間の �&	'�	

のプログラム整備を進めており，���，���については既に完成している．
また，���や���といったマイニングツール自身が直接���)ベース
グラフ表現を読み書きできるように変更することを計画中である．

�,

�,
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おわりに
本論では，高度な構造データマイニング手法に対応したグラフ構造デー

タの標準表現規格として，データ表現の柔軟な拡張や変更が可能で，か
つデータ内容そのものを計算機に理解させて処理を実行させることが可
能なデータマイニング用のデファクトスタンダード表現である���)に
準拠した規格を検討した．グラフデータ構造は現状の ���)の規格が扱
うデータやモデル構造よりも複雑であるにも関わらず，グラフ構造表現
に必要なスキーマを現状の���)に付加することで，十分に表現能力の
高い柔軟な記述が可能であることを明らかにした．更に提案した規格が
高い汎用性と柔軟性を持つため，従来各分野やグラフマイニングツール
毎に個別に用いられてきた表現と提案表現間の変換プログラムである各
種 �&	'�	を容易に開発できることも分かった．今後，本表現規格を一層
改良，拡張していくと共に，各種 �&	'�	の準備やグラフマイニングツー
ルへの���)インターフェイスの実装，更にそれらの(�)ベースマイ
ニングプラットフォームである�8
�
��への実装を図っていく予定で
ある．
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MUSASHIの GUIと CRMアプリケーションの開発 
研究分担者 矢田勝俊（関西大学商学部） 

  研究代表者 元田浩（大阪大学産業科学研究所） 
  研究分担者 鷲尾隆（大阪大学産業科学研究所） 
  研究協力者   羽室行信（大阪産業大学経営学部） 
    加藤直樹（京都大学大学院工学研究科） 

 
 

背景と目的 
 現代の情報技術の急速な発展によって、日常業務の自動化、インターネットの普及が進

み、膨大なビジネスデータが蓄積されるようになってきている。これらのデータから有用

な知識が発見されれば、より効率的なビジネスが可能になると期待されており、多くの企

業がデータマイニング技術の導入を検討している。こうしてデータマイニングは、データ

から自動的または半自動的に意味ある知識を抽出する新しい技術や方法論を扱うものとし

て、多くの注目を集めている。しかしながら日本において、データマイニング技術を導入

し、膨大なデータを十分に分析・活用し、将来の自社の戦略計画に反映させている企業は

極めて少ない [2, 6]。 
 こうしたデータマイニング技術の導入の現状は、既存のシステムアーキテクチャに起因

するものが多い。既存の業務システムの多くは基幹業務の遂行を目的にしており、データ

の中から有用なパターンやルールを発見することを目指して設計しているわけではないた

めに、知識発見にとって重大な障害を引き起こすことがある。 
 例えばリレーショナルデータベースのように、業務システムで採用されているシステム

技術は、業務に最適化され、必要のないデータは記録せず消失させてしまう。このような

データ消失は、データからの知識発見にとって致命的な障害となる。また多くの既存研究

で指摘されるように、知識発見プロセスはコンピュータと人間の複雑で膨大な相互作用、

トライ＆エラーを必要とするために、複雑なデータ処理を迅速かつ低コストに実現しなけ

ればならない。しかしながら、既存のインターフェイスはそうした処理要求に十分に応え

ることができない。 
 本研究の目的は、上記の問題を解決するために、データマイニング・プラットフォーム

として、MUSASHI というシステムアーキテクチャを提案することである。MUSASHI
とは、大量データの効率的処理、継続的な知識発見プロセスを支えるシステムアーキテク

チャである。本研究では、MUSASHI の基本的な思想と開発した GUI を説明し、それら

をベースに構築された CRM アプリケーションを紹介する。 
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MUSASHIと GUI 
 我々は、これまでに進めてきた企業との共同研究の経験を基礎に、大規模データベース

からの知識発見を支えるデータマイニング・プラットフォームとして MUSASHI [3, 4, 7]
を開発した。本年度、オープンソースとして一般に公開され1、複数の日本企業が導入を始

め、徐々にではあるが普及が進んでいる2。ここではまず、MUSASHI の概略を説明し、

JAVA ベースの GUI を紹介する。 
 
MUSASHIの概略 
 MUSASHI はデフォルトのデータ構造として XML を採用している。その理由は、1)テ
キストファイルで記述されるため、特別なソフトウェアを利用しなくても、容易に内容を

閲覧でき、2)タグをユーザーが自由に設定することができ、多様なデータ構造を実現でき

3)標準の言語として注目されており、今後多くのアプリケーションソフトが XML に対応

することが予測され、基本的なソフトウェア技術の多重利用が期待できるためである。ま

た XML を用いると、表構造では表現することが困難な情報も記録可能となり、ビジネス

における多様な業務プロセスで発生するデータ

小に抑えることが可能になると考えら

   

 

 

を、ロスなく記録することが可能となる。 
 図１は、XML を用いた小売業における POS
レジデータの例であるが、POS レジの操作履歴

が XML によって詳細に再現されている。この

ように XML による記録は、業務プロセスの再

現性から考えると大きな効果を発揮し、データ

消失を最

れる。 
 しかしながら、このような詳細な記録は冗長

なデータ構造のために、データ量が飛躍的に増

大する。我々は詳細な記録と同時に、大量デー

タの効率的処理を達成する必要がある。そこで

我々は図２のようなXMLtableと呼ぶデータ構

造を採用することにした。XMLtable は、詳細

な操作履歴から業務に必要な項目を選択し、表

形式に変換された XML データである。

MUSASHI では、データの蓄積はすべて純粋な

XML によって記述し、それら蓄積されたデー

1 
2 
て

<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?> 
<売上 日付=”20030401”> 

<商品スキャン 時刻=”112311”> 
<JAN コード>4901001000</JAN コード>
<商品名>牛乳</商品名> 
<売価>149</売価> 
<数量>2</数量> 

</商品スキャン> 
<顧客カードスキャン 時刻=”112313”> 

<顧客コード>01001</顧客コード> 
<顧客名>宮本武蔵</顧客名> 

<顧客カードスキャン> 
<商品スキャン 時刻=”112314”> 

<JAN コード>4901001002</JAN コード>
<商品名>パン</商品名> 
<売価>98</売価> 
<数量>1</数量> 
<値引キー> 

<値引額>20</値引額> 
<値引キー> 

</商品スキャン> 
<合計金額計算 時刻=”112317”> 

<合計金額>396</合計金額> 
<合計値引額>20</合計値引額> 
<請求金額>376</請求金額> 
 
U
多

い

図１ XML による POS レジデータ 

                                             

タから目的に応じて表構造のXMLtableを使い

 
RL: http://musashi.sourceforge.jp/ 
くの企業が参加するユーザー会（http://www.musashi-ug.info/）も発足し、草の根的な運動が広がっ

る。 

http://www.musashi-ug.info/
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分けることによ

図２ XMLtable の例 

って、大量データを効率的に処理している。 

も

。 

されており、今後の普及が期待される。 

 MUSASHI では、データ処理のためのプ

ログラムとして、単一の機能に特化した小

さなコマンド群を提供している。UNIX の

伝統的な考え方を基礎に、これらの小さな

コマンドを組み合わせることによって多様

なデータ処理に対応する。データベースか

らの知識発見プロセスにおいて、前処理は

全体の 75％の時間を必要とするといわれ

るが、上記の XML データを扱うコマンド

をパイプ機能を用いたシェルスクリプトと

して記述し、コマンドの組み合わせを容易

にすることで、複雑な処理要求に対して

柔軟かつ低コストで対応可能になっている

 上述してきた内容からも判断できるよう

に、MUSASHI は情報系だけではなく、業

務・基幹系のシステムにも適用可能である。

既に複数の日本企業で MUSASHI が導入

<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?> 
<xmltbl version=”1.00”> 
<head> 
<title>顧客別購買履歴データ</title> 
<field no=”1”><name>顧客コード</name></field> 
<field no=”2”><name>日付</name></field> 
<field no=”3”><name>商品</name></field> 
<field no=”4”><name>数量</name></field> 
</head> 
<body><![CDATA[ 
01001 
01001 
01002 
01002 
01002 

: 

20030401 
20030401 
20030402 
20030402 
20030403 

: 

牛乳 
パン 
牛肉パック 
ビール 
缶チューハイ 

: 

1
2
1
6
6
:

]]></body> 

</xmltbl> 

 図３ MUSASHI の GUI 

 
MUSASHIの GUI 
 本年度、我々は MUSASHI を操作するための

GUI アプリケーションを新たに開発した。

MUSASHI の GUI は JAVA で開発されており、

クライアント・サーバー方式で動作するように

設計されている。 
 図３は MUSASHI の GUI が用意しているフ

図４ MUSASHI のスクリプトエディター 
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ァイル操作画面である。ここから各種のファイル操作、XML データの表示、スクリプト

エディターの起動などを行うことができる。サーバー側ではクライアントからの要求に応

じてデータ処理を実行し、その結果をクライアントに返す処理を行う。クライアント・サ

ーバー間の通信プロトコルは SSH および FTP を用いており、サーバー側に特別なソフト

ウェアを導入する必要はない。 
 データ処理のためのスクリプト編集および実行では、図４のスクリプトエディターが用

意されており、コマンドリストから処理に応じたものを選択するだけで、その組み合わせ

が可能になっている。コマンドをクリックするとパラメータ設定のウィンドウが立ち上が

り、チェックを入れるだけで詳細な設定が可能である。 
 我々は「基本となるインフラ技術は共有し、その上での応用について企業が独自に保有

する」という理念のもと、MUSASHI に関するすべての基礎技術はオープンソースとして

公開し、企業における効率的、効果的な情報システム構築の一助を担うことを目指してい

きたい。 
 
 

CRMアプリケーション：C-MUSASHI 
 我々は、上述の MUSASHI をベースに CRM アプリケーション C-MUSASHI [8, 9]を開

発した。C-MUSASHI は、膨大な顧客の購買履歴を処理し、効率的な顧客管理を可能にす

るための MUSASHI 上の CRM システムである。 
 近年、多くの日本企業が FSP を導入し、顧客管理に戦略の重点を置きつつあるが、そう

した CRM システムが企業の成功に大きく貢献した例はまれである。その原因は、システ

ム構築のためのコストが莫大であり、顧客の購買行動を分析するための技術、ソフト、人

材などが不足していることが考えられる。我々は、小さな企業でも気軽に採用することが

できるオープンソースソフトウェア MUSASHI を利用して、極めて低コストの CRM シス

テムを構築する。そのコンポーネントは、これまで我々が様々な企業との共同研究の中で

開発してきたマーケティングツールやデータマイニングツールで構成されており、新たな

分析システム構築をせずに、顧客分析を行うことができる。 
 
C-MUSASHIと基幹業務 
 ここでは、企業の基幹系業務と C-MUSASHI の関係を図５にそって説明する。我々が

開発した MUSASHI は、POS レジが出力する電子ジャーナル3を直接、扱うことが可能で

ある。電子ジャーナルは図１のように、MUSASHI のジャーナルコンバーターで XML で

の表現、記録が可能である。したがって POS レジの機能で蓄積された電子ジャーナルを

データウェアハウスなどのシステム導入なしに、MUSASHI で直接、操作、処理を行うこ

                                                  
3 POS レジでの操作ログをすべて記録したデータ。顧客の販売データだけではなく、電源操作や終日処

理など、レジでの作業がすべて記録されている。 
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とができる。処理速度も考慮すると、変換された XML データを上記で説明した XML テ

B として蓄積するのが現実的であろう。 
 この XML テーブル DB を

分析ツールとデータマイニング技術を基礎にした分

析モジュールから構成される。基本的な顧客分析ツ

ールは、一般的な CRM システムで採用されている

デシル分析、RFM 分析、離反率分析、そして LTV
測定のためのツールなどが含まれている。これらは

ビジネスにおける CRM にとって最低限のものであ

ーブルに再変換後、XML テーブル D
もとに、様々な情報系

HI は、基本的な顧客

XML-DB

MUSASHIジャーナ
ルコンバーター

電子ジャーナル
データ

XMLテー
ブルDB

POSレジ

チェーン本部用店舗管理
システム

マーチャンダイジング
システム

（顧客管理 CRM)
システム
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 C-MUSASHI は、マイニング技術を基礎にした CRM システムとして、顧客のライフサ

イクル [1, 5]に合わせた 4 つの分析モジュールをもっている。製品にライフサイクルがあ

るように、顧客にもライフサイクルがあり、顧客の成長モデルとして導入期、成長期、成

熟期そして衰退期があると考えられ、C-MUSASHI では、以下に示すような各ステージに

応じた４つのモジュールを用意している。 
 顧客の導入期、つまり初めて店舗に来店した顧客に対しては、それらの新規顧客の中で

優良顧客を識別し、より利益性の高い顧客をひきつけるために、優良顧客の早期発見モジ

ュールを開発した。これによって効率的な新規顧客へのアプローチが可能になり、定着率

の向上が見込める。成長期においては、新規顧客や準優良顧客を優良顧客へと育成するた

めの分析が必要であり、そのために我々はデシルスウィッチ分析モジュールを開発した。

優良顧客に成長する顧客の購買パターンを抽出することで、店舗の販促や品揃えを改善す

る貴重な情報を提供することができる。成熟期では、品揃えを優良顧客のニーズに合わせ

て満足度を高めるために、優良顧客のバスケット分析モジュールを用意した。優良顧客の

購買パターンと商品管理を結びつけることで、彼らの「お気に入り商品」を把握し、売上

ベースの商品撤廃による店舗離反を防ぐものである。最後に衰退期では、優良顧客の離反

を防ぐために、離反分析モジュールを用いて、そのような顧客を早期に発見し、対策を打

つために基礎情報を提供する。 
 
 

考察 
 本研究では、オープンソースのデータマイニング・プラットフォーム MUSASHI を開発

し、ビジネス分野でのアプリケーションとして CRM システム C-MUSASHI を紹介した。

現在、複数の企業が MUSASHI を検討もしくは採用を始めており、ビジネスでの適用可能

性も近い将来、明らかになるものと思われる。今後、我々は、多くの研究者が開発してい

るデータマイニングに関するアルゴリズムを MUSASHI 上で実装し、ビジネス分野での普

及を進め、当該分野の研究成果の社会への還元を加速させていきたい。 
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Introduction

Tight turns [18] play an important role in protein folding and stability. Tight turns are classified as
σ-turns, γ-turns, β-turns, α-turns, and π-turns. β-turn is a four-residue reversal in a protein chain
that is not in an α-helix, and the distance between C α(i) and C α(i + 3) is lesser than 7Å [15, 16].
The β-turns are the most commonly found turns and make up about one-fourth of all residues in
proteins. β-turns provide very useful information for defining template structures for the design of
new molecules such as drugs, pesticides, and antigens.

There have been some attempts for prediction and analysis of β-turns. They can be divided
into two categories: statistics-based and machine learning-based methods. The majority of statistics-
based methods empirically employed the “positional preference approaches” [5, 20, 21, 4]. A machine
learning-based method, called BTPRED, has been recently developed for prediction of β-turns and
significantly outperformed statistics-based methods [17, 12]. The prediction accuracy of BTPRED is
about Qtotal = 71.6, Qpred = 44.1, Qobs = 57.3 and MCC = 0.31 when using only single sequence and
Qtotal = 73.5, Qpred = 47.2, Qobs = 64.3 and MCC = 0.37 when using multiple sequence alignment
(Qtotal, Qpred, Qobs and MCC are defined later in the text). The accuracy has been further improved
to Qtotal = 75.5, Qpred = 49.8, Qobs = 72.3 and MCC = 0.43 by a couple of neural networks and the
additional secondary structure information.

In this paper, we introduce another machine learning method, support vector machine (SVM),
for both prediction and analysis of β-turns. SVM is based on statistical learning theory and was
developed for the first time by Vapnik [19, 7]. In practice, SVM has good performance and is easier
to implement and train than neural networks. It is a promising technique that has been successfully
applied to problems in bioinformatics such as secondary structure prediction [13], microarray data
analysis [9], protein-protein interactions [14], fold recognition, translation initiation site recognition,
etc.

Two aspects of applying SVM to prediction and analysis of β-turns have been investigated in this
research. First, we develop a method, called BTSVM, that predicts β-turns of a protein from its
sequence using SVM. The prediction can be done with single sequence or multiple sequence align-
ment. Our prediction results on the dataset of 426 non-homologous protein chains by sevenfold cross-
validation technique showed that BTSVM performed very well when compared to BTPRED and the
other methods. The accuracy of BTSVM is Qtotal = 74.2, Qpred = 47.6, Qobs = 49.2 and MCC = 0.31
with single sequence, and Qtotal = 78.4, Qpred = 55.9, Qobs = 58.6 and MCC = 0.43 with multiple
alignment (PSSM). Furthermore, the result of our method further improved to Qtotal = 78.7, Qpred =
56.0, Qobs = 62.0 and MCC = 0.45 when combined with the additional secondary structure informa-
tion, which is in turn predicted by another high accuracy secondary structure prediction method such
as PSIPRED. Moreover, by indicating specifically whether four consecutive residues in a protein form
a β-turn or not at the same time, our method gives prediction results more clearly than BTPRED.

Second, we analyzed β-turns by proposing a new concept of “the support of an amino acid position
to the formation of β-turns under a linear SVM classification model” (we refer to it as the support of
an amino acid position for short), which implies both the contribution and prevention of that amino
acid to the formation of β-turns. This information can be easily extracted from the “multivariable”
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classification model of a trained linear SVM. This model is more general than previously proposed
models for prediction and analysis of β-turns such as Site-Independent model [6], 1-4 and 2-3 Residue-
Correlation model [21], and Sequence-Couple model [4]. Our analysis results, based on the supports
of amino acid positions, are more comprehensive and easier to use than the previous ones.

Our method for predicting β-turns with high accuracy and our easily understood analysis results
will be helpful for the researchers working in the fields of fold recognition and design of new molecules.

Materials and methods

The dataset

To compare our method with the previous ones, we selected the dataset of 426 non-homologous protein
chains described in the work of Guruprasad and Rajkumar [8]. This dataset has been used by Kaur
and Raghava [11, 12] for assessing the performance of the β-turn prediction methods. In this dataset,
there are no two protein chains having more than 25% sequence identity. The structure of these
proteins is determined by X-ray crystallography at more than 2.0Å resolution. Each chain contains
at least one β-turn. The program PROMOTIF [10] has been used to assign β-turns in proteins.

Vector representations of a protein sequence

There are two basic ways to represent a protein sequence.

1. Single sequence: Each residue is represented by a 20-dimension vector of 0 and 1 that is a coding
for the corresponding amino acid at this residue. This binary representation can be extended
by taking into account the general substitute abilities (scores) of amino acids, i.e. BLOSUM62.
Therefore, each residue is represented by a 20-dimension vector of the substitute scores of 20
amino acids for this residue.

2. Multiple sequence alignment: A protein sequence is firstly aligned with a non-redundant (NR)
database (e.g., the version used in our work contains 1, 109, 366 sequences) to find the fam-
ily of sequences to which that protein belongs. The alignment can be expressed in a scoring
matrix of probability estimates or scores [1]. Two kinds of such matrices are considered in our
work: position-specific frequent matrices (PSFM) and position-specific scoring matrices (PSSM).
PSFM and PSSM in this work are in PSI-BLAST profiles with E-value threshold of 0.001 and
three iterations.

In these two ways, each protein sequence is represented as a bi-dimensional vector L × 20, where L
is the length of the sequence. In this work, all elements of bi-dimensional vectors are scaled into the
interval [-1, 1] by a simple linear transformation function before moving into the machine learning
system (i.e. support vector machine).

SVM method for prediction of β-turns

Support Vector Machine (SVM) is a technique of machine learning based on statistical learning theory.
The basic idea of applying SVM to pattern classification can be stated briefly as follows. First, map
the input vectors into a feature space (often with a higher dimension), either linearly or non-linearly,
which is relevant with the selection of the kernel function. Second, seek an optimized linear division
within the feature space from the first step, i.e. construct a hyperplane which separates two classes.
SVM training always seeks a global optimized solution and avoids over-fitting, so it has the ability
to deal with a large number of features. A complete description of the theory of SVMs for pattern
recognition has been done by Vapnik [19].

2
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In this paper, we apply Vapnik’s Support Vector Machine for prediction and analysis of β-turns
in proteins. Our method, BTSVM, used the SVM libraries in the software LIBSVM [2], which is an
implementation of SVM in C language for the problem of classification.

To predict β-turns, we used sliding windows of size w ≥ 4 along the vector representation of a
protein. Therefore, each window is a bi-dimension vector w× 20. The prediction based on SVM (like
other machine learning techniques) includes two phases: training and testing. In the training phase, a
window (of the size w) with four central residues forming a β-turn is considered as a positive sample
(called turn-window), otherwise as a negative sample (called non-turn-window). For example, the
following protein sequence, with states of T, t for β-turn (T means the beginning state of a β-turn)
and n for non-β-turn in the next line, contains 4 turn-windows and 16 non-turn-windows if we use
sliding windows of length w = 8.

GSVGGLMGLPFNDVYCASKFALEGLCE
nnnnnnnnTTtttnnnnTtTtttnnnn

We assume that {Xi, yi}i=1,..,l be a training set, where Xi is a bi-dimensional vector w × 20 of scores
(when using PSSM) or frequencies (when using PSFM), and yi ∈ {0, 1}. SVM solves the following
primal problem:

min
w,b,ξ

1
2
wTw + C

l∑
i=1

ξi

yi(wTφ(Xi) + b) ≥ 1− ξi
ξi ≥ 0, i = 1, ..., l

Its dual is a quadratic optimization problem:

min
α

1
2
αTQα− eTα

0 ≤ αi ≤ C

yTα = 0

where e is the vector of all ones; C > 0 is a error penalty parameter; y = {yi}i=1,..,l; Qij =
yiyjK(Xi, Xj); K(Xi, Xj) = φ(Xi)TXj) is a kernel function; and φ(Xi) maps Xi into a higher
(maybe infinite) dimensional space. So K(Xi, Xj) is a positive definite function that reflects the
similarity between the sample Xi and the sample Xj . In this work, we employed linear functions
K(Xi, Xj) =< Xi, Xj >) and radial basis functions (K(Xi, Xj) = exp(−γ(Xi −Xj)2)) as the kernel
functions. The SVM classification function has the following form:

f(X) =
∑
i

αiyiK(X,Xi) + b (1)

where α = {αi}i=1,..,l is the solution of the above dual problem and b is in the solution of the primal
problem. In Equation 1, vectors {Xi} that correspond with αi > 0 are called as “support vectors”.

In the testing phase, conversely, for each sliding window X, if f(X) > 0, X is predicted as a turn-
window (or non-turn-window); otherwise X is predicted as a non-turn-window (or turn-window). This
prediction result is assigned to four residues in the middle of X (if X is a turn-window, the prediction
for four central residues is “Tttt”). Therefore, in a given protein, each residue is assigned four times
when the window slides along the sequence. The final prediction result assigned to a residue is β-turn
if at least one of four assignments for this residue is a β-turn.

3
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Support of an amino acid position to the formation of β-turns

The identification of discriminant amino acid positions is helpful not only in predicting β-turns but
also in designing turns in proteins [20, 8, 3]. Each amino acid position, in our situation, is represented
by an amino acid positional score (when using PSSM) or amino acid positional frequency (when using
PSFM). There is a fact that some amino acid positions in a window contribute to the formation of
β-turn (turn-window, i.e. the β-turn formation of four central residues in the window), while some
others, on the other hand, prevent the formation of β-turn. The contribution (or prevention) of an
amino acid position to the formation of β-turns can be assessed by the support of that amino acid
position in the classification function of a trained SVM (Equation 1). The best classification function
may (even usually) be the nonlinear function, but it is difficult to assess the support of a particular
amino acid position to the classification function itself. Therefore, in this work, we used BTSVM with
a linear kernel. The classification function of the linear BTSVM (Equation 1) then has the following
form:

f(X) =
∑

a∈amino acids, i∈{1,2,..,w}
βaiXai + ρ (2)

where X = (Xai) is a sliding window of scores (frequencies) of amino acid positions from PSSM
(PSFM); Xai is score (frequency) of amino acid a at position i in the multiple sequence alignment.
We can exchange the sign of the weights βai and ρ so that if f(X) > 0 then X is classified as a β-turn
(i.e. having four central residues form a β-turn), else X is classified as a non-β-turn. This classification
rule is called the classification model of the linear SVM.

We define the weight βai as the support of amino acid position ai (amino acid a at position i)
for the formation of β-turns under a linear SVM classification model (or the support of amino acid
position for short). If this support βai is positive (positive support), the amino acid position ai would
contribute to the formation of β-turns; if it is negative (negative support), the amino acid position ai
would prevent the formation of β-turns; and the larger the absolute value of this support, the stronger
the contribution (or prevention if this support is negative).

Performance measures

In this research, we used four criteria as described in the paper of Shepherd et al. [17]: (1) Qtotal
(or prediction accuracy), the percentage of correctly predicted residues, (2) Matthew‘s Correlation
Coefficient (MCC) accounts for both over- and under-prediction, (3) Qpred, the percentage of correct
prediction of β-turns (or probability of correct prediction), and (4) Qobs, the percentage of observed
β-turns that are correctly predicted (or percent coverage). The parameters can be calculated by the
following equations:

Qtotal = (
p+ n

t
)× 100

MCC =
pn− ou√

(p+ o)(p+ u)(n+ o)(n+ u)

Qpred = (
p

p+ o
)× 100

Qobs = (
p

p+ u
)× 100

where p and n are number of correctly predicted β-turn and non-β-turn residues, respectively; o
and u are the number of incorrectly predicted β-turn and non-β-turn residues, respectively; and
t = p+ n+ o+ u is the total of residues.
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Qtotal Qpred Qobs MCC

Chou-Fasman Sin. seq. 74.9 (69.3) 46.1 (36.9) 16.9 (35.3) 0.16 (0.16)
Sin. seq. & sec. struct. 74.3 (75.3) 47.7 (49.6) 54.3 (47.5) 0.34 (0.32)

Thornton Sin. seq. 74.5 (70.1) 44.0 (36.7) 16.7 (30.5) 0.15 (0.14)
Sin. seq. & sec. struct. 75.2 (75.2) 49.3 (49.3) 44.9 (44.9) 0.31 (0.31)

1-4 & 2-3 Sin. seq. 63.2 (71.1) 35.3 (40.8) 60.4 (40.3) 0.21 (0.21)
correlation model Sin. sec. & seq. struct. 73.4 (74.8) 46.2 (48.0) 51.5 (39.8) 0.31 (0.28)
Sequence couple Sin. seq. 50.6 (72.7) 31.7 (43.9) 88.4 (41.0) 0.23 (0.25)
model Sin. seq. & sec. struct. 72.2 (75.4) 45.0 (49.6) 60.0 (40.0) 0.33 (0.28)
BTPRED Sin. seq. 71.6 44.1 57.3 0.31

Mul. seq. 73.5 47.2 64.3 0.37
Mul. seq. & sec. struct. 75.5 49.8 72.3 0.43

BTSVM Sin. seq. 74.2 47.6 49.2 0.31
Mul. seq. 78.4 55.9 58.6 0.43
Mul. seq. & sec. struct. 78.7 56.0 62.0 0.45

BTSVM LIN Mul. seq. (PSFM) 73.1 46.0 55.0 0.32
BTSVM1 Mul. seq. (PSSM) 75.8 50.7 70.7 0.437

Table 1: Results of β-turn/non-β-turn predictions. The results of Chou-Fasman, Thornton, 1-4 & 2-3
correlation model and sequence couple model at original and new (in brackets) threshold values are
from [11]. The results of BTPRED are from [12]. The results of BTSVM are sevenfold cross-validation
accuracies obtained in the same way. BTSVM LIN is used for analysis of β-turns. BTSVM1 is a SVM
method that predicts β-turns on only the single central residue of a sliding window.

Results

Prediction of β-turns

In this work, we used BTSVM with a radial basis function kernel (γ = 0.01), PSSM and sliding
windows of length 12. These were selected in order to get the maximum performance from various
experiments on the validation sets. As can be seen in Table 1, the performance of our method,
BTSVM, compares well to the others on the dataset of 426 non-homologous protein chains by seven-
fold cross-validation. Our method gave the best performance ofQtotal = 78.4, Qpred = 55.9, Qobs = 58.6
and MCC = 0.43 when using multiple sequence alignments. The values of the two most important
performance parameters, Qtotal and MCC, obtained by our method are 4.9 and 0.06 respectively
greater than those obtained with BTPRED, which has employed neural network techniques, and
much greater than values obtained with statistical methods.

As in the work of Kaur and Raghava (2003), although we know that it may be unfair to use
the additional secondary structure information, which is directly predicted by the PSIPRED method
without re-training it in the training dataset, we tried to combine our prediction results with the
secondary structure information in a simple way. First, we appropriately controlled the bias for
β-turn prediction in our method and then removed (changed to non-turn) those predicted β-turn
windows that contained more than two residues (of the four central residues) falling in α-helix or
β-strand regions in PSIPRED prediction results (see Table 2). The performance is improved to
Qtotal = 78.7, Qpred = 56.0, Qobs = 62.0 and MCC = 0.45.

We tried to apply SVM to predict β-turns on only the single central residue (BTSVM1 in the
Table 1). Although the performance of MCC slightly increases when compared to prediction on the
four central residues simultaneously (BTSVM), the total prediction accuracy, Qtotal, decreases from
78.4 to 75.8. Moreover, the prediction results of BTSVM1 are not only invalid in the cases that less
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Qtotal Qpred Qobs MCC

Cturn = 3.5, Cnonturn = 1 BTSVM 79.7 62.5 44.1 0.40
BTSVM + PSIPRED 80.2 64.7 43.1 0.41

Cturn = 4.0, Cnonturn = 1 BTSVM 79.3 58.9 52.8 0.42
BTSVM + PSIPRED 80.1 61.3 51.5 0.44

Cturn = 4.5, Cnonturn = 1 BTSVM (∗) 78.4 55.9 58.6 0.43
BTSVM + PSIPRED 79.5 58.5 56.9 0.44

Cturn = 5.0, Cnonturn = 1 BTSVM 77.4 53.3 64.3 0.43
BTSVM + PSIPRED (∗) 78.7 56.0 62.0 0.45

Cturn = 5.5, Cnonturn = 1 BTSVM 76.4 51.5 67.4 0.43
BTSVM + PSIPRED 78.0 54.5 64.9 0.45

Cturn = 6.0, Cnonturn = 1 BTSVM 75.4 49.9 70.7 0.43
BTSVM + PSIPRED 77.3 53.0 68.0 0.45

Cturn = 7.0, Cnonturn = 1 BTSVM 73.4 47.5 75.4 0.43
BTSVM + PSIPRED 76.0 50.9 72.0 0.45

Table 2: Dependence of prediction results on the error penalty cost of β-turn prediction. (∗): the best
performances.

than four consecutive residues are predicted as “turn” and but also unclear in the cases that more
than five consecutive residues are predicted as “turn”.

Supports of amino acid positions to the formation of β-turns

In this work, we used PSFM instead of PSSM (since PSSM incorporates the abilities of amino acid
replacement, it is not suitable for this work), BTSVM with a linear kernel (BTSVM-Lin) (see materials
and methods), sliding windows with a length of 8 (this length was selected in order to get the maximum
performance). After training on the dataset of 426 non-homologous protein chains, the classification
model of BTSVM-Lin is linear and its classification function has the form of Equation 2. Table 3
presents the supports, αai, of the amino acid positions to the formation of β-turns (turn-windows)
under this linear classification model.

As can be seen, the supports of the amino acid positions are like a “spectrum” from the smallest
value, -1.250 (amino acid Ile at position 3), to the largest value, 2.712 (amino acid Asn at position 5).
Amino acid positions which most strongly support the formation of β-turns are shown in Table 2 by
boldface, and those which weakest (negative) support the formation of β-turns are underlined.

In general, the supports of amino acids for the formation of β-turns are different and vary from
position to position. Amino acids Ser (S) and Cys (C) nearly neither contribute nor prevent the
formation of β-turns. While amino acids Ile (I), Ala(A) and Leu (L) have a tendency to the prevention
of β-turns; amino acid Asp (D), conversely, has a tendency to the formation of β-turns. Most of
the other amino acids support the formation of β-turns when they occur at some specific positions
and prevent the formation of β-turns when they occur at others. For example, amino acid Pro (P)
strongly supports the formation of β-turns when it occurs at positions 4 and 7 but slightly prevents
the formation of β-turns when it occurs at positions 2 and 5; amino acid Lys (K), when occurring
at position 3, strongly supports the formation of β-turns, but when it occurs at position 4, strongly
prevents the formation of β-turns; etc. These results agree closely with previously published results,
which were found by statistical methods [3, 8]. Amino acid positions with the strongest supports in
our results closely correspond to those with highest potentials (preferences) for β-turns in the previous
results. Amino acid positions with the lowest supports, on the other hand, closely correspond to those
with the lowest potentials (preferences). Furthermore, our results indicated that some amino acids at
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Amino acid Position 1 2 3 (i) 4 (i+1) 5 (i+2) 6 (i+3) 7 8
Ala (A) -0.346 -0.539 -1.047 0.223 -0.622 0.011 -0.435 -0.462
Arg (R) -0.088 0.201 -0.788 0.349 0.275 0.271 0.377 -0.209
Asn (N) -0.416 -0.164 0.122 0.400 2.712 0.267 0.516 -0.104
Asp (D) -0.325 0.358 0.589 0.690 1.542 0.339 0.188 -0.367
Cys (C) -0.131 0.138 -0.138 -0.472 0.067 0.286 0.069 0.098
Gln (Q) -0.090 -0.227 -1.140 -0.083 0.106 0.594 0.122 -0.496
Glu (E) -0.082 -0.286 -1.242 0.798 0.028 -0.400 0.285 -0.257
Gly (G) -0.162 -0.044 -0.432 0.219 2.207 1.061 0.358 -0.278
His (H) 0.001 0.152 -0.412 0.250 0.641 0.499 0.382 0.186
Ile (I) -0.094 -0.328 -1.250 -0.279 -0.489 -0.702 -0.202 -0.161
Leu (L) -0.391 -0.311 -0.877 -0.299 -0.259 -0.242 0.002 -0.151
Lys (K) -0.045 -0.221 -1.021 0.944 0.098 0.446 0.741 -0.211
Met (M) -0.239 -0.312 -0.738 -0.279 -0.003 0.204 -0.009 -0.323
Phe (F) -0.236 -0.150 -0.648 -0.409 0.368 -0.052 -0.048 -0.078
Pro (P) 0.077 -0.215 0.204 1.982 -0.254 0.263 1.234 0.227
Ser (S) -0.206 -0.124 0.156 0.372 0.333 0.240 0.332 -0.282
Thr (T) -0.214 -0.070 -0.427 -0.137 0.258 0.502 0.724 -0.052
Trp (W) -0.263 -0.036 -0.801 -0.086 -0.044 -0.138 0.120 0.045
Tyr (Y) 0.177 0.089 -0.511 -0.164 0.230 -0.059 0.159 -0.125
Val (V) 0.034 0.044 -0.911 -0.326 -0.542 0.019 0.011 0.217

Table 3: The supports (βai) of amino acid positions for the formation of β-turns (turn-windows)
under the linear classification model of BTSVM Lin. Amino acid positions with positive supports will
contribute to the formation of β-turn, others will prevent the formation of β-turn. The larger the
absolute value of the support, the stronger the contribution (or prevention if negative). Amino acid
positions with the strongest supports (more than 0.50) are printed by boldface. Those with the lowest
supports (less than -0.50) are underlined.

the both ends of the window (position 1, 2, 7 and 8), although they may not be in the β-turn region,
also significantly support (or prevent) the β-turn formation of the four central residues. For example,
amino acids Pro (P), Lys (K), Thr (T), and Asn (N) support the formation of β-turns when they
occur at position 7; while amino acid Asn (D) at position 1 and Gln (Q) at position 8 prevent the
formation of β-turns.

Discussions

Prediction of β-turns

Our method gave prediction results clearly and had better performance than other ones including
BTPRED on the dataset of 426 non-homologous protein chains. The reasons for these may be the
following:

1. As explained in the paper of Kaur and Raghava [12], our method, like BTPRED, has incorporated
the evolutionary information of proteins by using multiple sequence alignment. The evolutionary
information has been proved to significantly improve most structure prediction methods.

2. Like BTPRED, our method can improve the prediction accuracy by using the additional sec-
ondary structure, which is in turn predicted by a secondary structure prediction method with
high accuracy, i.e. PSIPRED.
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3. In our method, the prediction is performed by considering, at the same time, whether or not four
consecutive residues form β-turn (see materials and methods). This is different from BTPRED,
which performed the prediction for each residue separately. Therefore, all β-turns predicted
by our method (containing at least four residues) are valid and clearer. There is no need to go
through the filtering process to exclude unrealistic β-turns. In this way, our method is somewhat
nearer to the nature of the problem.

4. Our method used the SVM technique, which has many advantages over the neural network
technique, such as it always gives the global optimal solution with a particular kernel, is easy to
control the capacity, etc. [19, 7].

Supports of amino acid positions to the formation of β-turns

We proposed the new term “support of an amino acid position to the formation of β-turns (turn-
windows) under the SVM classification model” which emphasizes the discriminate features between
β-turn and non-β-turn. With some exceptions, our analysis results agree closely with those from the
previous statistical methods. That is, amino acid positions with the stronger positive supports to the
formation of β-turns often are those with the higher amino acid positional potentials (preferences) for
β-turns in the previous results such as those reported in [8] and Chou [3]. Conversely, amino acid
positions with the stronger negative supports to the formation of β-turns often are those with lower
amino acid positional potentials (preferences) for β-turns.

However, there are at least four differences between our approach and others. First, our analysis
and prediction are based on the “multivariable” classification model of a SVM, which is more general
than the previous models such as Site-Independent model [6], 1-4 and 2-3 Residue-Correlation model
[21], and Sequence-Couple model [4]. Therefore, the supports of amino acid positions are mutually
taken. This explains why the order of amino acid positions sorted by their supports is different
from the order when they are sorted by their potentials (or preferences). Second, our analysis and
prediction decide whether four consecutive residues are in β-turn or not by a window of size at least
8 (8 for BTSVM LIN and 12 for BTSVM with RBF kernel). Our analysis results showed that some
amino acids, although may not be in β-turn positions, have significant supports (or preventions) to
the β-turn formation of the residues preceding or following them. This explains why previous methods
(except BTPRED) had low prediction performance, since they performed their prediction only under
a window of size 4. Third, our approach has already emphasized the discriminative features of amino
acid positions for the formation of β-turn or non-β-turn. This is inherited from the discriminative
SVM model. Finally, the analysis results of our approach are more comprehensive and therefore
easier to use than those of others. Amino acid positions with positive supports will contribute to the
formation of β-turns; otherwise they will prevent the formation of β-turns. The stronger the support,
the stronger the affect of the amino acid position on the formation of β-turns.

In this research, our analysis is only taken under the linear classification model (BTSVM LIN)
because of the complexity. As shown in Table 1, BTSVM LIN has the prediction performance of
Qtotal = 73.1, Qpred = 46.0, Qobs = 55.0 and MCC = 0.32 only. It is far from the best model for
the prediction of β-turns, which is nonlinear model (BTSVM with RBF kernel, in our experiments).
We will assess the supports of amino acid positions to the formation of β-turns under nonlinear
classification model in future studies.

In summary, our method for predicting β-turns with high accuracy and our easy-to-understand
analysis results are helpful to the researchers working in the fields of fold recognition and design of
new molecules. Our method can be applied to prediction and analysis of the other types of tight turns.
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Conditional Probability Distribution-based Dissimilarity Measure for
Categorial Data

Parttaker Tu Bao Ho (Japan Adv. Ins. of Science and Technology)
Collaborator Si Quang Le (Japan Adv. Ins. of Science and Technology)

1 Introduction

Dissimilarity measures between data objects are crucial notions in data mining. Measur-
ing dissimilarities between data objects plays an important role in detecting patterns or
regularities in databases.

Moreover, it is compulsory for distance-based data mining methods such as the distance
based clustering methods [1–4], nearest neighbor techniques [5–8], etc.

Measuring (dis)similarities between categorical data objects is a difficult task since there
is not relation between values of a categorical attribute. This is often the case in many
domains, where data are described by a set of descriptive attributes, which are neither
numerical nor ordered in any way. To give an example, Table 1 contains Lymphatic disease
information of 5 patients (the data come from UCI [9]). For the purpose of exposition,
each patient is a tuple characterized by descriptive attributes, such as lymphatics (arched,
deformed, displaced), changes in lym (bean, oval, round), etc.

In real-life data sets, categorical attributes are considered as discrete random variables
and often dependent on one another. For example, the independence confident level of the
attributes change in Lym and block of affere in the data set Lymgraphy is less than 1%
when applying the χ2 test on their contingency table (Table 2).

Dependencies between attributes lead to relations between a value of a categorical at-
tribute and cpds of others attributes when given the value. Hence, relations between values
of a categorical attribute can be obtained from dissimilarities between cpds of other at-
tributes corresponding to the values. To give an example, cpds of the attribute block of
affere are (83% :yes, 17%: no), (55% :yes, 45%: no), and (29%: yes, 71% :no) when the
attribute changes in node holds the values bean, oval, and round, respectively. Since, the
cpd of block of affere given that the attribute changes in node holds value bean is more
similar to the cpd given oval than one given round. Hence, the dissimilarity between bean
and oval seems to be smaller than the dissimilarity between bean and round.

In this paper we introduce a dissimilarity measure for categorical data by imposing
relations between value pairs of an attribute based on their relations with other attributes.
The main idea here is to define the dissimilarity between a value pair (vi, v

′
i) of the attribute

Table 1. An Example of Lymlymphography data

No. Lymphatics Changes.in.lym Changes.in.stru Blockoffree

1 arched bean faint yes
2 deformed oval faint yes
3 displaced round faint yes
4 displaced oval faint yes
5 arched round stripped yes
. . . . . . . . . . . . . . .
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Table 2. Contingency table of the attributes change in node and the lymphatic

block of affere block of affere
changes in lym no yes sum changes in lym no yes sum

bean 5 1 6 → bean .83 .17 1
oval 42 35 77 oval .55 .45 1
round 19 46 65 round .29 .71 1

Table 3. Some well-known similarity measures for binary vectors

Definition Range

Kendall, Sokal-Michener (1958) a+d
p

[0,1] S

Rogers and Tanimoto (1960) a+d
p+b+c

[1,0] S

Sokal and Sneath (1963), un−1
3 , S b+c

a+d
[0,∞] S

Hamman (1961) a+d−b−c
l

[-1,1] T
Jaccard (1900) a

a+b+c
[1,0] T

Dice (1945), Czekanowski (1913) a

a+ 1
2 (b+c)

[1,0] T

Sokal and Sneath a
a+2(b+c)

[1,0] T

Russel and Rao (1940) a
l

[1,0]

Kulczynski 1
2

(
a

a+b
+ a

a+c

)
[1,0]

Pearson, φ ad−bc√
(a+b)(a+c)(d+b)(d+c)

[1,-1]

Braun-Blanquet (1932) a
max(a+b,a+c)

[1,0]

Ai based on dissimilarities between cpd pairs of other attributes given that the attribute
Ai holds the values of vi and v′i. In short, the dissimilarity between the values vi and v′i
is defined as the total sum of dissimilarities between the cpd pairs. Then, the dissimilarity
between two data objects is considered as the total sum of dissimilarities between their
attribute value pairs.

This paper is organized as follows. The related works are shortly summarized in Section
2. The conditional probability distribution-based dissimilarity (pd) and its characteristics
are presented in Section 3, while experiments are given in Section 4. Conclusions and further
works are raised in the last section.

2 Related works

A common way to measure dissimilarities between categorical data objects is to transform
them into binary vectors. Then, dissimilarities between data objects are considered as dis-
similarities between corresponding binary vectors.

(Dis)similarity measures between binary vectors have been studied for a long time,
[10–14]. The principal ideas of these measures are based on the numbers of identical and
non-identical value pairs. The similarity of a non-identical value pair is simply considered
0 (or the dissimilarity is 1) and the similarity of an identical value pair is defined 1 (or the
dissimilarity is 0).

Let Ω = {v1, . . . , vl} be a set of all attribute values. A data object x is transformed into
a binary vector X = (x1, . . . , xl), xi ∈ {0, 1}, where xi = 1 if the object x holds the value
vi, and xi = 0 otherwise.

Let us denote X and Y two binary vectors, XY =
∑

i xiyi, X the complementary of
vector X: X = 1−X = [1− xi], and the following counters.

– a = XY - the number of values which X and Y share,
– b = XY - the number of values which X has and Y lacks,
– c = XY - the number of values which X lacks and Y has,
– d = XY - the number of values which both X and Y lack.
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Obviously, a + b + c + d = l and a + b + c = m where m is the number of attributes. Using
these accounts several measures on binary vectors are defined. A brief summary is given in
Table 3.

Most of the popular practical similarity measures in the literature (Jaccard, Dice, etc)
belong to two function families

Sθ =
a + d

a + d + θ(b + c)
and Tθ =

a

a + θ(b + c)

which were introduced by J.C Gower and P.Legendre (1986) [14].

3 Conditional probability distribution-based dissimilarity

3.1 Notations

Let A1, . . . , Am be m categorical attributes and a data set D ⊂ A1× . . .×Am. Let us denote

– dom(Ai): The domain of the attribute Ai.
– x = (x1, . . . , xm), xi ∈ dom(Ai): a data object of D.
– p(Ai = vi): the probability of the attribute Ai takes value vi.

p(Ai = vi) =
|{x : xi = vi}|

|D|
– p(Aj = vj |Ai = vi): the conditional probability of the attribute Aj takes the value vi

given that the attribute Ai holds the value vi.

p(Aj = vj |Ai = vi) =
p(Aj = vj , A

i = vi)
p(Ai = vi)

– cpd(Aj |Ai = vi): the conditional probability distribution of the attribute Aj given that
the attribute Ai holds the value vi:

cpd(Aj |Ai = vi) ≡ {p(Aj = vj |Ai = vi) : vj ∈ dom(Aj)}
– φ(., .) : a dissimilarity function of two probability distributions.

3.2 Conditional probability distribution-based dissimilarity

Given a pair value (vi, v
′
i) of the attribute Ai, the conditional probability distribution-based

dissimilarity (pd) between (vi, v
′
i) is defined as the total sum of dissimilarities between cpd

pairs of other attributes given that the attribute Ai holds vi and v′i:

pd(vi, v
′
i) =

∑

j,j 6=i

φ(cpd(Aj |Ai = vi), cpd(Aj |Ai = v′i)) (1)

The conditional probability distribution-based dissimilarity (pd) from the data object x
to the data object y is defined as the total sum of pds between their attribute value pairs.

pd(x,y) =
∑

i

pd(xi, yi) (2)

For example, consider the instance given in Table 2 and the Kullback-Leiber divergence
[15, 16] as the dissimilarity function φ(., .).

φKL(P ||P ′) =
∑
x

p(x) log
p(x)
p′(x)
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pds from bean to oval and from bean to round are computed as:

pd(bean, oval) = 0.83 log(
0.83
0.55

) + 0.17 log(
0.17
0.45

) = 0.08.

pd(bean, round) = 0.83 log(
0.83
0.29

) + 0.17 log(
0.17
0.71

) = 0.27.

Since the cpd of the attribute block of affere when given the value bean is more similar to
the cpd when given the value oval than that when given the value round, the dissimilarity
between bean and oval, 0.08, is smaller than the dissimilarity between bean and round,
0.27.

3.3 Characteristics of pd

In the subsection, we present a property and two important notes of pd in practice.

proposition if all attribute pairs are independent, then conditional probability distribution-
based dissimilarities between data object pairs are all equal to 0.

proof Since all pairs of attributes are independent, we known that:

∀Ai, Aj , vi, v
′
i ∈ dom(Ai), vj ∈ dom(Aj) :

p(Aj = vj |Ai = vi) =
p(Aj = vj |Ai = v′i) = p(Aj = vj)

⇒ cpd(Aj |Ai = vi) ≡ cpd(Aj |Ai = v′i)
⇒ φ(cpd(Aj |Ai = vi), cpd(Aj |Ai = v′i)) = 0
⇒ pd(vi, v

′
i) = 0

⇒ pd(x,y) = 0 ∀x,y ∈ D.

The next two notes of pd are also important in practice.

1. pd follows the properties of the φ(., .) function. Since almost φ(., .) holds true two prop-
erties:
– φ(P, P ′) ≥ 0.
– φ(P, P ) = 0.

Therefore, the following two properties hold:
– pd(x,y) ≥ 0.
– pd(x,x) = 0.

2. Since the number of attribute values of a data set is usually small, it is possible to store
temporal data such as cpd(Aj |Ai = vi), P (Ai = vi), etc., in memory after one scan
for the whole data set. Hence, computing time for a value pair of an attribute depends
mainly on the number of attribute values and linearly on sizes of data sets.

4 Experiments

In this section, we present two experiments performed on pd. The first one is the analysis
of pd on two data sets Vote and Monks, which come from UCI [9]. The second experiment
is that we employed pd in the nearest neighbor classifier algorithm (NN)[5], where dissim-
ilarities between data objects play a crucial role, in order to show the usefulness of pd in
practice. To evaluate the performance of the proposed similarity measure, we compare the
accuracies between the results obtained from NN with pd and those obtained from NN with
Jaccard (one of the most common similarity measures for categorical data) under the 10-
trial 10-fold cross-validation. In our experiments, we employ the Kullback-Leiber divergence
as the function φ(., .) in Equation 1.
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Table 4. Dissimilarities between attribute values of Vote

handicapped water-project budget-resolution physician-fee
nc no yes nc no yes nc no yes nc no yes

nc 0 9.77 7.89 0 2.34 1.86 0 13.22 10.20 0 10.99 17.21
no 7.68 0 3.68 1.27 0 0.71 7.77 0 10.17 9.50 0 13.38
yes 4.63 3.47 0 1.32 0.75 0 7.42 10.83 0 16.08 11.54 0

el-salvador-aid religious-groups anti-satellite aid-to-nicaraguan
nc no yes nc no yes nc no yes nc no yes

nc 0 8.04 10.92 0 10.10 11.31 0 9.97 9.85 0 9.29 12.40
no 5.32 0 13.34 6.03 0 7.54 6.20 0 10.12 5.12 0 13.01
yes 8.62 15.99 0 14.31 9.40 0 7.13 10.09 0 13.49 14.73 0

mx-missile immigration synfuels cutback education-spending
nc no yes nc no yes nc no yes nc no yes

nc 0 8.25 2.71 0 15.11 17.67 0 6.69 5.78 0 4.37 7.32
no 8.03 0 11.42 16.15 0 0.21 3.68 0 0.88 3.06 0 10.60
yes 1.97 10.60 0 16.26 0.20 0 5.29 9.79 0 4.45 8.98 0

superfund crime duty-free south-africa
nc no yes nc no yes nc no yes nc no yes

nc 0 6.39 6.08 0 9.62 7.47 0 5.19 5.21 0 14.82 1.20
no 4.40 0 8.31 6.27 0 9.09 3.71 0 7.40 9.90 0 6.77
yes 4.45 8.98 0 6.17 12.50 0 3.80 6.43 0 0.90 11.17 0

4.1 Analysis of pd on the data sets Vote and Monk

pd on the data set Vote
Table 4 presents dissimilarities between value pairs of the data set Vote. As can be seen
from this table

– Dissimilarities between value pairs are nonnegative, zero on diagonals, and asymmetrical.
These properties are caused by the respect properties of the KL divergence.

– Dissimilarities between value pairs on an attribute are not only simple as 0 (identical)
and 1 (non-identical) but various. For example, on the attribute immigration, the dis-
similarity between yes and nc is 16.26, the dissimilarity between yes and no is 0.20, the
dissimilarity between nc and no is 15.11, etc.

– Dissimilarities between value pairs of an attribute are different from value pairs to value
pairs. The differences are due to various differences between cpds of other attributes
corresponding to values of this attribute. For example, on the attribute immigration,
cpds of other attributes given that the attribute immigration holds the value yes are
so similar to cpds when given the value no meanwhile very different from those when
given the value nc (some examples are given in Fig. 1). Hence, the dissimilarity between
the value yes and the value no, 0.20, is much smaller than the dissimilarity between
the value yes and the value nc, 16.26, or the dissimilarity between the value no and the
value nc, 16.15.

pd on the data set Monks
Table 5 shows dissimilarities between value pairs of the data set Monks. As shown in this
table, dissimilarities between value pairs of an attribute are all zero. Since all attribute
pairs are independent (independent test of this data set is showed in Subsection 4.2),
the results can be easily explained by Proposition 3.3 given in Subsection 3.3.
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Fig. 1. Some conditional probability distributions when given the values nc, yes, and no of the immigration

Table 5. Dissimilarities between attribute values of Monk

A1 A2 A3 A4 A5 A6
1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

4.2 Nearest Neighbor with pd

To analysis how well pd boots the performance of the nearest neighbor algorithm [5] com-
pared with Jaccard, we use the hypothesis testing:

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

where µ1 and µ2 are the average accuracies of NN with pd and NN with Jaccard.
Since each 10-trial 10-fold cross-validation result contains 100 accuracy tests, the differ-

ence between two means µ1 and µ2 follows the normal distribution:

Z =
µ1 − µ2√
δ2
1

100 + δ2
2

100

where δ1 and δ2 are the deviations of the accuracy test results of NN with pd and NN with
Jaccard.

Since pd bases strongly on dependencies between attributes, we analysis dependencies
of attribute pairs by the χ2 test with the 95% significant level.

χ2(Ai, Aj) =
∑

vi∈dom(Ai)

∑

vj∈dom(Aj)

([
p(Ai = vi, A

j = vj)− |D| p(Ai = vi) p(Aj = vj)
]2

|D| p(Ai = vi) p(Aj = vj)

)

with the degree of freedom: |dom(Ai)| |dom(Aj)| − 1.
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The dependent factor of D, denote ρ(D), is defined as the proportion between the
number of dependent attribute pairs and the total number of attribute pairs.

ρ(D) =
|{(Ai, Aj) : Ai and Aj are dependent}|

m(m− 1)

4.3 Results

We employ the nearest neighbor algorithm (NN) with pd and with Jaccard on 15 data sets
from UCI [9]. Discretizations for numeric attributes of the data sets are done automatically
by the data mining system CBA [17].

Table 6 shows the results of NN with pd and NN with Jaccard of the 15 data sets. The
first column presents the indexes of the data sets with the decreasing order of Z values.
The second column and the third column are names and dependent factors of the data sets.
The fourth and fifth columns present accuracies and deviations of NN with pd. The next
two columns present accuracies and deviations of NN with Jaccard. The last column shows
Z values.

As can be seen from Table 6:

– The accuracies of NN with pd are clearly higher than the accuracies of NN with Jaccard
on the first 13 data sets. The confident level is more than 99% (NormDist(Zα=2.49) =
0.994) for the first 12 data sets and more than 96% (NormDist(Zα = 1.80) = 0.964)
for the last one.

– The accuracies of NN with pd is lower than the accuracies of NN with Jaccard with the
more than 99% confident level (NormDist(Zα = −3.1) < 0.01) for the last two data
sets,.

It is worth noting from Table 6 that:

– The first 13 data sets, for which the accuracies of NN with pd are higher than the
accuracies of NN with Jaccard, have also high dependent factors (i.e., Vote 100%, Splice
100%, waveform 81%).

– The last two data sets, for which the average accuracies of NN with pd are lower than
the accuracies of NN with Jaccard, have low dependent factors (sonar 11%, monks 0%).

The note shows out a conclusion that, in practice, pd is suitable for dependent attribute
data sets, which have high dependent factors, and unsuitable or useless for independent
attribute data sets, which have low dependent factors. The reason is that relations between
values of a categorical attribute are obtained from dependencies of other attributes on the
values. In other words, the relations base on dependencies between other attributes on this
attribute. Hence, when there are weak dependencies or no dependencies between attributes,
the obtained relations must be very poor and lead to the poorness or uselessness of pd in
practice.

5 Conclusion

In this paper we introduce a new dissimilarity measure for categorical data based on depen-
dencies between attributes. The basic idea is to consider dissimilarities between value pairs
of an attribute based on dissimilarities between cpds when given the value pairs. Then dis-
similarities between two data objects is the total sum of dissimilarities of their value pairs.
The experiment with the nearest neighbor algorithm shows the merit of pd in practice for
real-life data sets.
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Table 6. The accuracies of nearest neighbor algorithm with pd and with Jaccard similarity

pd Jaccard
No. Name ρ(%) µ1(%) δ1 µ2(%) δ2 Z

1 splice 100 87.28 0.0167 75.43 0.0260 38.30
2 tictactoe 100 96.61 0.0185 81.01 0.0382 36.76
3 waveform 81 77.11 0.0148 71.58 0.0196 22.56
4 crx 99 83.04 0.0401 78.38 0.0441 7.81
5 anneal 63 99.60 0.0081 98.69 0.0127 6.05
6 pima 53 71.62 0.0472 67.33 0.0566 5.82
7 wine 100 99.83 0.0095 98.15 0.0276 5.76
8 cmc 97 45.90 0.0389 43.59 0.0383 4.24
9 hypo 98 98.97 0.0055 98.61 0.0071 4.09
10 vote 100 94.03 0.0360 92.14 0.0425 3.39
11 labor 99 97.53 0.0719 94.47 0.0880 2.70
12 zoo 98 98.02 0.0399 96.43 0.0500 2.49
13 post-operative 100 60.22 0.1695 55.78 0.1787 1.80
14 sonar 11 79.38 0.0856 75.56 0.0884 -3.10
15 monks 0 49.56 0.0772 76.86 0.0576 -28.34

Since pd strongly relies on dependencies between attributes, independent attribute pairs
can be considered as ’noises’ in pd. Thus, in further study, we try to limit as much as
possible affects of independent attribute pairs in pd. Moreover, pd does not reveals directly
(dis)similarities between value pairs but relations between partitions (clusters) of data gen-
erated by the value pairs. This leads to an approach of using this idea for clustering problems
of categorical data.
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A Non-Parametric Wavelet Feature Extractor for Time Series
Classification

Parttaker Tu Bao Ho (Japan Adv. Ins. of Science and Technology)
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1 Introduction

Many algorithms have been proposed for mining time series data [21, 15]. The high di-
mensionality, high correlation between data, and high noise embedded in time series make
time series mining becomes a challenging problem. Among the different time series min-
ing domains, time series classification is one of the most important domains. Time series
classification has been successfully used in various application domains such as medical
data analysis [11, 26], sign language recognition [12], speech recognition [17], etc. For ef-
ficiency and effectiveness most of the proposed methods classify time series on high level
representations of time series instead of classifying the time series directly. These representa-
tions include Fourier Transforms [1], Piecewise Linear Representation (PLR) [16], Piecewise
Aggregate Approximation [27, 14], Regression Tree Representation [9], Harr Wavelets [4],
Symbolic Representation [18], etc.

Most of the proposed representation schemes require predefined parameters. In case
of classification, the accuracy is considerably influenced by these predefined parameters.
Considering how to set the number of straight lines as the input parameter for the PLR
algorithm. The range of selection is limited from one to the length of raw time series data.
If the input parameter is one, the representation is just a linear regression of the whole data
and the classification accuracy in this case will be lower than using raw data for most data
and algorithms. If we choose the length of raw time series data as the input parameter,
the represented data is actually the raw data. The selection is not trivial or easy for the
users, the users usually have difficulty in determining the parameters. Note that a domain-
transform technique like Fourier transform itself doesn’t need input parameters. However,
the later feature extraction process needs input parameters in most cases.

In this paper we introduce a time series representation by Harr wavelet decomposition.
The problem of time series classification is tackled by means of selecting features of the
representation. We propose a novel feature extractor to extract the approximation and
change amplitudes of time series. The Euclidean distance between the features of shifted
time series and original time series is smaller than between the raw data. The appropriate
features, namely, features within the appropriate wavelet decomposition scale are chosen
by the concentraion of features. The appropriate features also have been used for noise
reduction. Corresponding time series classification algorithms will also be addressed.

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 briefly discusses background
material on time series classification and Harr wavelet decomposition. Section 3 introduces
our time series representation and classification algorithms. Section 4 contains an compara-
tive experimental evaluation of the classification accuracy with the proposed approach and
other approaches. Section 5 introduces the related work. Section 6 gives some conclusions
and suggestions for future work.
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Table 1. The hierarchical wavelet coefficients

Scale Coefficients

0 A0

1 A1 D1

2 A2 D2 D1

. . . . . . D2 D1

N AN DN . . . D2 D1

2 Background

In order to frame our contribution in the proper context we begin with a review of the
concept of time series classification and the process of Harr wavelet decomposition.

2.1 Time Series Classification

A time series is a sequence of chronological ordered data. Time series can be viewed as a
series of values of a variable that is a function of time t, that is, X(t) = {x0, x1, . . . , xn−1}.
For simplicity, this paper assumes the observed values are obtained with equal time interval
1.

Given a training time series data set D = {d0, d1, . . . , dn−1}, and each sample di is a time
series with a class attribute c. Each class attribute c belongs to a class Ci which is a subset
contains class attributes with same nominal values. The task of time series classification is
to classify a new testing time series x by a model constructed on D.

2.2 Harr Wavelet Decomposition

Wavelet transform is a domain transform technique for hierarchically decomposing se-
quences. It allows a sequence to be described in terms of an approximation of the original
sequence, plus a set of details that range from coarse to fine. The property of wavelets is
that the broad trend of the input sequence is preserved in approximation part, whereas the
localized changes are kept in detail parts. No information will be gained or lost during the
decomposition process. The original signal can be fully reconstructed from the approxima-
tion part and the detail parts.

Harr wavelet is the simplest and most popular wavelet given by Harr. The benefit of
Harr wavelet is its decomposition process has low computational complexity, namely, O(n).
Harr wavelet decomposition process needs a pair of sequence associated with it. The pair is
called wavelet analysis filters, denoted as {hk, gk}. The Harr wavelet analysis filters hk and
gk are given by:

hk = [1/
√

2, 1/
√

2] and gk = [1/
√

2,−1/
√

2]

Harr wavelet decomposition is implemented by a two-step process: the down-sampling
and a convolution with the down-sampled series and wavelet analysis filters. Concrete math-
ematical foundations can be found in [3].

The Harr wavelet decomposition process can be represented with a Matrix form shown
in (1). 



aj(0)
dj(0)

...

...
aj(n

2 )
dj(n

2 )




=
1√
2




1 1
1 −1

. . . . . .
1 1
1 −1



×




aj−1(0)
aj−1(1)

...

...
aj−1(n− 1)

aj−1(n)




(1)
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Table 2. An example of Harr wavelet decomposition

Scale Approximation Detail

0 {8,9,4,8}
1 {(8 + 9)/

√
2, (4 + 8)/

√
2} {(8− 9)/

√
2, (4− 8)/

√
2}

2 {((8 + 9)/
√

2 + (4 + 8)/
√

2)/
√

2} {((8 + 9)/
√

2− (4 + 8)/
√

2)/
√

2}

The decomposed hierarchical coefficients are shown in Table 1.
Scale 0 only has approximation part which is the full original series. To calculate the

coefficients of scale j, the approximation part of scale j − 1 is divided into an even part
Aj−1(2n) = {aj−1(0), aj−1(2), . . . , aj−1(2n)} and an odd part

Aj(2n + 1) = {aj−1(1), aj−1(3), . . . , aj−1(2n + 1)}

Approximation coefficients Aj within scale j are calculated by multiplying factor 1/
√

2 by
the sum of Aj−1(2n) and Aj−1(2n + 1)

Aj = 1√
2
(Aj−1(2n) + Aj−1(2n + 1)).

The detail coefficients within scale j are the difference of Aj−1(2n) and Aj−1(2n + 1)
multiplied by factor 1/

√
2

Dj = 1√
2
(Aj−1(2n)−Aj−1(2n + 1))

The length of input time series is restricted to a power of 2 in the process of wavelet
decomposition. The series will be extended to a power of 2 by padding zeros to the end of
time series if the length of input time series doesn’t satisfy this requirement. Therefore, the
number of decomposing scales for the input time series is log2(N), here N is the length of
zero-padded series.

An example of decomposing a series X = {8, 9, 4, 8} with Harr wavelet is demonstrated
in Table 2.

3 Appropriate Feature Extraction for Wavelet Based Classification

The scheme of wavelet based classification algorithm is shown as follows:

1. Decomposing the training data set and a testing data with wavelets;
2. Extracting features from the wavelet coefficients;
3. Constructing a model on the features of training data set;
4. Classifying the testing data by the model;

The performance of classification will depend on the feature extractor and the clas-
sification algorithm. We introduce a time series representation and corresponding feature
extraction in section 3.1 and section 3.2. Two different classification algorithms will be
suggested in section 3.3 and section 3.4.

3.1 Time Series Representation and Feature Extraction

The decomposed wavelet coefficients Wk(X) in a particular scale k shown in (2) is a repre-
sentation of time series X.

Wk(X) = [Ak, D1, D2, . . . , Dk] (2)
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Here Ak = Ak,0, Ak,1, . . . Ak,n−1 are the approximation coefficients within scale k and

Dj = Dj,0, Dj,1, . . . Dj,n−1, j = 1, 2, . . . k

are the detail coefficients within scale k.
The Euclidean distance of two time series P = {p0, p1, . . . pn−1} and Q = {q0, q1, . . . qn−1}

is

Disc(P, Q) =
√∑

(pi − qi)2

and the Euclidean distance Disc(Wk(P ),Wk(Q)) between corresponding wavelet coefficients
in a particular scale k transformed by P and Q is

√√√√∑

i

(Ak,i(P )−Ak,i(Q))2 +
k∑

j=1

∑

i

(Dj,i(P )−Dj,i(Q))2

The Euclidean distance is preserved through Harr wavelet transform, i.e,

Disc(P, Q) = Disc(Wk(P ), Wk(Q))

.
Note that the detail coefficient Dj contains local changes of time series. Thus |Dj |

denotes the amplitude of local changes. The absolute value of detail coefficients |Dj | for
j = 1, 2, . . . , k and approximation coefficients Ak within scale k are defined as features.

Features = [Ak, |D1|, |D2|, . . . , |Dk|] (3)

This definition helps to overcome the well-known problem posed by the fact that wavelet
coefficients are not invariant to shifts of series.

The Euclidean distance Disc(Fk(P ), Fk(Q)) between the features of two time series P
and Q is √√√√∑

i

(Ak,i(P )−Ak,i(Q))2 +
k∑

j=1

∑

i

(|Dj,i(P )| − |Dj,i(Q)|)2

Because |x| − |y| ≤ x− y, we obtain

Disc(Fk(P ), Fk(Q)) ≤ Disc(Wk(P ), Wk(Q)) = Disc(P, Q)

If P and Q denote the original time series and shifted time series respectively, this inequation
is still tenable.

3.2 Appropriate Scale Selection

Notice that with wavelet decomposition, we have multiple choices of features by the multi-
scale property of wavelets. It is intuitive to find out which features, i.e, which features
accompanied scale should better than others for classification. If coefficients in a scale are
concentrated then only a few important coefficients can represent the whole coefficients with
low error. These coefficients may give valuable information for classification.

We need a function to describe the concentration of coefficients required to accurately
describe the series. By this the function should be large when coefficients are largely the
same value and small when all but a few coefficients are negligible. The Shannon entropy
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Table 3. The WCANN algorithm (S, x)

For each training example Si, calculating its appropriate scale mi and corresponding appropriate features
Fmi(Si);
Given a testing instance x, calculating its appropriate scale n and appropriate features Fn(x);
best-so-far = inf;
for i = 1 to length(S) do

Disc(Fmi(Si), Fmi(x)) = distance between F (Si) and F (x) on scale mi;
Disc(Fn(Si), Fn(x)) = distance between F (Si) and Fx on scale n;
Disc(F (Si), F (x)) = (Disc(Fmi(Si), Fmi(x)) + Disc(Fn(Si), Fn(x)))/2
if Disc(F (Si), F (x)) < best-so-far then

pointer-to-best-series k = i;
best-so-far = Disc(F (Si), F (x));

end if
end for
return xc = class attribute of k;

which is a measure of impurity within a set of instances satisfies our requirement. The
Shannon entropy is defined in (4)

HF = −
∑

i

pilog2pi (4)

In order to obtain the entropy of each scale j, we need to calculate the probability p(nj,i)
of each feature coefficient nj,i within scale j.

The approximation of the probability of a coefficient nj,i within a particular scale j is
defined as: p(|nj,i|) = |nj,i|∑

i |nj,i| ; p(|nj,i|) has the property
∑

i p(|nj,i|) = 1 and p(|nj,i|) ≥ 0.
The appropriate decomposing scale is defined as the scale with the lowest entropy. The

appropriate features of a time series is defined as the wavelet coefficients within appropriate
decomposing scale.

Appropirate Features = [Ak, |D1|, |D2|, . . . , |Dk|] (5)

Here k is the scale with the lowest entropy.

3.3 Classification Algorithm

For two series with the same length, their corresponding appropriate scales may not be
equal. We can’t compare the similarity of two set of appropriate features directly because the
meaning of each data entry is different. For example, given a time series X = {x0, x1, x2, x3}
with appropriate scale 1 and a time series Y = {y0, y1, y2, y3} with appropriate scale 2.
The features of series X are FX = {a1,0, a1,1, |d1,0|, |d1,1|} and the features of series Y are
FY = {a2,0, |d1,0|, |d1,1|, |d2,0|}. Comparing detail coefficients with approximation coefficients
will induce errors and meaningless.

To avoid this problem, we merge the distance of features within different appropriate
scales. The classification algorithm will be implemented by means of 1-nearest neighbor
algorithm, which we called WCANN (Wavelet Classification Algorithm based on 1-Nearest
Neighbor).

Table 3 shows an outline of the classification algorithm. The input is S (the training time
series set) and x (a new emerged testing time series). The output is xc, the class attribute
of x.

x will be classified as a member of a class if and only if, the distance between x and one
member of the class is smaller than between other instances.
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The distance of two features is replaced by the average of distance computed on two
features with different appropriate scale respectively.

Disc(F (P ), F (Q)) = (Disc(Fm(P ), Fm(Q)) + Disc(Fn(P ), Fn(Q)))/2

where m is the appropriate scale of features P and n is the appropriate scale of features Q.

3.4 Noise Reduction on Features

The objective of noise reduction is to suppress the additive noise w(t) from the signal x(t),
where x(t) = u(t) + w(t). The idea of wavelet noise shrinkage is based on the assumption
that the amplitude of the spectra of the signal to be as different as possible for that of
noise. If a signal has its energy concentrated in a small number of wavelet coefficients, these
coefficients will be relatively large compared to the noise that has its energy spread over
a large number of coefficients. This allows thresholding of the amplitude of the coefficients
to separate signals or remove noise. The thresholding is based on a value τ that is used
to compare with all the detail coefficients. The definition of appropriate scale defined in
section 3.2 helps to reduce noise because the signal gets concentrated in a few coefficients
and the noise remains spread out in that scale. Hence it is convenient to separate the signal
from the noise by keeping large coefficients (which represent signal) and delete the small
ones (which represent noise).

Donoho and Johnstone [8] gave the threshold τ = σn
√

2logN , here the σn is the standard
variation of noise, and N is the length of the time series. Because we don’t know the σn of
the time series in advance, we estimate it by robust median estimation of noise introduced
in [8]. The robust median estimation is the median absolute deviation of the detail wavelet
coefficients at scale one, divided by 0.6745.

Usual hard thresholding algorithm is used in this paper which is a process of setting the
detail coefficients whose absolute values are lower than the threshold to zero [7]. The hard
thresholding algorithm for features defined in (5) is illustrated in (6).

Thre(|Di|) =
{ |Di|, |Di| > τ

0, |Di| ≤ τ
(6)

The classification algorithm for noise reduced coefficients WCANR (Wavelet Classi-
fication Algorithm with Noise Reduction) is similar with WCANN algorithm. The only
difference is the noise within appropriate features will be reduced before classification.

4 Experimental Results

For fair comparison purposes, we followed the benchmarks introduced in [15]. We also used
1-Nearest Neighbor algorithm, evaluated by “leaving-one-out”, and experimented on the
same data sets as [15] used:

– Cylinder-Bell-Funnel (CBF): This artificial temporal data originally proposed by Saito
[22], and further worked on by Manganaris [19]. This data set has been used for classifi-
cation by Kadous [12] , Geurts [9], Lin [18] and Keogh [15]. The aim is to discriminate
three types of time series: cylinder(c), bell(b) and funnel(f). We generated 128 examples
for each class with length 128 and time step 1 as in [15].

– Control Chart Time Series (CC): This data set has 100 instances for each of the six
different classes of control charts. This data set has been used to validate clustering
[2], classification [9, 18, 15]. The data set we used was downloaded from the UCI KDD
Archive [10].
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Table 4. The error rates for various feature extractions and similarity measures

Approach CBF CC

WCANN .0026±.0510 .0067± .0814

WCANR .0026±.0510 .0067±.0814

WC-NN .0026±.0510 .0133±.1148

NN .0026±.0510 .0133±.1148

Eucliean Distance 0.003 0.013

Aligned Subsequence 0.451 0.623

Piecewise Normalization 0.130 0.321

Autocorrelation Functions 0.380 0.116

Cepstrum 0.570 0.458

String (Suffix Tree) 0.206 0.578

Important Points 0.387 0.478

Edit Distance 0.603 0.622

String Signature 0.444 0.695

Cosine Wavelets 0.130 0.371

Hölder 0.331 0.593

Piecewise Probabilistic 0.202 0.321

We evaluated 4 algorithms using different features extracted from the two data sets
described above. 1-NN is the 1-nearest neighbor algorithm that uses the raw data [15].
WC-NN is the algorithm that uses 1-nearest neighbor algorithm with decomposed wavelet
coefficients within highest scale [5]. WCANN is the algorithm described in section 3.3.
WCANR is the algorithm described in section 3.4.

An unclassified instance is assigned to the same class as its closest match in the train-
ing set. We only used Euclidean distance as the distance measure since it superiors other
distance measures in classification on the above two data sets [15]. The classification error
rates about different feature extraction and similarity measure algorithms on the above two
data sets are presented in Table 4. The entries from row 2 to row 5 in Table 4 are error
rates of the above four feature extraction algorithms on Euclidean distance. The error rates
of various similarity measures with the raw data given by [15] are presented in Table 4 from
row 6. The NN algorithm is actually the same as Euclidean distance algorithm in Table 4.

On both data sets WCANN algorithm performs the same with WCANR algorithm and
1-NN algorithm performs the same with WC-NN algorithm. The WCANN and WCANR
algorithms achieve the same accuracy compared with 1-NN and WC-NN algorithms on CBF
data set and higher accuracy on CC data set.

5 Related work

There are large number of techniques have been proposed for efficient time series querying
based on wavelets. Chan and Fu [5, 4] introduced a algorithm of nearest neighbor querying
with Harr wavelet coefficients, and only first few wavelet coefficients were preserved for
dimensionality reduction. Shahabi et al. [23] proposed an algorithm called TSA-tree which
queries the approximation part or detail part of Harr wavelet coefficients respectively in a
specific scale, and the specific scale was give by users. Struzik and Siebes [24] defined a new
time series similarity measurement on the correlation of Harr wavelet coefficients.

In signal processing community, Piter and Kamarthi [20] chose clustered wavelet coef-
ficients as features. Tancel et al. [25] only used the approximation wavelet coefficients as
input of an ART-2 type neural network. Kalayci and Ozdamar [13] suggested a method that
used eight central detail coefficients of scale m ranging from 1 to 5 as the features.
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No proposed work concerns selecting appropriate scale. Our work is similar in spirit to
the wavelet packet algorithm introduced by Coifman et al. [6]. The authors used entropy to
select the best basis of wavelet packet.

6 Conclusions and Future work

We defined features on Harr wavelet coefficients which helps to overcome their sensitivity
to shifted time series. We selected the appropriate scale of Harr wavelet decomposition for
classification. We proposed a nearest neighbor classification algorithm on appropriate scale.

We conducted experiments on two widely used test time series data sets and compared
the accuracy with our algorithms and two other algorithms on Euclidean distance. Our
algorithms superior other two algorithms on one data set and take the same results on
another data set.

We intend to extend this work to two directions. First, applying this approach to a
real time series data set. We are in the process of working on hepatitis data set [11]. This
hepatitis data set contains irregular time series data measured on nearly one thousand
examinations. The target of mining this data set includes time series classification. Second,
combining this work with distance-based clustering algorithm. In fact, the main idea of
this work is selecting appropriate features of a time series for better similarity comparison.
Clustering on these features instead of clustering on the time series data directly may get
better results.
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肝炎データセットを用いたルールの興味深さ指標の評価

研究分担者 大崎美穂 (静岡大学情報学部)

研究協力者 佐藤芳紀 (静岡大学大学院情報学研究科)

北口真也 (静岡大学大学院情報学研究科)

研究代表者 山口高平 (静岡大学情報学部)

背景
近年，Evidence Based Medicine(EBM，科学的根拠に基づく医療)への

データマイニングの貢献が期待され，多くの医療データマイニングの研
究がある．しかし，ルールの質に大きな影響を及ぼすにも関わらず，医
療データに適した前処理・後処理，専門家の領域知識を反映するための
システムと人間のインタラクションの具体的方法は，あまり議論されて
いない．我々は昨年度までに，本科研費研究の共通データである慢性肝
炎の検査履歴データを用い，時系列パターンの組合せルールを生成し評
価するケーススタディを重ねた．その中で，医療データに適した前処理
を検討し，マイニングシステムによるルール生成と専門家によるルール
評価を繰り返して，実際に専門家が興味を持つルールを得た．
そこで，本年度は後処理とインタラクションに主眼を移し，I 後処理と

インタラクションに関する知見の体系化，II インタラクションの支援方
法の検討を試みた．具体的には，Iに対してはインタラクションの概念モ
デルと半自動化のフレームワークを立てた．IIに対しては実証実験を行
い，ルールの興味深さ指標を組み合せてインタラクションを支援する方
法を検討した．本報告書では，最初に，昨年度までの研究成果と興味深
さ指標の概要を示す．次に，本年度の研究成果である I，IIについて詳し
く述べる．最後に，まとめとともに来年度に残された課題を述べる．

関連研究

昨年度までの研究成果

我々は慢性肝炎の検査履歴データを対象とし，前処理，マイニングシス
テムによるルール生成，専門家によるルール評価，前処理とマイニング
システムの改善，という一連のプロセスを 2回繰り返した．前処理では，
現実の医療データが持つ性質 (非常に多いノイズや欠損値，一定でない検
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査周期等)に応じた前処理を考案し実施した．ルール生成では，クラスタ
リングと決定木を用い，時系列パターンの組合せで表現され将来の病状
を推定するルールを得た．ルール評価では，検査値が正常範囲内のルー
ルを除き，グラフ表示したルールを専門家に見せ評価結果を得た．同時
に，観察期間の適切な長さ等，前処理とマイニングシステムの改善のコ
メントを得た [6]．
図 1に，第 1回目のマイニングで得たルールの一例を示す．これは，過

去2年間の複数の検査値変動から，病状を表す主要な検査項目であるGPT

の将来 1年間の値変動を推定している．専門家は，このルールはGPT値
が約 3年周期で変動すると示唆し，GPT値は単調減少するという従来の
認識と異なる点で興味深いと述べた (仮説の形成)．そこで観察期間を延
長し，第 2回目のマイニングを行った．その結果，専門家は図 2に示す
ルールに注目し，これらのルールは過去 5年間でGPT値が大局的に 2回
変動することを示唆し，仮説をさらに支持すると述べた (仮説の検証)．

図 1: 第 1回目のマイニングにおいて高く評価されたルールの一例．

図 2: 第 2回目のマイニングにおいて高く評価されたルールの一例．
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以上より，専門家にとって興味深いルールが得られ，前処理とマイニン
グシステムの改善，およびインタラクションを通した仮説形成・検証の支
援が成功したと言える．しかし，この過程は第三者が手動で行っており，
支援の半自動化という課題が残った．そこで本年度は，第三者の介入は
最小限で円滑にインタラクションできる仕組みを検討することにした．

従来のルールの興味深さ指標

マイニングシステムと専門家のインタラクション支援には，まず，イン
タラクションの過程を概念レベルで明確にモデル化する必要がある．次
にモデルに基づき，支援システムの材料となるアルゴリズムや手法を選
定・考案し，最終的に支援システムを具現化する．インタラクションの
モデル化は後ほど述べることとし，ここでは，我々が支援システムの材
料として選定したルールの興味深さ指標について述べる．
知識発見分野では，ルールの興味深さ指標を定義し，人間の代りにルー

ルを評価させる試みがなされてきた．一般に，興味深さ指標には『客観
的指標』と『主観的指標』がある．客観的指標はデータの分布構造を数
理的に解析して得られるルールの信頼性や特異性であり，人間の主観や
領域知識は含まない．このため汎用的ではあるが，興味深いルールの抽
出よりも妥当でないルールの除去に用いられることが多い．一方，主観
的指標は人間が定義し与えた情報 (ビリーフやルールのテンプレート)と
の類似度や差異であり，興味深いルールを抽出しやすいが，ユーザの興
味の明示的な定義を必要とする [3]．これらに対し『真の興味深さ』とは，
人間が実際に感じる興味の強さであり，人間一般の認知特性，個人の領
域知識や経験，過去に評価したルールの影響の総合で形成される．
本研究では客観的指標に着目するので，これについて詳細に説明する．

従来，様々な客観的指標が提案されてきたが，これらは『興味深さの評
価基準』と『解析の基礎となる理論』の組合せで分類できる．興味深さ
の評価基準としては，正確さ: ルールの条件部と結論部の結合，(依存性)

が強いか，情報の豊富さ: ルールが多くの情報を含むか，一般性: ルール
がデータ全体の傾向を反映するか，意外性: ルールがデータ全体と異なる
傾向を示すか，などが挙げられる．解析の基礎となる理論としては，事
例数: 条件部，結論部，ルールが持つ事例の数，確率: これらの生起確率，
統計量: 生起確率に基づく統計量，などが挙げられる．
インタラクション支援を考える時，最も率直なアプローチとして思い
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浮かぶのは主観的指標を用いること，つまり，専門家に領域知識を明示
してもらいシステムに組み込むことであろう．しかし，明示可能な既知
の知識のみをベースに，興味深い新たな知識を発見できるか疑問である．
そこで我々は客観的指標に着目し，専門家が持つ真の興味深さとの関係，
およびインタラクション支援への利用の可能性を調べることにした．
客観的指標はデータ分布構造の数理的な解析結果であり，当然，医学

的な知識に基づく真の興味深さとは単純に一致しない．しかし，インタ
ラクション過程で客観的指標を専門家に提示すれば，医学的な視点以外
の新たな視点を専門家に与え得る．また，もし客観的指標 (単独，あるい
は複数の指標の合成)と真の興味深さの対応付けができれば，真の興味深
さの要素還元的な解析や，客観的指標を利用したルールの推奨ができる
かもしれない．以上が，客観的指標に着目した理由である．

表 1: 本研究で用いた興味深さの客観的指標．

指標名 理論 評価基準 定義式

Coverage 確率 条件部の一般性 P (A), P (A): 条件部の生起確率
Prevalence 確率 結論部の一般性 P (C), P (C): 結論部の生起確率
Precision 確率 条件部が持つ P (C|A)

結論部の推定精度
Recall 確率 結論部が持つ P (A|C)

条件部の推定精度
Support 確率 ルールの一般性 P (C|A) ∗ P (A)

Specificity 確率 非条件部が持つ P (C|A)
非結論部の推定精度

Accuracy 確率 ルールの一般性 P (C|A) ∗ P (A) + P (C|A) ∗ P (A)

Lift 確率 条件部と結論部の依存性 P (C|A)
P (A)

Leverage 確率 条件部と結論部の依存性 P (C|A) − P (A) ∗ P (C)

GOI [1] 確率 ルールの一般性 ((
P (C|A)

P (A)∗P (C)
)k − 1) ∗ ((P (A) ∗ P (C))m

条件部と結論部の依存性 k,m: 依存性の係数，一般性の係数

χ2 Measure [5] 統計量 条件部と結論部の依存性
∑

event

(Tevent−Oevent)
2

Tevent

event: A → C, A → C, A → C, A → C
Tevent: event が持つ事例数の理論値
Oevent: event が持つ事例数の実測値

J-Measure [9] 情報量 条件部と結論部の依存性 P (C) ∗ (KLD(C|A;A) + KLD(C|A; A)
KLD: Kullback-Leibler 情報量

K-Measure 情報量 条件部と結論部の依存性 KLD(C|A;A) + KLD(C|A; A)−
KLD(C|A;A) + KLD(C|A; A)

RI [8] 事例数 条件部と結論部の依存性 NC|A − NA+NC
NU

NA, NC , NU : 条件部，結論部，ルールの事例数
Credibility [2] 確率 ルールの一般性 βi ∗ P (C) ∗ |P (Ri|C) − P (Ri)| ∗ T (Ri)

事例数 結論部の意外性 βi: 正規化係数
P (Ri): C を結論部に持つルール Ri の確率
T (Ri): ルール Ri の事例数

表 1に，我々が選定し調査対象とした客観的指標を示す．今回は，様々
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な客観的指標のうち，最も一般的な指標 (Coverage, Prevalence, Precision,

Recall, Support, Specificity, Accuracy, Lift, Leverage)，確率に基づく指
標 (GOI [1])，統計に基づく指標 (χ2 Measure [5])，情報量に基づく指標
(J-Measure [9], K-Measure)を選んだ．GOIは条件部と結論部の依存性と
ルールの一般性のバランスを調整するパラメータを持つため，依存性が
一般性の 2倍となるパラメータの設定 (GOI-D)，逆の設定 (GOI-G)の 2

つの条件を用いた．K-Measureは我々が考案した指標である．

今年度の研究成果 I

後処理とインタラクションに関する知見の体系化

今年度の前半で我々は，昨年度までに得られた後処理とインタラクショ
ンに関する知見を体系的にまとめた．具体的には，医学的な知識発見に
特化し，システムと人間の役割・機能を示す概念モデルを立て，モデル
に基づくインタラクションの半自動化のフレームワーク (後処理の方法を
含む)を考案した [7]．図 3にインタラクションの概念モデルを示す．マイ
ニングシステムは莫大なデータに埋もれた未知ルールをデータ構造に基
づき発見する能力を持ち，ルール生成という役割を担う．一方，専門家
は高度で精緻な領域知識と経験に基づくルールの洞察能力を持ち，新し
い知識の元となる仮説の形成・検証という役割を担う．マイニングシス
テムから専門家へは新しい仮説のヒントと仮説の検証材料となるルール
が，専門家からマイニングシステムへはルール生成の条件設定や着目す
べき属性・クラスの情報が提供される．このやりとりがお互いの能力を
相補し，システムの改善と専門家の創発を促す．そして，ルールが洗練
化され，最終的に医学的に興味深い知識が得られると考えられる．
このようなインタラクション過程を円滑に支援するには，データ構造

に基づく客観的な観点，専門家の領域知識に基づく主観的な観点の両方
から見て妥当なルールを生成し，専門家に提示する機能が望まれる．そ
こで我々は，図 4のようなインタラクションの半自動化のフレームワー
クを考案した．図 4の中央における system evaluationは客観的な観点に
よる評価を，human evaluationは主観的な観点による評価を表す．この
フレームワークを実現するには，第一に，system evaluation に利用可能
な指標，および，system evaluation と human evaluation の関係を調べ
る必要がある．そこで今年度の後半では，system evaluation の材料とし
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てルールの興味深さの客観的指標を選定し，human evaluation，つまり，
専門家が実際に与えたルールの評価結果と比較することにした．

図 3: システムと専門家のインタラクションの概念モデル．

図 4: インタラクションの半自動化フレームワーク．
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今年度の研究成果 II

客観的指標と真の興味深さの比較

今年度の後半では，昨年度までに得られたルールと専門家によるルー
ルの評価結果を用いた実証実験を行い，興味深さの客観的指標が真の興
味深さをどの程度推定できるかを調べた．実験には，仮説を形成する第 1

回目のマイニング，仮説を検証する第 2回目のマイニングで得られたルー
ル群とこれらの評価結果 (計 2セット)を用いた．専門家の評価結果は，特
に興味あり (EI: Especially Interesting)，興味あり (I: Interesting)，理解
不能 (NU: Not Understandable)，興味なし (NI: Not Interesting)の 4種類
である．なお，EIは仮説の形成・検証のキーとなった特に重要なルール
を意味する．第 1回目では EIが 3個，Iが 9個 (計 12個)，第 2回目では
EIが 2個，Iが 6個 (計 8個)であった．客観的指標には表 1の指標を用い
た．まず，これらをルール群の評価に適用し，算出した評価値でルール
を降順に並べた．そして，専門家がEIか Iを与えたルールと同数のルー
ルを降順の上位から選び出した．
表 2の上側に第 1回目，下側に第 2回目のルールの評価結果を示す．各

行は専門家や客観的指標がルールに与えた評価結果を，各列は 1つ 1つ
のルールを表わし，左側にあるルールほど専門家の評価が高い．Iと評価
されたルールはボックスで囲み，EIと評価されたルールは灰色に着色し
た．□，■は，客観的指標による評価結果が専門家による評価結果と一
致したこと，一致しなかったことをそれぞれ意味する．表 2の左側のボッ
クス内で□が多いほど，客観的指標が持つ真の興味深さの推定性能が高
く，灰色に着色したルールに対して□が多いほど，仮説の形成・検証に重
要なルールの推定性能が高い．実験結果の全体傾向を把握するため，我々
は客観的指標のメタ評価基準を以下のように設定した．#1: Iの推定精
度 (一致数)．#2: EIの推定精度 (一致数)．#3: EI，I，UN，NIの推定
精度 (一致数)．#4: EI，I，UN，NIの推定精度 (相関係数)．表 2の右側
4列は，これらの基準を使ったメタ評価の結果である．#1～#4 の値が
大きいほど客観的指標の性能が高い．
ここで，第 1回目，第 2回目の各々で性能が高かったものと低かったも

のを検討する．表 2の上側より，第 1回目では，Recall，Specificity，χ2

Meaureの性能が同等に最も高く，次に J-MeasureとK-Measureが続く．
Prevelenceの性能が最も低く，次にCoverageが続く．表 2の下側より，第
2回目では，CredibilityとLiftの性能が同等に最も高く，次にχ2 Meaure
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表 2: 専門家と客観的指標によるルールの評価結果．

が続く．Prevelenceの性能が最も低く，次に Precisionが続く．
次に，第 1回目，第 2回目の結果を比較し，性能が一貫して高いもの，

低いもの，大きく変化したものを検討する．χ2 Measureは最上位の性能
を，Prevelenceは最下位の性能を維持していた．よって，今回の実験条件
ではマイニングの段階に関わらず，χ2 Measureが興味深いルールの推定
に有効であること，Prevelenceはむしろ逆の値を利用すれば有効であるこ
とが分かった．一方，Specificityは第 1回目で最上位，第 2回目で最下位
と，極端な傾向を示した．Recall，J-Measure，K-Measureは第1回目では
性能が高かったが，第 2回目では高くなかった．Credibility，Liftはその逆
の傾向を示した．さらに，表 2の■□の配置関係を見ると，各指標のルー
ルの評価結果はかなり異なっていた．よって，χ2 Measure，Prevelence以
外の多くの客観的指標では，その性能がマイニングの段階に強く依存し，
お互いに補い合う関係にある客観的指標が存在すると分かった．

8
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この結果は，複数個の客観的指標をパラメータとする合成関数を用い
て，興味深いルールを推定できる可能性を示唆している．例えば，第 1回
目において，Recallとχ2 Meaureの論理和関数を考えると，#1: Iの推定
精度と#2:EIの推定精度はともに 100%となる．我々は，現在，次のよう
な方法で自動的に合成関数を求められると考えている．客観的指標の各
組合せに対し重み付き線形加算式を立て，最小二乗法によって，推定誤
差が最小になる重みと推定性能の高い客観的指標の組合せを求める．あ
るいは，客観的指標を属性，専門家によるルールの評価結果をクラスと
し，決定木によって推定性能の高い指標の組合せを見つける．
合成関数の算出が可能になれば，興味深いルールを推奨するユーザイ

ンタフェースの実現に利用できるであろう．さらに，専門家 (専門家一般
ではなく，各個人)が持つ着眼点を，合成関数を介して明示的に解析でき
ると考えられる．例えば，Coverageの正の重みが高く，Prevelenceの負
の重みが高い合成関数の推定性能が高いならば，「現在，この専門家は仮
説形成の段階にあり，ありふれた病状が珍しい予後を引き起こすルールを
見つけようとしている」と分かる．これらは来年度からの課題としたい．

おわりに
我々は昨年度までに，本科研費研究の共通データである慢性肝炎の検

査履歴データを対象として，医療データに適した前処理を検討し，専門
家にとって興味深いルールを得るに至った．そこで今年度は，後処理とイ
ンタラクションに主眼を移し，インタラクションの概念モデルと半自動
化のフレームワークを考案した．さらに，昨年度までに得られたルール
と専門家によるルールの評価結果を用い，実証実験によって，ルールの
興味深さの客観的指標が真の興味深さをどの程度推定できるかを調べた．
その結果，インタラクションの支援への客観的指標の適用，客観的指標
の合成関数による専門家の興味の解析の可能性が示唆された．来年度に
は，客観的指標の合成関数の算出，合成関数を用いたインタラクション
の半自動化の実現を試みる予定である．

参考文献

[1] B. Gray and M. E. Orlowska: CCAIIA: Clustering Categorical At-

tributes into Interesting Association Rules, Pacific-Asia Conf. on

9

okada
1

okada
193



Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD’98), Melbourne,

Australia, pp.132–143 (1998).

[2] H. J. Hamilton, N. Shan, and W. Ziarko: Machine Learning of Credi-

ble Classifications, Proc. of Australian Conf. on Artificial Intelligence

(AI’97), Perth, Australia, pp.330–339 (1997).

[3] R. J. Hilderman and H. J. Hamilton: Knowledge Discovery and Mea-

sure of Interest, Kluwer Academic Publishers (2001).

[4] M. Kamber and R. Shinghal: Evaluating the Interestingness of Char-

acteristic Rules, Proc. of Int’l Conf. on Knowledge Discovery and Data

Mining (KDD’96), Portland, Oregon, USA, pp.263–266 (1996).

[5] Y. Morimoto, T. Fukuda, H. Matsuzawa, T. Tokuyama, and K. Yoda:

Algorithms for Mining Association Rules for Binary Segmentations

of Huge Categorical Databases: Proc. of Int’l Conf. on Very Large

Databases (VLDB’98), New York, pp.380–391 (1998).

[6] M. Ohsaki, Y. Sato, H. Yokoi, and T. Yamaguchi: A Rule Discovery

Support System for Sequential Medical Data, – In the Case Study

of a Chronic Hepatitis Dataset –, Int’l Workshop on Active Mining

(AM-2002) in IEEE Int’l Conf. on Data Mining (ICDM’02), Maebashi,

Japan, pp.97–102 (2002).

[7] M. Ohsaki, Y. Sato, S. Kitaguchi, H. Yokoi, and T. Yamaguchi: A

Rule Discovery Support System for Sequential Medical Data, – In the

Case Study of a Chronic Hepatitis Dataset –, Technical Report of the

Institute of Electronics, Information, and Communication Engineers

(IEICE), AI2002-81 (2003) in Japanese.

[8] G. Piatetsky-Shapiro: Discovery, Analysis and Presentation of Strong

Rules, Knowledge Discovery in Databases, pp.229–248, AAAI/MIT

Press (1991).

[9] P. Smyth and R. M. Goodman: Rule Indcution using Information

Theory, Knowledge Discovery in Databases, pp.159–176, AAAI/MIT

Press (1991).

10

okada
1

okada
194



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

研究協力者 阿部秀尚 (静岡大学大学院理工学研究科)

　　 渡邉悠司 (静岡大学大学院情報学研究科)

久米俊二 (静岡大学大学院情報学研究科)

研究分担者 福田直樹 (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)

研究代表者 山口 高平 (静岡大学情報学部)

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の手法 (これを「メソッドリポジ
トリに基づく構成型メタ学習」と呼ぶ)について，従来のメタ学習アルゴ
リズム (これを「選択型メタ学習」と呼ぶ)との比較評価を行った．
さらに，データの前処理における属性選択について，昨年度から提案
しているシーズメソッド [8]の手順を検討し，評価を行った．この評価で
は，従来のベンチマークデータに加え，昨年度までに我々の班でルール
を生成し専門家の評価をいただいた慢性肝炎データセット [10]について，
本手法を適用した．本稿では，ベンチマークデータセットでの評価結果
と慢性肝炎データセットへの本手法の適用可能性について考察する．

構成型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
従来から研究が行われている選択型メタ学習アルゴリズムとは，ベー
スレベルの学習アルゴリズムを分解せずに結果を統合する学習アルゴリ
ズムを指す．我々は，ベースレベルの学習アルゴリズムを分解し，所与
のデータセットに適する学習アルゴリズムを再構成する枠組を「構成型
メタ学習」として提案している．本研究では，この構成型メタ学習を学
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習アルゴリズムの機能単位であるメソッドを体系化し，このメソッドリ
ポジトリを参照して所与のデータセットに適切な学習アルゴリズムを再
構成することにより実現する．以下に，我々の手法であるリポジトリに
基づく構成型メタ学習ツールCAMLET1と選択型メタ学習アルゴリズム
であるスタッキングとの比較評価について述べる．

選択型メタ学習アルゴリズム”スタッキング”との比較評価

スタッキングとの比較評価は，我々の提案する構成型メタ学習が選択
型メタ学習と比べて同等 (またはそれ以上)の性能であることを示すため
に行う．スタッキングは選択型メタ学習アルゴリズムの 1つである．ス
タッキングは，訓練データセットによるベースレベル分類器・メタレベル
分類器の学習段階とこれらの分類器を組み合わせてテストデータセット
の予測を行う予測段階によって構成される．

[2][3]での評価では，StatLogプロジェクト [9]での 10データセット2を
使用し，スタッキングの性能と比較して，CAMLETが同等の性能である
ことを示した．また，CAMLETの帰納アプリケーション実行における並
列効果を示した．本稿では，UCI MLリポジトリ [4]の 34データセット
のベンチマークデータセットを使用したそれぞれの性能の比較結果につ
いて述べる．

UCI MLリポジトリのデータセットによる比較評価

本実験では，より多くのデータセットでの性能比較を行うため，UCI

MLリポジトリの34データセットを利用する．各データセットの検定法は，
WEKAから提供されるweka.filters.SplitDatasetFilterを利用してデータ
セットを分割した 10回交差検定に統一する．
本実験でのスタッキングの基本レベル学習アルゴリズムは，J4.8・IBk・

Naive Bayes・Partルール学習器・Bagged J4.8・Boosted J4.8の 6種類を
用いる．メタレベル学習アルゴリズムについては，J4.8・線形回帰モデル
を利用した分類の 2つを用いる．
これに対し，CAMLETに与える要求は，各データセットで最も高いス
タッキングによる正解率である．CAMLETの帰納アプリケーション探索

1CAMLETの詳細については [1][2][3]参照
2http://www.liacc.up.pt/ML/statlog/
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は，要求を満たすか，100個の帰納アプリケーションの実行し終えた時点
で打ち切る．100個の帰納アプリケーションを実行しても要求を満たせな
い場合は，それまでで最高正解率のものを採用する．探索手法としては，
StatLogデータセットの実験と同じく [1]で用いられたGAに基づく探索
を採用した．

CAMLETと各スタッキングによる正解率の結果を表1に示す．win/loss

は 10回交差検定の各実行の正解率を比較し，CAMLETに対してスタッ
キングが平均正解率において有意に上回ったか下回ったかを表している．
有意差の判定には t-検定を用いた．

表 1: CAMLETによって合成された帰納アプリケーションと 2種類のス
タッキングによる正解率

この結果から，より多くのデータセットに対してCAMLETが要求 (目
標正解率)に沿うような帰納アプリケーションを合成したことが分かる．
22データセットに対しては，要求した正解率を越える帰納アプリケーショ
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ンを見出すことに成功している．win/lossの数がそれぞれのスタッキン
グで一致していることからも，CAMLET が目標に沿う帰納アプリケー
ションを合成した，と言える．また，全体の平均正解率は 2つのスタッキ
ングそれぞれよりも，目標正解率とした両者のうち高いほうの正解率の
平均とほぼ等しくなる．
表 2表 3は，CAMLETとスタッキング，それぞれのベースレベル学習
アルゴリズムでの正解率とメタ学習を行ったときの正解率の差の勝敗を
示している．

表 2: CAMLETとそのベースレベル学習アルゴリズムの正解率の比較 (有
意差有の勝ち数：負け数)

C4.5 ID3 Classifier Neural Boosted Bagged

Meta Learner (unpruned) Systems Network C4.5 C4.5

CAMLET 12:0 15:0 21:0 19:0 7:0 5:0

表 3: スタッキングとそのベースレベル学習アルゴリズムの正解率の比較
(有意差有の勝ち数：負け数)

Naive IBk Boosted Bagged

Meta Learner J4.8 Part Bayes (k=5) J4.8 J4.8

LR 6:0 8:1 12:3 10:2 3:0 5:1

J4.8 7:0 6:0 10:1 9:0 2:0 3:0

これらの表から，多くのデータセットでより高い能力をもつ学習アル
ゴリズムを CAMLETが合成していることが分かる．これは，構成型メ
タ学習に基づきベースレベル学習アルゴリズムを分解し，データセット
毎に適切なアルゴリズムを再合成しているためだと考えられる．

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
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，所与の属性集合か
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ら有用な属性部分集合のみに絞り込む必要がある．この作業は属性選択
(feature selection)と呼ばれ，その自動化が望まれている．属性選択の代
表的な自動化手法として，フィルタメソッドとラッパーメソッド [7]があ
るが，それぞれ精度，計算コストの面で問題がある．
我々は昨年度までに，計算コストと精度を同時に改善する新しい属性
選択法，シーズメソッドを提案し，ベンチマークによってシーズメソッド
が有用であることを示した [8]．しかし，昨年度示したシーズメソッドで
は，属性部分集合の探索開始点となる初期属性集合に無関係な属性が含
まれるため，最良属性部分集合を選択できないデータセットが存在した．
このようなデータセットに対処するため，本年度はクラスとの関連にと
らわれない視点から属性除去を行う因子分析を初期属性集合決定プロセ
スに導入した [12]．また，昨年度まで前向き最良優先探索のみであった属
性部分集合空間の探索法をWEKAで利用可能な複数の探索法から選択可
能とした．
この新たなシーズメソッドの有用性について，UCI MLリポジトリと

StatLogプロジェクトの 7データセットを用いて評価した．さらに，従来
のシーズメソッドを用いて慢性肝炎データセットに対して，属性選択を
適用した結果を示し，この結果について考察する．

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，計算コストが膨大に
なるため，データマイニングの現場ではほとんど利用されていない．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してきた．
従来のシーズメソッドの初期属性集合決定プロセスについて検討を行っ
たところ，クラスとの関連から性能の劣化につながる無関係な属性を全
て除去することが難しいことが判明した．そのため，属性間の関連から無
関係である可能性が高い属性を除去するために因子分析を導入した．た
だし，因子分析は順序のある属性を仮定しているため，名義属性に順序
関係が存在しないデータセットには適用できない．
図 1に初期属性集合決定に因子分析を導入したシーズメソッドの詳細
を示す．
まず最初にデータセットに対して因子分析を実行し，固有値が 1.0以上
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図 1: 新シーズメソッド処理手順

となる因子を採用する．そして，採用された因子の因子負荷量を比較し，
各因子に対して最も因子負荷量の絶対値が小さい属性を除去する．
次に因子分析の結果から属性を除去したデータセットに対してフィル
タメソッドを適用し，クラスとの関連が高い属性を選択する．今回はフィ
ルタメソッド Relief-F[6]により選択された属性部分集合のうち上位 7割
を選択した．そして，フィルタメソッドにより選択された属性集合をもつ
データセットで決定木を構築した後，出力の決定木の根に近い上位 5割
の節にあてられた各属性を初期属性集合とする．
以上によって選択された初期属性集合を開始点として属性部分集合の
空間を探索する．この探索における方向と各部分集合の評価法について
はWEKAが提供する 4種類の探索法と属性部分集合評価法を選択するこ
とができる．ただし，今回は属性部分集合の評価法をラッパーメソッド
での評価法に固定して，比較実験を行った．

ベンチマークデータセットによる評価

本節では，本年度提案した新たな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．今回は
各属性選択法の評価基準として，選択に要する計算時間と選択された属
性部分集合による精度を用いた．比較実験を行うために，UCI ML リポ
ジトリと StatLogプロジェクトのデータセットのうち 7データセット3を
利用し，DMスキームとしてはWEKAから J4.8(C4.5)を用いた．
本実験でラッパーメソッドに使用した探索法は，BestFirst[Forward](以
下，‘BF’と表記)とBestFirst[Backward](以下，‘BB’と表記)の 2通りで

3データセットの概要は [?]を参照
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あり，それぞれ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最良優先探索である．
シーズメソッドの手続きは前述の通り行われ，実験で用いた 4種類の

探索法は BestFirst[Forward](BF)，ForwardSelection(F)，GeneticSearch

(G)，RandomSearch (R)である．ForwardSelectionは初期状態から属性
を逐次拡張していく探索法である．GeneticSearchはGoldbergらが提唱
した遺伝的アルゴリズム (Simple Genetic Algorithm)[5]を使用した探索
である．与えられた初期属性集合は第一世代の 1個体として扱われる．本
実験では個体数を 20，世代を 20，交叉確率を 60%，突然変異率を 3.3%と
した．RandomSearchは，探索が指定された範囲に達するまでランダム
に探索を行う．本実験では,全属性組み合わせ空間の 0.25%を探索範囲と
した.

本実験における精度評価のために使用した 10回交差検定は，各属性選
択手法によって選択された属性部分集合をもつデータセットに対する学
習結果の評価に用いた．

属性選択に要した計算時間

表 4は各属性選択法が計算に要した時間を示している．

表 4: 各属性選択法の計算時間 (秒)
No. フィルタ ラッパー シーズ

(BF) (BB) (BF) (F) (G) (R)

1 0 5 15 4 1 10 0
2 0 19 28 7 2 30 1
3 0 1 9 1 0 3 0
4 0 18 35 15 10 40 1
5 0 8 26 3 1 23 0
6 1 38 118 29 9 137 12
7 0 10 23 8 4 28 0
※ ’0’ は’1 秒未満’ を意味する

属性選択に要する平均計算時間を比較すると，フィルタメソッドの計
算時間が最小であり，ラッパーメソッド (BB)の計算時間が最大であった．
シーズメソッドの計算時間は，概ねフィルタメソッドとラッパーメソッド
の中間に位置していた．シーズメソッド (G)については，探索そのもの
以外に遺伝的アルゴリズム独自の計算が存在するため，ラッパーメソッ
ド (BB)とほぼ同等の計算時間となっている．
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選択された属性部分集合による精度評価

表 5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分類精
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．また，
表 5の右側には，各メソッドにおいて最高の精度を有するものに ○ を
付けた．

表 5: 各属性選択法の正解率 (%)

No. 属性選択 フィルタ ラッパー シーズ
無し (BF) (BB) (BF) (F) (G) (R)

1 94.42 94.42 + 94.71 ○ + 94.71 ○ + 94.71 ○ + 94.71 ○ + 94.71 ○ + 94.71 ○
2 65.89 65.89 + 71.96 + 77.57 ○ + 77.57 ○ + 77.57 ○ + 77.57 ○ + 77.57 ○
3 82.50 82.50 + 85.00 ○ + 85.00 ○ + 85.00 ○ + 85.00 ○ + 85.00 ○ + 85.00 ○
4 73.82 73.82 + 74.61 + 74.61 + 75.91 ○ + 75.91 ○ + 75.91 ○ + 74.61
5 94.94 94.94 + 96.63 ○ + 95.51 + 96.07 + 96.07 + 96.63 ○ + 96.07
6 85.22 85.22 + 87.10 + 87.25 ○ + 85.51 − 84.64 + 86.96 + 86.81
7 75.50 75.50 + 84.44 + 85.19 ○ + 85.19 ○ + 85.19 ○ + 81.48 + 79.26

最高精度に達したデータセット数が一番多い属性選択法はラッパーメ
ソッド (BB)・シーズメソッド (BF,F,G)であり,それぞれ 5つのデータセッ
トにおいて最高の精度に達した．このことから，シーズメソッドは選択
された属性の分類精度に関して，ラッパーメソッドのそれとほぼ同等で
あることが言える．
シーズメソッド (R)はわずか 3データセットにおいて最高の精度である

ことから，初期属性群を設定し，そこから逐次拡張を行うことを前提と
しているシーズメソッドにランダムサーチは適していないことが分かる．
データセット 4は，ラッパーメソッドでは最高精度に達することができ
ないが，シーズメソッドでは最高精度に達することができるデータセット
である．逆にデータセット 7は，シーズメソッドでは最高精度に達するこ
とができないが，ラッパーメソッドでは最高精度に達することができる
データセットである．以上のことから，シーズメソッドは精度に関して，
ラッパーメソッドの完全上位互換にはなっていないということが言える．
データセット 7に対するシーズメソッド (F)の精度は，属性選択無し
のものより低い．今回の実験において，属性選択無しより精度が低下し
たのはこの場合だけであり，安定性という面において，シーズメソッド
は未だに課題を抱えていることが分かる．精度が低下した理由としては，
初期属性集合に性能の劣化を引き起こす無関係な属性を含めてしまった
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ことが考えられる．

慢性肝炎データセットへの属性選択法の適用

本実験では，属性選択によって選択された属性部分集合が興味深いルー
ルの生成に寄与するか，という視点での評価を行う．使用した属性選択
法は，因子分析を含まない昨年度までのシーズメソッド4と前向き選択を
行うラッパーメソッド (BF)である．
本実験で使用する慢性肝炎データセットは昨年度我々が報告した [10]2

つのデータセット (GPTをクラスにした場合，ALBをクラスにした場合)

である．これらのデータセッでは，各属性が設定された観察期間の各検
査項目の変化パターンを表現し，クラスはGPT/ALBの設定された期間
での変化パターンとなっている．学習されるルールはある一定の観察期
間から予後の病状変化の予測を示すものとなる．
これらのデータセットから属性選択をせずに決定木 (C5.0)から生成さ
れたルールに関して，専門家から得たコメントに従って興味深いルール
と思われるを得た．これらの興味深いルールに用いられる属性について，
各属性選択法で選択された属性部分集合との比較を行う．
表 6は属性選択をしない場合と各属性選択法で選ばれた属性部分集合
をもつデータセットによる決定木 (J4.8)による分類精度 (10回交差検定
での平均精度)を示している．

表 6: 属性選択無しと各属性選択法を適用した決定木 (J4.8)による正解率
(%)

属性選択法 GPT ALB

属性選択無し 58.00 63.71
ラッパーメソッド (BF) 60.51 70.16
シーズメソッド (BF) 60.08 66.94

全体での精度では，シーズメソッドのほうがラッパーメソッドよりも
劣ることがあることが分かる．原因としては，ベンチマークデータセッ
トなどと比べて分類タスクが難しかったため，精度を安定して向上させ
る属性を見出すことができなかったことが考えられる．これは，前処理
段階での，属性とした各検査項目の変化パターン数の最適化など，予後

4属性が表すパターン間の順序関係を規定することは今後の課題である
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の変化パターンを予測するために十分な概念記述空間を構成する必要性
を改めて示している．
図 2は，GPTの予後変化パターンをクラスとしたデータセット (左)と

ALBの予後変化パターンをクラスとしたデータセットについての興味深
いルールとされたルールに用いられた属性と各属性選択法で選択された
属性の関係を示している．
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図 2: 選択された属性と興味深いルールに用いられた属性 (左：GPTデー
タセット，右：ALBデータセット)

選択された属性を見ると，GPTデータセットではシーズメソッドのほ
うがより興味深いルールを発見し得る属性部分集合を選択できる可能性
があることを示している．今回比較した 2つの属性選択法の異なる点は，
シーズメソッドにおける初期属性集合の設定であることから，この部分
の処理が興味深いルールに含まれる属性の部分集合を取り出せた要因で
あると考える．今後は，選択された属性部分集合から得られたルールの
内容にまで踏み込んで検討を行う．
シーズメソッドが興味深いルールの生成と分類精度向上の両面で寄与
できるかについては，今後，シーズメソッドの初期属性集合決定プロセ
スと決定木からのルール生成プロセスを比較などの理論的な解析を行っ
ていく必要がある．

おわりに
本年度は，従来のメタ学習アルゴリズム (選択型メタ学習アルゴリズム)

の中でも比較的性能の高いスタッキングと CAMLETの比較評価を行っ
た．StatLogデータセット，UCIデータセットの双方において，CAMLET

がスタッキングによる正解率と同等の性能が得られる帰納アプリケーショ
ンを再構成することを示した．また，ベースレベル分類器とメタ学習機
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構による分類器の性能を比較し，CAMLETがスタッキングと同等あるい
はそれ以上の性能向上を実現していた．これにより，学習アルゴリズム
を分解し再合成する構成型メタ学習がメタ学習機構として有用であるこ
とを示した．今後は，慢性肝炎データセットにおける興味深いルールの
発見支援 [11]での「興味深さの客観指標」を用いたデータマイニングア
プリケーションの構築実験を進める．また，WEKAなどを分析し，前処
理メソッドリポジトリ・マイニングメソッドリポジトリを拡充し，デー
タマイニングプロセス全体の構築支援を行う構成型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，因子分析を導入した新たなシーズメ
ソッド (BF・F)は，ラッパーメソッド (BB)より遥かに短い計算時間であ
りながら，ラッパーメソッド (BB)と同等の分類精度を持つ属性を選択可
能であることを示した．この事から，シーズメソッドの「ラッパーメソッ
ドと同等の分類精度を持つ属性部分集合を，より少ない計算時間で選ぶ」
という目標は，シーズメソッド (BF・F)において，概ね達成されている
と言える．今後の課題として，初期属性集合決定プロセスの改善による
安定性の向上，今回使用した以外の探索法との組み合わせの検証を行う．
また，本手法を慢性肝炎データセットに適用し，「興味深いルールの発見
支援」という視点での評価を行う．
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スパイラル的例外性発見に向けて
研究分担者 鈴木英之進 (横浜国立大学大学院工学研究院)
研究分担者 鍾寧 (前橋工科大学工学部)
研究協力者 渡辺健志 (横浜国立大学大学院工学府)

山田悠 (横浜国立大学大学院工学府)
十見昌俊 (横浜国立大学大学院工学府)
大島宗哲 (前橋工科大学工学部)
横井英人 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)
高林克日己 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)

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 [9]．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．特に医師らは，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が分かっている．より興味深い例外性を発見

するために，時系列属性を許容する決定木学習法 [17, 18] と病院検査データの類型化による可視化手法プ
ロトタイプライン [14] を含む手法群 (例えば [5, 15]) を提案した．
平成１５年度においては主に，医師らが特に興味を示した，時系列決定木学習法とプロトタイプライン

可視化手法を洗練し，これらによって慢性肝炎患者データから特定される例外患者および全体的傾向に関

する発見知識を分析した．時系列決定木学習法に関しては，主に対象データ，結果評価，および比較対象に

関して取り組み，肝硬変患者と非肝硬変患者を分類する問題に適用した．一方，プロトタイプラインに関

しては，主に表示法に取り組み，線維化程度に関する問題とインターフェロン治療結果に関する問題に適

用した．実験の結果，プロトタイプラインは要約手法，時系列決定木学習法は予測手法として有効であり，

両者とも例外性発見手法として有用であることが示せた．その他，構造的データマイニング問題として汎

用性が高い頻出問い合わせ発見問題に関して，有効な手法を提案した [4]．
さらに研究分担者の鍾らが開発した特異ルール発見手法 [22] と，研究代表者の鈴木らが開発したスパイ

ラル的例外性発見手法 [16] の統合に取り組んだ．主な対象である慢性肝炎データにおいて，医師らが通常
的患者に関する傾向と例外的患者に関する症例に興味を持つことを重視し，前者を素朴ベイズ学習法，後者

をインデキシングされた事例集合として表現した．これまで開発した種々の学習・発見システムは，核シス

テムと柔結合し，例外的患者を除外しながら通常的患者に関する全体的傾向を洗練していく過程を，ユー

ザである専門家とのやりとりを重視して実現する枠組を構築した．

時系列決定木学習法

昨年度までの成果

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．
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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 [17, 18]．われわれの時系列決定木学習法は，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に対し，医師らの関心を呼び，重要な発
見であると認められる手続きを学習した．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．

もっとも，肝炎研究で著明な医師たちから，次のコメントも得た．

• 提案手法は新規性を示し，きわめて興味深い．ほとんどの時系列決定木について上方の分割は妥当で
あり，学習結果は属性に関する領域知識だけを用いた手法としては驚くほど良い．

• 肝生検後に測定された医療検査結果は，インターフェロン (IFN) などの治療に影響されている場合が
多い．肝生検前に測定された医療検査結果だけを用いる方が良い．

• 患者数 n が小さいため，1000 日間は計測期間としては長い．365 日間など，計測期間をより短くす
る方が良い．

• 必要な医療検査数は例えば年間 4 回などに減らすことが可能かも知れない．医療においては，より少
ない数の医療検査結果から肝硬変を予測できる方が価値が高い．

• 医療の専門家は，分類モデルの評価指標として，敏感度，特異度，あるいは ROC 曲線に慣れている．
LC 患者を見落とすことは，非 LC 患者を間違えることよりも深刻である．

誤分類コストに関する実験

実験条件

前節のコメントに基づき，肝生検後の医療検査データを用いないで時系列決定木学習法を評価した [19, 20]．
C4.5 [8] は，連続値属性に関して値が閾値よりも大きいかを調べる分割テストを用いる．本稿では，時系列
データを平均値に変換した場合のこの分割テストを平均値分割テストと呼ぶ．標準例分割テストと平均値

分割テストの両方を用いる手法を，複合分割テストと呼ぶことにする．比較のため，平均値分割テストだけ

を用いる手法と，次に説明する線分分割テストも用いた．線分分割テストは，標準例の時系列データを線

分に置き換える手法である．この線分は，医療検査値を α− 1 区間の等頻度離散化手法で分割し，2 点 (l1,
p1) と (l2, p2) を結ぶことによって出来る．ただし l1 と l2 は計測期間のそれぞれ始まりと終りであり，p1

と p2 は各々，離散化された区間の端点を表す．例えば，α = 5 なら 25 通りの線分が考慮される．クラス
タ例分割テストは，[17] の実験において性能が悪かったため，用いなかった．

表 1: 混同行列

LC 非 LC

LC (予測) TP FP

非 LC (予測) FN TN

表 1 に混同行列を示す．医療の領域専門家がコメントしたように，間違えた非 LC 患者数 FP より，見

落とした LC 患者数 FN を減らすことが重要である．このため，実験においては評価指標として予測正答

率に加えて敏感度，特異度，および誤分類コストを用いる．追加した評価指標は次の順に重要であると考え

られる．

Cost =
C FN + FP

C(TP + FN) + (TN + FP )
(1)
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Sensitivity (敏感度) =
TP

TP + FN
(2)

Specificity (特異度) =
TN

TN + FP
(3)

ただし C はユーザが値を指定する重みを表す．実験においては C = 5 とし，leave-one-out 法を用いた．
上記においては，異なるデータ集合からの結果を比較するために，コスト Cost を正規化している．

ラプラス修正は決定木学習において誤分類コストを減らす効果があると報告されている [1]．ν 個の例中

にクラス a の例が ν(a) 個ある際，a の確率 Pr(a) を次式で求めた．

Pr(a) =
ν(a) + l

ν + 2l
(4)

ただし l はラプラス修正のパラメータを表し，断らない限り l = 1 とした．
各実験においてデータ選択の基準を変更し，表 2 に示すデータ集合を用いた．データ集合名において，

最初の数字は肝生検前の測定期間日数，“p” の直後の数字は必要検査数，“i” の直後の数字は補間における
日数を表す．すべての実験において，B 型患者と C 型患者の両方を用いたため，各データ集合名は文字列
“BC” を含んでいる．[17] の後で新しい肝生検データを得たため，実験においては新旧データを統合して用
いた．

実験結果

最初に，検査期間を 180 日，補間間隔を 5 日間に固定し，必要検査数を 6，3，2 と変化して実験を行っ
た．実験結果を表 3 に示す．表より，平均値分割テストと線分分割テストはそれぞれ p2 と p6 に関し，他
手法よりもコストに関して優れていることが分かる．p3 に関しては，これらの手法はコストが同じであり，
複合分割テストよりも優れている．われわれの手法が劣っているのは，時系列データの形と例数に関する情

報が不足しているためだと考えられる．p2 では前者の情報が欠如しているため平均値分割テストが有利で
あり，p6 では後者の情報が欠如しているため線分分割テストが有利であると考える．分類モデルの簡潔性
も考慮すれば，p2 から得られた平均値分割テストを用いる決定木が最良の結果であると考えられる．
第 2 に，補間間隔を 5 日間，必要検査数を 30 日間につき 1 に固定し，検査期間を 90，180，270，360

日間と変化して実験を行った．実験結果を表 4 と表 5 に示す．表より，平均値分割テストと線分分割テス
トは，互いの優劣はつけがたいが，コストに関してほとんどいつも複合分割テストよりも優れていること

が分かる．この理由はやはり，時系列データの形と例数に関する情報が不足しているためだと信じる．複合

分割テストは 90 と 180 に関して比較的性能が良く，これはこれらのデータ集合が比較的多くの例を含む
ためかもしれない．分類モデルの簡潔性も考慮すれば，180 から得られた線分分割を用いる決定木が最良の
結果であると考えられる．

第 3 に，検査期間を 180 日，必要検査数を 6 に固定し，補間間隔を 2，4，· · ·，10 日間と変化して実
験を行った．実験結果を表 6 と表 7 に示す．表 6 より，複合分割テストと線分分割テストは，互いの優劣
はつけがたいが，コストに関して平均値分割テストよりも優れていることが分かる．表 4 と表 5 における
180 は 180BCp6i5 を表すため，この表に示す場合は i5 と表される．複合分割テストが i5 に関してコスト
が 0.35 と悪いことは，この手法が短い補間間隔と長い補間間隔に関して性能が良いことを示すが，このこ
とはさらに調べる必要がある．分類モデルの簡潔性も考慮すれば，線分分割テストが最良と判断され，この

理由はやはり複合分割テストにとって情報が不足しているためだと考える．

最後に，検査期間を 180 日，必要検査数を 6，補間間隔を 6 日間に固定し，ラプラス修正のパラメータ
l を 0, 1, · · · , 5 と変化して実験を行った．実験結果を表 8 に示す．表より，ラプラス修正はわれわれの期待
に反して複合分割テストと線分分割テストについてコストを増大させることが分かった．平均値分割テス

トに関しても，ラプラス修正なしの場合 (l = 0) は，ラプラス修正ありの最も良い場合 (l = 1) とほぼ同じ
である．これはラプラス修正が敏感度を下げるためであることが表より分かるが，より詳しく調べる必要

がある．
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表 2: 実験で用いたデータ集合

実験 データ集合 (LC 患者数：非 LC 患者数)
医療検査数に関する実験 180BCp6i5 (68:23), 180BCp3i5 (133:40), 180BCp2i5 (149:42)
選択期間に関する実験 90BCp3i5 (120:38), 180BCp6i5 (68:23), 270BCp9i5 (39:15), 360BCp12i5 (18:13)
補間間隔に関する実験 180BCp6i2, 180BCp6i4, 180BCp6i6, 180BCp6i8, 180BCp6i10 (all 68:23)
ラプラス修正に関する実験 180BCp6i6 (68:23)

表 3: 医療検査数に関する実験結果．ただしデータ集合 p6，p3，および p2 はそれぞれ 180BCp6i5，
180BCp3i5，および 180BCp2i5 を表す

正答率 (%) サイズ コスト 敏感度 特異度
手法 p6 p3 p2 p6 p3 p2 p6 p3 p2 p6 p3 p2 p6 p3 p2
複合 78.0 75.7 80.6 10.9 20.5 18.9 0.35 0.35 0.33 0.52 0.53 0.52 0.87 0.83 0.89
平均 83.5 82.1 87.4 3.2 24.7 7.4 0.39 0.27 0.27 0.39 0.63 0.57 0.99 0.88 0.96
線分 84.6 82.7 85.9 9.0 22.7 3.6 0.30 0.27 0.34 0.57 0.63 0.43 0.94 0.89 0.98

表 4: 選択期間に関する実験の正答率，サイズ，およびコストに関する結果．ただしデータ集合 90，180，
270，および 360 はそれぞれ 90BCp3i5，180BCp6i5，270BCp9i5，および 360BCp12i5 を表す

正答率 (%) サイズ コスト
手法 90 180 270 360 90 180 270 360 90 180 270 360
複合 77.8 78.0 64.8 45.2 19.5 10.9 8.5 5.5 0.36 0.35 0.52 0.69
平均 79.7 83.5 79.6 71.0 23.7 3.2 8.7 6.4 0.30 0.39 0.41 0.40
線分 77.2 84.6 74.1 48.4 18.7 9.0 8.7 6.5 0.41 0.30 0.40 0.58

表 5: 選択期間に関する実験の敏感度と特異度に関する結果

敏感度 特異度
手法 90 180 270 360 90 180 270 360
複合 0.50 0.52 0.33 0.23 0.87 0.87 0.77 0.61
平均 0.61 0.39 0.40 0.54 0.86 0.99 0.95 0.83
線分 0.39 0.57 0.47 0.38 0.89 0.94 0.85 0.56

表 6: 補間間隔に関する実験の正答率，サイズ，およびコストに関する結果．ただしデータ集合 i2，i4，i6，
i8，および i10 はそれぞれ 180BCp6i2，180BCp6i4，180BCp6i6，180BCp6i8，および 180BCp6i10 を表す

正答率 (%) サイズ コスト
手法 i2 i4 i6 i8 i10 i2 i4 i6 i8 i10 i2 i4 i6 i8 i10
複合 85.7 85.7 82.4 81.3 82.4 10.9 10.9 12.4 12.3 12.4 0.29 0.31 0.33 0.33 0.33
平均 84.6 84.6 83.5 84.6 82.4 3.0 3.0 3.2 3.9 5.1 0.36 0.36 0.39 0.36 0.39
線分 85.7 83.5 83.5 84.6 79.1 9.0 9.0 8.9 9.1 11.2 0.29 0.32 0.32 0.30 0.32

okada
210



表 7: 補間間隔に関する実験の敏感度と特異度に関する結果

敏感度 特異度
手法 i2 i4 i6 i8 i10 i2 i4 i6 i8 i10
複合 0.57 0.52 0.52 0.52 0.52 0.96 0.97 0.93 0.91 0.93
平均 0.43 0.43 0.39 0.43 0.39 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97
線分 0.57 0.52 0.52 0.57 0.57 0.96 0.94 0.94 0.94 0.87

表 8: データ集合 180BCp6i6 を用いたラプラス修正に関する実験結果．ただし C，A，および L はそれぞ
れ複合，平均，および線分を表す

正答率 (%) サイズ コスト 敏感度 特異度
値 C A L C A L C A L C A L C A L
0 86.8 85.7 82.4 10.9 10.8 7.4 0.28 0.29 0.33 0.57 0.57 0.52 0.97 0.96 0.93
1 82.4 83.5 83.5 12.4 3.2 8.9 0.33 0.39 0.32 0.52 0.39 0.52 0.93 0.99 0.94
2 81.3 83.5 80.2 9.1 3.0 9.0 0.36 0.39 0.38 0.48 0.39 0.43 0.93 0.99 0.93
3 83.5 73.6 83.5 9.1 2.5 9.0 0.30 0.63 0.34 0.57 0.00 0.48 0.93 0.99 0.96
4 81.3 83.5 79.1 9.2 2.6 8.9 0.36 0.39 0.39 0.48 0.39 0.43 0.93 0.99 0.91
5 82.4 83.5 82.4 9.1 2.7 8.9 0.35 0.39 0.37 0.48 0.39 0.43 0.94 0.99 0.96

実験結果の分析

[17] の実験においては，時系列データは本稿の実験よりも長く，訓練データの例数は多い．さらに [17]
における実験ではクラス比はほぼ等しい．われわれが提案した時系列決定木学習法は，このような問題に適

していると思われる．本節で行った分類学習問題は，肝生検後のデータを無視するために逆の性質を示し，

平均値分割テストや線分分割テストのようにより頑健な手法が有利となっている．医学的観点からは肝生

検後のデータを無視する方が妥当だが，われわれの時系列決定木学習法には逆効果であることが分かった．

複合分割テストと平均値分割テストを用いて構築された決定木は，LC を予測する葉を多く含む．これら
の葉のほとんどは訓練例データを少数だけ含むため，テスト例が該当することは稀だった．平均値分割テス

トを用いる決定木が特異度が高くコストが低いことは，そのような決定木が複合分割テストを用いた場合

よりも LC を予測する葉を多く含むためであるかもしれない．このことより，特異度を増やしコストを減
らすために決定木の構造を変更することを考えるに至った．

分割規準に関する実験

動機

表 9: 分割テストに関する 2 つの例

分割テスト 左 右 利得 利得比

テスト 1 6 ( 0, 6) 113 (76, 37) 0.077 0.268
テスト 2 47 (42, 5) 98 (34, 38) 0.122 0.160

前節の議論より，肝生検後のデータを用い，利得比の代わりに利得を用いることにした．前者は [17] の
データを使用することで実現した．後者は，表 9 におけるテスト 1 とテスト 2 に関し，分割テストとして
の性質を考慮した結果である．[8] では，利得比は片方の子ノードがきわめて少ない例数を含むアンバラン
スな分割テストを選好する傾向があると述べられており，テスト 1 はこの場合に相当すると考えられる．2
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つの評価規準を実験で評価し，決定木の構造を調べる必要があると考えた．

実験

実験においては，標準例分割テスト，クラスタ例分割テスト，平均値分割テスト，Geurts の手法 [2]，お
よび Kadous の手法 [3] を比較した．Geurts の手法では Nmax = 5 とし，Kadous の手法では離散化区間
数とクラスタ数を 5 とした．実験においては leave-one-out 法を用い，ラプラス修正は用いなかった．
実験結果を表 10 に載せる．表より，コストに関しては，標準例分割テストは利得比の方が性能が良く，

クラスタ例分割テストと平均値分割テストは利得の方が性能が良いことが分かる．前者は，アンバランス

な分割を選ぶ傾向がある利得比と，標準例との類似度に基づいて例集合を分割する標準例分割テストとの

相性のためだと考えられる．同様に，後者はアンバランスな分割を選ぶ傾向がない利得と，両方の子ノード

における時系列データの形状を考慮するクラスタ例分割テストとの相性のためだと考えられる．実際，標

準例分割テストを用いると少数の訓練例を含む葉が出来，クラスタ例分割テストを用いると比較的バラン

スがとれた分割が多いことが分かった．

表 10: 利得と利得比に関する実験結果

正答率 (%) サイズ コスト 敏感度 特異度
手法 評価規準 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

標準例分割
利得 64.1 78.1 10.6 7.2 0.34 0.25 0.67 0.73 0.62 0.82
利得比 79.7 85.9 9.0 7.1 0.24 0.18 0.73 0.80 0.85 0.91

クラスタ例分割
利得 81.2 76.6 9.0 8.7 0.20 0.23 0.80 0.77 0.82 0.76
利得比 65.6 73.4 9.4 7.2 0.36 0.31 0.63 0.67 0.68 0.79

平均値分割
利得 79.7 79.7 7.8 10.8 0.22 0.24 0.77 0.73 0.82 0.85
利得比 73.4 70.3 10.9 11.4 0.31 0.39 0.67 0.57 0.79 0.82

Geurts
利得 68.8 70.3 10.1 9.7 0.28 0.32 0.73 0.67 0.65 0.74
利得比 71.9 67.2 10.0 9.2 0.29 0.29 0.70 0.73 0.74 0.62

Kadous
利得 65.6 62.5 12.6 12.0 0.38 0.41 0.60 0.57 0.71 0.68
利得比 71.9 65.6 8.8 13.2 0.29 0.27 0.70 0.77 0.74 0.56

1-NN 82.8 84.4 N/A N/A 0.19 0.18 0.80 0.80 0.85 0.88

可視化手法プロトタイプライン

背景

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プライ

ンを提案した [14]．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．

線維化程度が分かっている患者の肝生検の前後各 500 日におけるデータに適用した結果，プロトタイプ
ラインは，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った．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．

プロトタイプラインを用いた発見

ここでは，プロトタイプラインを用いて達成された発見を 3 例紹介する [14]．最初の 2 例は医療の専門
家ではない学生である渡辺氏によって達成され，医療の専門家である横井氏によって確認された．最後の 1
例は，プロトタイプラインに関するわれわれの説明を数分間受けた医療の専門家によって達成された．
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図 1: プロトタイプラインによる患者 104, 105, 285 の表示結果．カラー画像は

http://www.slab.dnj.ynu.ac.jp/paper/20031230/rei.jpg を参照

最初の例は，インターフェロン治療の例外的な結果に基づいて発見され，データに不在の病気を特定で

きた可能性がある．図 1 の上段より，患者 104 番のインターフェロン治療結果は良い (Re: response) であ
り，グループ 1 の医療検査 GOT と GPT が改善したことが分かる．しかし，グループ 1 の医療検査 TTT
と ZTT は，治療により悪化したため，渡辺氏はこの患者を例外と認識した．横井氏が生データを検証して
この患者がデータに記載していない別の病気を持っていると判断したため，渡辺氏の推論は正しいことが

確認された．

第 2 の発見例は肝生検データにおける例外的患者に関し，データに記載されていない病気を指摘するこ
とが出来た．患者 105 は F1 に属するが，医療検査をグループ化しないでプロトタイプラインを適用する
と表示結果がきわめて悪い．渡辺氏は，医療検査をグループ化してプロトタイプラインを適用し，図 1 中
段に示す表示結果を調べた．その結果，ビリルビン (BIL) に関するグループ 3 の結果が悪いことが分かっ
た．横井氏は生データを検証し，この患者が体質性黄疸である可能性がきわめて高く，この記載がデータか

ら洩れていることを指摘した．

最後の例は，患者の例外的な状態に関し，医療専門家にとってもプロトタイプラインの表示結果が分かり

やすいことを示している．われわれがプロトタイプラインを肝炎研究で著明な医療の専門家たちに数分間

説明したところ，彼らの一人が患者 285 番が最後の時期において吐血して貧血になったことを，多数の患
者の表示結果の中にあった図 1 の下段を見て指摘した．彼は，右端付近においてグループ 5 の血算関係の
医療検査結果が悪いことから，このことに気づいた．われわれはプロトタイプラインを説明する前に，別の

データマイニング手法に関して 1 時間以上も議論したため，彼の発見は集中した結果ではなく，プロトタ
イプラインが使い易いことを示すと考える．

他のいくつかの発見などにより，プロトタイプラインは先入観や不注意によって見落とされた点を気づか

せることや，一見異なって見える類似患者を特定することに有用であることが再確認された．医療の専門家

たちは，治療に直接関連するデータマイニング手法をより尊重する傾向があるが，彼らはプロトタイプラ

インが教育と研究に有用であると考えている．彼らによれば，現在の医療教育は時系列的な推論を教える

点が弱く，プロトタイプラインはこの問題に対して有効な対策になりうる．
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プロトタイプラインの適用

プロトタイプラインに関しては，主に表示法に取り組み，線維化程度に関する問題とインターフェロン治

療結果に関する問題に適用し，可視化結果を分析した [21]．内，インターフェロン治療の結果は，Re (レス
ポンス)，PR (部分的レスポンス)，NC (変化なし)，Ag (悪化)，および ? (不明) に分類された．各患者に
関し，医療検査結果がある期間をすべて可視化し，情報量規準 “SCORE” を用いて，同じ治療結果の患者
が悪い者から良い者に整列するようにした．インターフェロン治療を受けた患者の表示結果例を４個，図 2
に示す．

図 2 の左上の上半分より，17 種類の医療検査は 2，2，3，4，6 個にグループ分けされ，それぞれから 5，
4，3，5，8 個の類型が導出されたことが分かる．紫，青，· · ·，赤で表された長方形は類型を表し，それら
は寒色から暖色になるにつれて悪い結果を表す．各類型の生起確率は，その下の割合グラフに示されてい

る．例えば，グループ “GOT” において紫色で表されている最良の類型は，医療検査結果の約 25 % を占め
る．図の残りは，肝生検の結果 (bio) を有する各患者のデータであり，インターフェロン治療 (ifn) の期間
があれば表示されている．各患者の左側にある 1，2，3，4，5 は，医療検査グループに相当する．

特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法の統合

研究分担者の鍾らが開発した特異ルール発見手法と，研究代表者の鈴木らが開発したスパイラル的例外

性発見手法の統合に取り組んだ．当初のスパイラル的例外性発見手法は，ある時間断面における例外的ルー

ルを発見知識対象とし，専門家たちとのインタラクションを重視していなかった．医療の専門家たちの協力

の元，慢性肝炎データの解析と種々の発見・学習法の提案に取り組んだ結果，時系列的な変化も考慮した

構造的表現や確率的表現が好まれる傾向があり，専門家たちの発見過程への介在が重要であることが分かっ

た．さらに，医療の分野においては通常患者に関する全体的傾向と，例外患者に関する症例を分けて議論す

る場合が比較的多いことも分かった．

以上を重視し，図 3 に示す統合システムを構築した．統合システムは，これまで開発した種々の学習・発
見システムを核システムと柔結合し，ユーザである専門家とのインタラクションを重視して実現する枠組

となっている．発見知識としては，素朴ベイズ学習法の条件つき確率表を選択し，例外患者を除外しながら

学習結果を洗練していくスパイラル的反復を採り入れた．例外患者の特定法としては，これまでに構築し

有効性が確認されている時系列決定木学習法，プロトタイプライン可視化法，特異ルール発見法，および新

規に開発したオッズ判定法を用いた．例外患者と通常患者の判定に関しては，時系列決定木の実験において

高い正答率を示した，動的時間伸縮法に基づく最小近傍法を用い，各患者のインデキシングに用いている．

例外患者の特定法としてオッズ判定法を用い，LC 予測問題に関する初期的な結果を得た．医療の専門家
によれば，素朴ベイズ学習法の条件つき確率表は，医療エキスパートシステムを構築する際に有用な情報

であり，学習された各数値は医学的に妥当であった．スパイラル過程において特定された例外患者は，例外

程度が高い者は全て同意できるとのコメントも得た．平成１５年１２月現在，コメントを反映してデータ

選択と前処理を再度行い，手法の細部を洗練中である．

おわりに

学習・発見手法が情報工学において有望であるとしても，応用領域における成功が確約されている訳では

ない．応用分野や対象問題に地道に取り組み，想定外の諸事項に関しても柔軟に対処することが必須であ

る．本年度は，例外発見に有効であると認められた時系列決定木学習法とプロトタイプライン可視化法に

取り組み，最終システムの重要要素として確立した．さらに，これまで得られた実験結果や知見に基づく統

合システムを構築し，有望な結果を得ている．

最終年度は，特異ルール発見手法とスパイラル的例外性発見手法の統合システムを最終評価するために，

国際的データマイニングコンテストの開催に積極的に参画する．データマイニングコンテストの候補として

は，欧州で 1999 年から毎年開催されている Discovery Challenge 国際ワークショップを想定している．最
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図 2: プロトタイプラインによるインターフェロン治療を受けた患者の表示結果例 (レスポンス中，最も重
症な患者群)．カラー画像は http://www.slab.dnj.ynu.ac.jp/paper/20031230/ifn1.jpg を参照
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スパイラル的反復
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図 3: 統合手法の概念図

終評価の結果，提案システムが国際的に認知され，有効性が示されるように努める．
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文の役割分類を利用した論文概要検索

研究代表者 松本裕治 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

研究分担者 新保仁 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

山田寛康 (北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

研究協力者 浅原正幸 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

工藤拓 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

山崎貴宏 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

玉森彩弥香 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)

背景と目的

医学・生物学分野の最新の情報を提供する情報源としてMEDLINEアブストラク
トがよく知られている．MEDLINEアブストラクトの検索を提供しているPubMed

は，キーワード検索を基本としており，利用者が目的の論文を絞り込んで検索す
ることが必ずしも簡単ではない．利用者の意図を反映した検索の一つとして，概
要中の各文の役割を自動的に分類し，目的の用語がどのような意図を持って書か
れた文内現れるかを考慮した検索システムの作成を行っている．
このシステムでは，検索語だけでなく，研究の背景や，実験手法，結果といった
文章構造上の役割を指定して検索を行なうことを目指している．そのためには，ア
ブストラクト内の各文がどのような役割を持つかを自動的に判定する必要がある．
本報告では，機械学習の手法を用いて行った文の役割分類実験について述べる．

MEDLINEアブストラクトには，構造化 (structured)アブストラクトと呼ばれ
る，各段落の先頭にその役割を明記したアブストラクトがある．しかし，大部分
のアブストラクトは構造化されていない．非構造化アブストラクトの各文に役割
ラベルを付与するため，構造化アブストラクトに含まれる文を用いて訓練したラ
ベル判別器を構築する．

経過

以前の報告では，構造化アブストラクトにおいて，BACKGROUND, METHOD,

CONCLUSIONSといった，段落の先頭に示されている役割の表現（これを以後，
heading と呼ぶ）が多様であるため，全ての構造化アブストラクトが訓練事例と
して用いることができないことを示した [1]．そして，アブストラクトを BACK-

GROUND, OBJECTIVE, METHOD, RESULTS, CONCLUSIONの 5つの分類ク
ラスに分類することとし，この 5種類と、類似するいくつかの headingのみを持
つ構造化アブストラクトを実験データとして，SVM を用いて多クラス分類実験を
行なった．このとき，多クラス分類には pair-wise手法を用い，素性には単語の集
合 (bag-of-words)，単語 bigramの集合を用いた．また，前後の文のクラスや，ア
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pair F-measure

BACKGROUND OBJECTIVE 96.41

BACKGROUND METHOD 96.25

BACKGROUND RESULTS 92.43

BACKGROUND CONCLUSION 81.46

OBJECTIVE METHOD 92.82

OBJECTIVE RESULTS 95.13

OBJECTIVE CONCLUSION 94.45

METHOD RESULTS 91.27

METHOD CONCLUSION 97.04

RESULTS CONCLUSION 93.96

表 1: 各ペアの精度 (F-measure)．BACKGROUND, OBJECTIVE, METHOD, RE-

SULTS, CONCLUSIONからなる 11,898アブストラクト，135,489文の十分割交差
検定，素性には単語，単語 2-gramを用いた．

ブストラクト内の位置といった文脈素性を用いることで精度が向上することを確
認した．

目的

以前の実験で，BACKGROUNDとCONCLUSIONのペアの分類精度が他のペ
アに比べて悪く，全てのペアの投票による分類でも，BACKGROUNDと CON-

CLUSIONの誤りが多く見られた）．この二つは，共に事実を述べる役割を果た
しているため，bag-of-wordsのような単語のみの素性では，この 2つを分類する
ような特徴は表現できない．表 1は，２つのクラス間の分類精度を示す．また，
表 2は，５つのクラスに属する文（表の各列）がそれぞれどのクラスに分類され
たか（表の各行）を示す．BACKGROUNDはすでに知られている事実の記述であ
り，CONCLUSIONは新たにわかった事実の記述であるため，この 2つの分類に
は時制の情報が有効であると考えられ，文の主動詞が持つ時制を素性として追加
し，実験を行なった．

実験と結果

学習および訓練データ

実験には “hepatitis”を含むMEDLINEアブストラクトのうち，構造化アブスト
ラクトを用いた．以前の報告で述べたように，構造化アブストラクトの headingの
構成はジャーナルによって規定されている場合や，著者が自由に決める場合があ
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BACK- OBJECTIVE METHOD RESULTS CONCLU-
GROUND SION

BACKGROUND 1,688 43 39 92 372

OBJECTIVE 55 1,097 59 8 23

METHOD 42 80 2,666 204 25

RESUTLS 80 18 270 4,407 326

CONCLUSION 18 38 19 145 1,499

表 2: 分類結果の分布

るため，headingの表現は多様である．そのため，全ての構造化アブストラクトを
実験に用いるわけではなく，データを選ぶ必要がある．
分類クラスにはBACKGROUND, OBJECTIVE, METHOD, RESULTS, CON-

CLUSIONの 5つを想定するため，この 5つを含むアブストラクトを選び出した．
まず，“PURPSE”や “AIM”といった headingは “OBJECTIVE”と同じ意味をつ
と考え，このような単純な headingの置き換えによって，5クラスを含む 362件の
アブストラクトを得た．しかし，実験に用いるには数が少な過ぎるため，あらかじ
め作っておいた分類器を用いて文を分類し，実験データを増やすという方法をとっ
た．分類器にはBACKGROUND, OBJECTIVE, METHOD, RESULT, CONCLU-

SIONを含む構造化アブストラクト 11,898件，135,489文を用いて訓練した SVM

分類器を用いた (表 1は，10分割交差検定によるこの実験の精度を示す)．分類する
対象は，(1)複数クラスが存在することを明示的に示す headingを持つもの，(2)ア
ブストラクトの headingの構成によって複数のクラスを持つ可能性のあるもの，で
ある．(1)は “BACKGROUND/OBJECTIVE”や “METHODS AND RESULTS”

といった headingを持つもののことを指し，この headingに続く段落は複数のクラ
スを持つ可能性がある．(2)はアブストラクトの headingの構成が, “OBJECTIVE,

METHOD, RESULTS, CONCLUSION”であるような場合，“OBJECTIVE” には
BACKGROUNDとOBJECTIVEの記述がされている可能性がある．(1),(2)のよう
なアブストラクトのうち，曖昧性を持つ段落の文を分類する．このとき，段落の含む
クラスの可能性が2つのもののみを分類し，“OBJECTIVE/METHOD/RESULTS”

といった 3クラス以上の可能性を含む段落を持つものはデータとして用いないこ
ととした．これは表 1から，2クラスの分類精度は高いため，2クラスの分類結果
は信用できると考えたためである．分類を行なうことにより，5クラスを含む可能
性のある 4,044件のアブストラクトを選びだし，分類を行なった．このようにし
て選び出した 4,406件のアブストラクトから，重複を除き，4,231アブストラクト，
46,909文を実験データとして得た．
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tag category

VB verb, base form

VBG verb, present participle or gerund

VBP verb, present tense, not 3SG

VBZ verb, present tense, 3SG

VBD verb, past tense

VBN verb, past participle

MD modal auxiliary

表 3: 時制情報として利用した品詞タグ

素性

ベースラインとして，単語集合 (bag of words)，単語 bigramを素性として用い，
これに時制素性を加えることによってその効果を調べた．文の時制を素性として用
いるために，まず，文をCharniak parser[2]によって構文解析を行ない，その結果
得られる文の主辞となる動詞の情報を用いた．Charniak parser はPenn Treeabnk

の品詞タグを出力するが，動詞に関連する品詞タグは時制によって異なるタグを
持つ（表 3），これをもとに時制素性として (1) 品詞タグ，(2)品詞タグと動詞，を
追加した．

結果

実験に用いたデータのうち，アブストラクトの 90%にあたる 3,807アブストラク
ト，42,270文をを訓練事例して無作為に抽出し，残りをテストとして用いた．全
てのクラスのペアについて，2次の多項式カーネルを用いて訓練を行なった．多ク
ラス分類には，すべてのペアの分類器の投票によって行ない，得票数の最も多い
クラスをシステムの出力とした．このとき，同票となり得票数の最も多いクラス
が複数存在する可能性があるが，このときは，最も獲得票数の多いクラスをすべ
てシステムの出力とした．評価は，(正解文の数)/(テスト文数)とする文単位の精
度と，(アブストラクト中の全ての文が正解したもの)/(アブストラクト数)とする
アブストラクト単位の精度で行なっ．結果を表 4に示す．時制を表す品詞タグの情
報を追加することにより分類性能の向上が見られるが，“head word”は分類性能
向上には効果がないことがわかる．
また，利用する素性を変化させた場合の各ペアの分類器の精度 (F-measure)を
表 5に示す．BACKGROUNDとOBJECTIVEのペアを除いて，分類性能の向上
が見られる．BACKGROUNDとOBJECTIVEについては，いずれも現在時制が
用いられるのが普通であるため，時制の情報が有効でなく，むしろ精度を下げる
結果になっていることがわかる．
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feature sentence(%) abstract (%)

bow+bigram 81.38 17.73

bow+bigram+tag 82.30 18.91

bow+bigram+tag+head word 82.28 18.44

表 4: 全体の分類精度

bow+bigram bow+bigram bow+bigram+

pair +tag tag+head word

BACKGROUND OBJECTIVE 96.73 95.97 96.06

BACKGROUND METHOD 92.20 94.21 93.96

BACKGROUND RESULTS 87.33 89.92 89.88

BACKGROUND CONCLUSION 71.92 73.39 74.13

OBJECTIVE METHOD 88.05 89.43 88.75

OBJECTIVE RESULTS 94.56 94.72 94.88

OBJECTIVE CONCLUSION 93.54 94.79 94.44

METHOD RESULTS 87.27 87.54 87.27

METHOD CONCLUSION 96.26 96.51 96.46

RESULTS CONCLUSION 93.58 94.13 94.21

表 5: 各ペアの精度 (F-measure)

考察と今後の課題

時制素性を追加することにより，BACKGROUNDと CONCLUSIONのペアを
はじめ，多クラス分類に精度の向上が見られた．しかし，今回用いた素性では，過
去分詞や現在完了といった情報を表現できていないため，構文解析の結果をさら
に用いる必要がある．さらに，時制の素性を加えることにより，精度が落ちるペ
アも存在するため，各クラス毎の時制の傾向をもとに，時制を用いるペアを選択
するということも考えられる．

文役割を考慮した概要検索プロトタイプシステム

前節までで述べた素性情報に基づく５クラス (BACKGROUND, OBJECTIVES,

METHODS, RESULTS, CONCLUSIONS)の SVM分類器を構築した．これらの
分類器を用いて，2001年，2002年のMEDLINEアブストラクトに対して文役割付
与を行った．構造化アブストラクトに対しては，上記５クラスとの対応が明確でな
いものについてのみ自動タグ付与を行った．BACKGROUNDとOBJECTIVE(あ
るいは，それらと同等のタグ)セクションのうち一つのタグしか持たないアブスト
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図 1: プロトタイプ検索システムのスクリーンショット

ラクトは，あらためてBACKGROUNDとOBJECTIVE クラスへの分類を分類器
により行った．

Apache webサーバー上に PHPを用いて，検索のための実験システムを実装し
た．全文検索エンジンとしてNamazuを用いた．システムのスクリーンショットを
図 1に示す．検索ページには，検索語を入力するフィールドとその語を含む文の
役割を指定するラジオボタン (役割を指定しない場合には，“Any”を選ぶ)が配置
されている．検索にはブール論理演算 (論理積，論理和，否定)を指定することが
できる．
検索用語にマッチするアブストラクト内の部分がボールド体によって強調表示
される．また，異なる役割のセクション (アブストラクト中の headingまたは分類
器によって得られたもの)が異なる色によって表示される．

おわりに

MEDLINEアブストラクト中の文役割の自動判定とそれを利用した論文検索シ
ステムのプロトタイプについて報告した．本研究の今後の課題について述べる．
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BACKGROUNDとOBJECTIVEのセクションはしばしば混同されるが，検索
の目的にはその違いは重要である．OBJECTIVEが論文の本質的な内容を検索す
るのに重要な情報を提供するのに比べ，BACKGROUNDは同様の目的を持つ他の
既存の研究内容を示す．この問題の解決のため，今後クラスタリングを利用して
いく予定である．
５つのクラス分類について見直す必要があるかも知れない．特に，OBJECTIVE

と CONCLUSIONSは，それぞれ論文が目的とするもの，および，達成したこと
を述べているが，論文が扱っている内容のまとめを提供するという意味では同様
の情報を含んでいる．それらは，実験の詳細や他の研究について述べるものでは
ない．よって，これらを一つにまとめる方が，利用者の目的にはより適うかも知
れない．
これまでの実験の評価は，構造化アブストラクトに出現する文を対象に行った．
今後は，非構造化アブストラクトについても同様の精度が達成できるかどうか，ま
た，新たな問題が発生するかを確かめたい．そのために非構造化アブストラクト
のタグ付け作業を進行させている．

知識抽出のための前処理としての応用

MEDLINEアブストラクトからの知識抽出の研究を上記とは並行に行っている．
規則に関する情報として，特に因果関係を記述した文からの知識抽出を目指して
いる．事前に文役割を同定することにより，背景知識を述べた部分からは一般的な
知識が，結果や結論を述べた部分からは新知識が抽出されることを期待して，現
在，知識抽出のための言語表現パターンの獲得に関する研究を進めている．

参考文献
[1] Masashi Shimbo, Takahiro Yamasaki, Yuji Matsumoto: Using sectioning in-

formation for text retrieval: a case study with the MEDLINE abstracts, Proc.

Second International Workshop on Active Mining, pp. 32-41, (2003).

[2] Eugene Charniak: A Maximum-Entropy-Inspired Parser, 1st Meeting of the

North American Chapter of the Association for Computational Linguistics,

pp. 132-139, (2000).
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類型化を活用した不均質時系列からのスパイラルデータマイニング

研究代表者 津本周作 (島根大学医学部)

研究分担者 高林 克日己 (千葉大学医学部附属病院医療情報部)

柳樂 真佐実 (島根大学医学部)

平野章二 (島根大学医学部)

はじめに
本研究計画では，類型化を通じて時系列医療データの特徴を視覚的に
表現し，ユーザの解釈とリアクションを促すシステムの構築を目指して
おり，昨年度までに中核となる系列の比較法および類型化法として多重
スケールマッチングとラフクラスタリングをそれぞれ開発してきた。ま
た，これらの方法により，GPTの推移パターンの特徴，血小板数と肝炎
進行度の関係など，興味深い知見を獲得し報告してきた。
しかしながら同時に，これらの方法に内在する考慮すべき特性も明ら
かとなってきた。たとえば多重スケールマッチングは複数の系列組をそれ
ぞれ独立に，それぞれに最適な観察スケールを定めて比較するため，出
力される系列間相違度が三角不等式を必ずしも満たさず，また線形性に
欠けるという性質をもつ。また，ラフクラスタリングは近接するクラス
タの間に独立した比較的小規模なクラスタを生成する傾向がある。この
ような方法的な性質は他の比較分類法にもぞれぞれ存在するものである
が，いずれも解析結果に対してバイアスを与えうるものであり，より深
くデータを理解するためには異なる性質を持つ様々な方法に基づく解析
結果を比較してデータを多面的に解釈しなければならない。
このような背景のもと，本年度はユーザによる時系列データの多面的
な解釈を支援するシステムの開発実装を行った。まず，昨年度までに開
発した時系列の比較法および類型化法について，他の手法との比較実験
を行い，その性質を調べた。次に，時系列を対象とした樹状図の表示シ
ステムおよび類型化結果の表示システムを構築し，様々な方法による類
型化結果の可視化と比較の容易化を試みた。
また一方で，過度に短期または不均質な時系列がデータセットに数多
く存在することが類型化結果の検証を通じて明らかとなったため，それ
らへの対策として，検査間隔の分散に着目した不均質系列の判別法を開
発した。さらに，同方法により不要な系列を除去したデータを用いて血
小板数と肝炎進行度の関係解析を実施し，マイニング結果のスパイラル
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的活用を試みた。

時系列医療データ類型化法の比較

方法

異長系列の比較が可能な 2種類の時系列比較法を 3種類の類型化法と
それぞれ組み合わせ，各検査項目の時系列データ集合を類型化し，その
結果を視覚的に検証した。結果の表示には新たに構築した樹状図表示シ
ステムおよび類型化結果の表示システム（図 1）を用いた。樹状図表示シ
ステムは，類型化法として階層的クラスタリングを用いた場合に利用す
るもので，各段階において結合される系列の番号と系列間相違度を入力
にとり，クラスタの凝集過程を表示する。一方，類型化結果の表示シス
テムは各系列の類型化結果（クラスタ番号）を入力とし，各クラスタに
含まれる系列の一覧表示と個別表示を提供するものである。樹状図表示
システムは類型化結果表示システムと連携しており，樹状図上で任意の
分割点を指定すると対応するクラスタが結果表示システムにインタラク
ティブに表示される。

図 1: 時系列の樹状図表示システムおよび類型化結果表示システム

時系列の比較法としては，dynamic time warping (DTW) [1]および多
重スケールマッチング (MSM) [2, 3]を実装した。多重スケールマッチン
グについては，セグメント間相違度を以下のとおり更新している。

d(a
(k)
i , b

(h)
j ) = max(θ, l, φ, g), (1)

ここで，d(a
(k)
i , b

(h)
j )はスケール kおよび hに位置する２つのセグメント

a
(k)
i と b

(h)
j の相違度を示し，θ, l, φ, g の各項は以下に定義する回転角，

2
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図 2: セグメント相違度の構成要素

長さ，位相，勾配の相違度をそれぞれ表す。
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図 2に各項目の表現する差異を図示する。多重スケールマッチングでは
一般的に，高位スケールにおいて過剰な平滑化が行われ，輪郭が曲率中
心に向けて縮小することが問題となる。この問題を回避するため，本研
究では Loweらにより提案された縮小補正法 [4]を適用した。
クラスタリング法としては，相対的類似度の取り扱いが可能であること
を条件に，古典的な階層的クラスタリング法 [5] (AHC) およびラフ集合
に基づくクラスタリング法 [6] (RC) を実装した。階層的クラスタリング
法では，比較的チェーン効果の起こりにくい最遠隣法 (complete-linkage;

CL-AHC)および群平均法 (average-linkage; AL-AHC）の２種類の結合基
準を採用した。
実験手順を以下に示す。この手順を共通データに含まれる検査項目のう
ち肝機能と深い関連をもつALB, ALP, G-GL, G-GTP, GOT, GPT, HGB,

LDH, PLT, RBC, T-BIL, T-CHO, TTTのそれぞれに適用した。

1. 当該検査の系列集合をウイルス型と IFN治療の適用状況により前出
のB, C-noIFN，C-IFNの 3種類の部分集合へ分割する。

2. 部分集合に含まれる全ての系列の組について，DTWを適用して系
列間相違度を算出する。同様の処理を 3つの部分集合全てについて
行う。
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表 1: 生成クラスタ数の比較.

Exam Number of Number of Generated Clusters
Instances Method AL-AHC CL-AHC RC

GPT 204 / 99 / 196 DTW 3 / 17 / 7 7 / 4 / 7 55 / 29 / 51
MSM 23 / 30 / 8 24 / 16 / 16 11 / 7 / 25

PLT 203 / 99 / 196 DTW 2 / 13 / 9 2 / 7 / 6 1 / 15 / 19
MSM 33 / 5 / 12 34 / 15 / 17 1 / 11 / 25

3. 前項のDTWを多重スケールマッチングに切り替えて同様の処理を
行う。これにより，2方法 × 3系列集合，計 6種類の相違度集合を
得る。

4. 6つの相違度集合に対し，AL-AHC，CL-AHC, RCの３種類の類型
化法をそれぞれ適用し，系列を類型化する。これにより，計 18通
り類型化結果を得る。

ここでは，同一検査項目を対象とした比較に限定しており，異検査系列
の比較は行っていない。なお，RCで用いたパラメータは予備実験を通じ
て σ = 5.0, Th = 0.3と定めた。また，AHCにおける結合中断点は，相違
度の増加が最初にmean+1SDを超えた時点とした。

実験結果

各比較法と類型化法の組み合わせにより生成されたクラスタの数を表 1

に示す。ここでは紙面の制約でGPT, PLTの結果のみを掲載している。以
下の各小節においてそれぞれの組み合わせの特徴を述べるが，先に本節に
おいてGPTの場合を例に同表の見方を説明する。まず，第２列 “Number

of Instances”はこの検査の系列集合に含まれる例数を示す。GPTの場合
204/99/196であり，204例のB型患者の検査系列 (B)，99例のC型 IFN

治療非適用患者の検査系列 (C-noIFN)，196 例のC型 IFN 治療適用患者
の検査系列 (C-IFN) が含まれることを示す。第３列は使用された比較法，
第４列の各要素は各類型化法と第３列の比較法の組み合わせによりその
系列集合から生成されたクラスタ数を示す。例えば，DTWと AL-AHC

の組み合わせの項は 3/17/7であり，B，C-noIFN，C-IFNの患者のGPT

系列がそれぞれ 3, 17, 7個のクラスタに類型化されたことを示している。
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DTW and AHCs

表 1におけるDTW-AL-AHCとDTW-CL-AHCの比較から，肝炎検査
データにおいても結合基準の相違が生成クラスタの相違に繋がることが
わかる。図 3左側にDTW-AL-AHCを用いて B型患者のGPT検査系列
から生成された樹状図を示す。この樹状図は最近隣法で特徴的に観察さ
れる chainingと類似した形状を呈し，明瞭な階層構造が得られていない
ことを示している。この場合，適切な結合終了点の選択は困難であり，結
果として 193, 9, 1という構成例数に極端な偏りをもつ 3つのクラスタが
生成された。ほぼ全ての系列が最大クラスタに取り込まれており，差別
化が不十分なため興味深い特徴は見いだせない。

図 3: DTW-AHC-Bの樹状図. 左: AL-AHC. 右: CL-AHC.

対照的に，図 3右側に示すCL-AHCによる樹状図ではよく階層化され
た構造が観察される。この例では，それぞれ 27, 21, 52, 57, 43, 2, 1例を
含む計７つのクラスタが生成された。これらの内，先頭から３つのクラ
スタに含まれる系列の例を図 4に示す。最初のクラスタに含まれる系列
ではGPT値の激しい振動が続いており，何らかの要因，例えばウイルス
の周期的な活動等によって繰り返し肝機能が障害されていく傾向が見ら
れる。２番目のクラスタは短系列の集合で，患者が早期に治療を終了し
たか，何らかの理由で中断した例を示すと考えられる。３つ目のクラス
タはGPT値が上下変動の後に低値平坦化しており，治療あるいは自然治
癒によってウイルスの活動が抑制され肝臓の障害が中断した例を示すと
考えられる。
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図 4: DTW-CL-AHC-Bの類型化結果. 左から第 1クラスタ (27例)，第 2

クラスタ (21例)，第 3クラスタ (52例).

図 5: DTW-RC-Bの類型化結果. 左から第 2クラスタ (16例)，第 3クラ
スタ (10例)，第 4クラスタ (9例).

DTW and RC

前節と同じデータに対し，RCでは 55個のクラスタが生成された。204

例から生成されるクラスタの数としては比較的多数であるが，そのうち
41個のクラスタは系列数が 3以下の小クラスタであり，さらにそれらの
うち 31個のクラスタはただ 1つの系列を含むものであった。これは，隣
接する大クラスタの境界部分に小クラスタを生成するというこの類型化
法の性質を反映している。これらを除外すると，それぞれ 53, 16, 10, 9,

6. . . 例から構成される計 17クラスタが得られた。最大のクラスタは短系
列の集合で，前出CL-AHCの場合とほぼ同一の例を含んでいた。図 5に
２番目から４番目のクラスタに分類された系列の例をそれぞれ示す。こ
の類型化法は対象間の識別不能度を閾値処理するため，生成される各ク
ラスタには類似度が特に高いものが集められている。各クラスタの構成
例数は多くはないが，CL-AHCの項に示したいくつかのパターンについ
て，特に明瞭な特徴を持つ系列がさらに細かくまとめられている。
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MSM and AHCs

表 1においてMSM-AHCによる類型化結果とDTW-AHC による類型
化結果を比較すると，多重スケールマッチングがDTWと比べて多数の
クラスタを生成させる傾向があることがわかる。これは，以下に示すと
おり，多重スケールマッチングの実装に際して生じる非対応例に関する
例外処理が原因と考えられる。
全ての系列は，十分に高位なスケールにおいて単一のセグメントに変
換されるため，理論的には全ての系列組で対応を取ることが可能である。
しかしながら，スケール段数の増加は計算時間の級数的な増加に繋がる
ため，実用的にはスケール間隔を広くとるか，比較的低い位置にスケー
ルの上限を設ける必要がある。前者では特に重要な下位スケールにおい
て生じる細やかな構造変化についての情報を失うこととなるため，後者
を採用することになるが，それによりマッチングの成功を必ずしも保証
できなくなる。例えば，ただ１つのセグメントからなる単純な系列と，数
百のセグメントからなる複雑な系列の対応を考える。スケールが十分高
位まで広がる場合，セグメント置換が進み後者の系列は最終的には単一
のセグメントとなり，前者との対応をとることができる。しかしながら，
スケールの広がりが不十分な場合，後者は最高位のスケールにおいても
単一セグメントには置換されないため，両者の間に対応漏れが生じてマッ
チングは失敗に終わる。この場合，系列間相違度としては無限大か対応
失敗を示す任意の規定値を返すこととなる。

図 6: MSM-AHC-C-IFNの樹状図. 左: AL-AHC. 右: CL-AHC.

相違度にこのような特異的な値が含まれる場合，CL-AHCおよびAL-

AHCでは適切に処理することができない。図 6にAHCによってC-IFN

のGPT系列から生成された樹状図を示す。本実験では，非対応系列間の
相違度を対応系列間の相違度の最大値と同一にしている。AL-AHCの樹
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図 7: MSM-CL-AHC-C-IFNの類型化結果. 左から第 1クラスタ (71例),

第 2クラスタ (39例), 第 3クラスタ (29例).

状図では，非対応系列を含むクラスタ間の相違度が非常に大きくなるた
め，相違度の平均値を適切に算出することができず，適切な構造が得ら
れていないことがわかる。一方，CL-AHCの樹状図では，非対応系列を
互いに含むクラスタが最後まで結合されず，それ以上の大局的な階層構
造が得られないことがわかる。
結果として，AL-AHCでは 8個のクラスタが生成されたが，DTWの
場合と同じく，大部分の系列 (182/196)が図 7左上に示す単一のクラスタ
に分類され，興味ある特徴は見いだせなかった。一方，CL-AHCではそ
れぞれ 71, 39, 29, . . . 例を含む計 16個のクラスタが生成された。図 7右
上，左下および右下に最大のものから３番目までの各クラスタに類別さ
れた系列の例をそれぞれ示す。類似した系列が同一クラスタに見られる
が，同時に明らかに異なる系列もそれらと同じクラスタに含まれている。

MSM and RC

ラフ集合に基づく類型化法では，それぞれ 80, 60, 18, 6. . .例からなる
計 25クラスタが生成された。図 8に最大のものから３番目までの各クラ
スタに分類された系列の例を示す。C型 IFN有の例においても，前節で
示したB型の例と同様に，上下変動の継続，平坦化，及び短系列の３種
類の系列がそれぞれ類型化できている。これは，この方法が識別不能度に
基づく類型化を行うため，非対応系列組を含むクラスタについても，他
の大多数の系列が対応可能でそれらの相違度が小さければ同一クラスタ
にまとめられるためと考えられる。
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図 8: MSM-RC-C-IFNの類型化結果. 左から第 2クラスタ (16例)，第 3

クラスタ (10例)，第 4クラスタ (9例).

不均質・短期系列の判別
患者の病態変化に起因する検査頻度の変化，すなわち時間軸方向のデー
タ収集間隔の変化と収集期間の変化は時系列医療データの大きな特徴の
一つであり，解析を困難にする主因となる。前節の類型化結果を観察し
ても，数年以上離れた２つの検査値の線形補間により生じる見かけのト
レンドと実際の緩やかな慢性変化が区別されない（図 4 右），あるいは１
年未満の短期系列が大きなクラスタとなる（図 4中央）など，短期・不均
質系列の存在は類型化とその結果の解釈の両面において支障をもたらす。
解析に必要となるデータの時間的粒度は疾患により異なるが，ここで
は共通データとして取り挙げた慢性ウイルス性肝炎を対象に，慢性経過
の判定に不適当と考えられるデータの自動判別を試みた。着目した条件
は以下の３項目である。

条件１ データ収集期間：慢性経過の判読に不適な短期系列を除外する。ここ
では，初回検査日から最終検査日までの経過年数が 5年以下のデー
タを不適とした。

条件２ データ収集間隔：検査間隔が一時期または全体において特異的に長
く，長期にわたるデータ欠損が生じている系列を除外する。ここで
は，検査間隔のばらつきに着目し，その平均＋標準偏差が３年を超
えるものについて，過度に不均質で信頼性が低いと判断し不適と
した。

条件３ データ収集回数：検査回数が少ないデータを除外する。ここでは，
前出２条件で除外できない検査回数 2回未満の少数データを不適と
した。
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表 2: 血小板数が正常下限以下となるまでの週数と線維化度

Weeks (for all cases) Weeks (for non-zero cases)
n Mean SD n Mean SD

F0 1 680 - 0 - -
F1 27 262.5 197.0 25 308.1 176.5
F2 19 165.0 171.8 13 241.2 156.1
F3 26 174.6 200.4 18 252.2 195.8
F4 41 110.0 159.8 25 180.5 171.2

以上の条件をもとにデータの洗浄を行い，昨年度実施した血小板数と
肝炎進行度の関係について再解析を行った。共通データには合計 720例
分の血小板数 (PLT)データが含まれているが，222例については対応す
る肝生検のデータが存在しないため予め解析対象から除外した。残る 498

例について上記の条件による判別を適用した結果は，条件１の該当系列
が 149例，条件２が 13例，条件３が 6例，いずれの条件にも該当しない
系列が 330例であった。この 330例のウイルス型および IFN治療有無の
内訳はB型が 110例，C型 IFN治療無が 60例，C 型 IFN治療有が 160例
であった。
次に，これら 330例のPLT系列をそれぞれ間隔１週間で線形補間した
後，極短期の変化による影響を除外するため 6ヶ月に相当する幅をもつガ
ウス関数と畳み込んで平滑化した。その上で，データの先頭から，血小板
数が６ヶ月連続して正常下限を下回る最初の点までの週数を求めた。な
お，６ヶ月の中で１週でも IFNの投与期間と重なる場合はスキップする
処理を加えて，IFN投与による一時的な血小板数低下の影響を排除した。
以上の処理により血小板数が正常下限を下回るまでの週数を算出し，そ
れを肝炎進行度により層別してまとめた結果を表 2に示す。F1を除く全
てのステージにおいて，週数が 0，すなわち初回検査時において既に正常
下限値以下であった例が存在していたため，それらを除外した結果を同
表右側に，全例による結果を左側に掲載している。いずれの場合におい
ても，平均値としては F4が最も短く，3年から 4年程度の期間で異常低
値に至っている。興味深いことに，順序が F4 < F2 < F3 < F1であり，
F2 とF3 が逆転する結果となった。その原因として，F2の例が短期と長
期に二極化する傾向が見られること，またF3 の中に 700週を超える例が
含まれ，全体の平均を押し上げていること等が考えれらるが，詳細につ
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表 3: 血小板数が正常下限以下となるまでの週数と線維化度（ウイルス型
と IFN治療による層別, all cases）

Weeks (B) Weeks (C, noIFN) Weeks (C, IFN)
n Mean SD n Mean SD n Mean SD

F1 4 153.5 196.9 11 369.7 213.0 12 200.5 141.1
F2 8 126.9 171.5 3 277.3 240.2 8 161.0 151.2
F3 9 140.8 177.3 4 344.3 312.8 13 145.8 164.0
F4 10 66.0 124.5 14 145.6 161.4 17 106.7 177.7

いては飲酒歴等を考慮に入れた解析を今後行う必要がある。
表 3は，表 2左側のAll casesの結果をウイルス型と IFN治療の有無に
より層別したものである。こちらも背景要因については詳細な検討が必
要であるが，全てのステージにおいて B < C+IFN < Cとなっており，
IFN非投与のC型が投与例よりも大幅に長い，という興味深い結果が得
られた。

まとめと今後の予定
本年度は時系列医療データの多面的な解釈を可能とするシステムの構
築を進めた。まず，昨年度までに我々の開発した多重スケールマッチング
とラフクラスタリングによる系列の比較分類法に加え，DTW，AHCな
ど様々に異なる比較法，類型化法を用いて時系列を類型化し，その結果を
視覚的に提示する時系列データからの樹状図生成システムおよび類型化
結果表示システムを構築した。次に，時系列医療データの類型化法の性質
について，昨年度までに我々の開発した方法を含めて比較実験を行った。
全ての属性における比較には至っていないが，(1)CL-AHCとAL-AHCは
明らかに異なる樹状図を与え，階層構造把握の容易さと類型化結果の解釈
の容易さにおいて，CL-AHCはAL-AHC より優れていること，(2)DTW

とCL-AHCの組み合わせが解釈の容易な結果を安定して生成し得ること，
(3) DTW とRCの組み合わせでは各クラスタの代表的な系列が得られる
こと，(4) 多重スケールマッチングは非対応系列の取り扱いが問題となり
AHCとの組み合わせでは良い結果が得られなかったが，RCを類型化法
として用いた場合には問題が回避できること，など，時系列の類型化結
果を解釈する上で考慮に入れるべき様々な性質が明らかとなった。
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さらに，類型化を通じて明らかとなった短期系列および不均質系列の
問題に対応するため，データの収集期間，収集間隔，収集回数からなる
不要系列の判定法を提案した。同方法を適用して不要なデータを除外し
た後，血小板数が正常下限以下に至るまでの期間と肝炎進行度の関係に
ついて再解析した結果，F2と F3の間に順序の逆転が見られたこと，全
てのステージにおいて，C 型 IFN非投与例で IFN投与例よりも遅かった
ことなど，興味深い知見が新たに得られた。
本年度においても，マイニング結果のスパイラル的活用が有効に機能
したと考える。医療データにおける短期，不均質なデータの存在は，類
型化を通じてより説得力をもつ形でユーザに提示され，後半の前処理法
の開発へとつながった。さらに，不要なデータを削除して解析を行うこ
とで，血小板の例に見られる一層踏み込んだ解析が可能となった。
来年度は，本年度までに開発実装した各方法，システムを統合し，ユー
ザからのフィードバックを以後のデータ収集、解析の指針として積極的に
取り込み、解析結果のスパイラル的活用を促進するアクティブユーザリ
アクションシステムへと発展させていく予定である。並行して他のデー
タへの適用と有効性の検証を進めるとともに，最終年度として研究のま
とめを行う予定である。

参考文献
[1] Chu, S., Keogh, E., Hart, D., Pazzani, M. (2002). Iterative Deepening Dynamic

Time Warping for Time Series. In proceedings of the second SIAM International
Conference on Data Mining.

[2] N. Ueda and S. Suzuki (1990): A Matching Algorithm of Deformed Planar Curves
Using Multiscale Convex/Concave Structures. IEICE Transactions on Information
and Systems, J73-D-II(7): 992–1000.

[3] F. Mokhtarian and A. K. Mackworth (1986): Scale-based Description and Recog-
nition of planar Curves and Two Dimensional Shapes. IEEE Transactions on Pat-
tern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8(1): 24-43

[4] Lowe, D.G (1980): Organization of Smooth Image Curves at Multiple Scales.
International Journal of Computer Vision, 3:119–130.

[5] B. S. Everitt, S. Landau, and M. Leese (2001): Cluster Analysis Fourth Edition.
Arnold Publishers.

[6] S. Hirano and S. Tsumoto (2003): An Indiscernibility-based Clustering Method
with Iterative Refinement of Equivalence Relations - Rough Clustering -. Journal
of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 7(2):169-177.
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分子構造マイニングのための属性生成と応用 

研究代表者 岡田孝  （関西学院大学理工学部） 
研究協力者 山川眞透 （関西学院大学理工学部） 

 

背景 

本計画研究の目的は，多様な構造を持つ化合物群から，特定の薬理活性が

発現するために重要な化学構造の特徴を抽出することにある．最終的には，多

数の生理活性を対象にこれらの構造的特徴の知識を集積し，活性プロファイル

知識ベースとして WWW により公開する予定である．このような活性プロファイル

は，薬品との複合体が X 線結晶解析された少数の例では明確であるが，ほとん

どの生理活性の場合，そのプロファイルを示す文献は存在しない．製薬会社の

ドラッグデザイン専門家が何らかの新薬を設計する場合，仮説としてその構造特

徴を意識しているわけであるが，これらの情報は水面下レベルのものであり公表

されることはない．したがって，知識ベースが作成・公開されるならば，学問的に

見ても，また新薬開発の実用面から見ても、その意義は非常に大きいといえる． 

マイニングの方法論としては，著者らが数年来開発を継続しているカスケード

モデルおよびそれを発展させたデータスケープ探索の技法を用いる．これら技法

の詳細については，文献を参照されたい[1, 2, 3, 4]．また，我々のマイニングに

おいては，与えられた構造式をグラフとして考え，そこから多数の線形フラグメント

を切り出し，各化合物をそれらフラグメントの有無で特徴づけている．フラグメント

の生成法については後述する． 

2 次情報誌 Drug Data Report 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 MDL 社の MDDR データベース Ver.2001.1(23.01) 

には，ほぼ 12 万件の薬品データが蓄積されており，それらにはおよそ 800 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．化学

薬品データ解析のプロジェクトにおいては，多数の生理活性を対象として解析を

進めるため，このデータベースを用いてマイニングを行う．最初の目標としては，

ドーパミン受容体タンパク質に対してアンタゴニストおよびアゴニスト活性を示す

薬品を選び，これらの活性に特徴的な構造をマイニングする． 

昨年までの解析ではルールの解釈が必ずしも容易でないため，ルールを支持

する構造式群の視察に頼る部分が多かった．この作業は，ディスプレイ上でスク

ロールしながら構造式群の特徴を認識する必要があるため，非常な注意力が必

要であり，熟練した解析者にとっても苦痛の伴う作業であった．そこで，これまで

の線形フラグメント表現を改良し，ルールの可読性を向上させることとした．具体

的には，(1) 水素結合フラグメントの生成，(2) カルボニル基（CO）を単一の原子
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として出力，(3) 芳香環内原子の小文字表記，(4) フラグメントとして採用する最

低官能基数の指定，(5) フラグメント中間部の表記省略，等の機能をソフトウェア

に付加した．この結果，利用者による属性選択機能と組み合わせて使用すること

により，ルールの可読性を大幅に向上させることができた． 

本報告の次節では，対象データの解説から，フラグメントの生成，ルールの解

釈に最小限必要なカスケードモデルの解説，およびルール解釈過程の説明を

行う．第３節では，今回導入したフラグメント表記法の改良点について述べる．最

後に，これまでの解析で得られた各活性毎の特徴的な部分構造を提示し，さら

に今後の研究計画について述べる． 

データと処理プロセス 

対象データ 

MDDR データベース(version 2001.1)には，ドーパミン受容体に対してアンタゴ

ニスト活性を示す化合物 1349 種（４種のドーパミン受容体：D1 — D4）と，アゴニ

スト活性を示す化合物 392 種（３種のドーパミン受容体：D1, D2, Dauto）が記載

されている．これらのデータに対して，４種のアンタゴニストデータ間の比較，３種

のアゴニストデータ間の比較，および D1 と D2 受容体に対して，アゴニストとアン

タゴニストデータ間の比較を行う．  

処理の概略 

MDDR データベースの検索で得られた化合物群に対して，塩の除去，ClogP 

値 の 計 算 ， 同 一 化 合 物 の 除 去 を 行 っ た 後 ， Cache シ ス テ ム に 備 わ っ た

MM-AM1-geo 法により HOMO, LUMO, dipole moment 値を計算する．その後，

活性毎のファイルを併合して，活性クラスの付与，再び同一化合物の除去を行

う．  

作成した化合物構造データに対して，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，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

ことができる． 

次いで，DISCAS (ver.3) で得られたルール群を解釈し，解析者自身のための

作業用仮説を導く．他方，ルールの条件に従って，ルールを支持する化合物群

の構造を視察し，作業用仮説の適否を判断して，必要ならば修正を加える．この

構造式の視察段階では，Spotfire ソフトウェアを利用する． 

構造式群の視察において，非常に特徴的な一群の構造式が表示されるが，

これらの特徴を表す部分構造がルール表現には現れないことがある．その原因

は，線形フラグメントを属性として採用する基準にある．例えば，フラグメントの出

現比率が 15%—85%のものに限って属性として採用するなら，全体で 1,000 化合

物が存在するとき，150 化合物以下にしか現れないフラグメントは最初から説明

属性として現れないことになる．しかし，表示された構造式中に多数現れるからと

いって，これらをそのまま活性部分構造とすれば，その構造を持ちながら不活性

である化合物の存在を無視することになる．そこで，解析者が気づいたフラグメン

トを追加して再度ルール群を計算し，その適否を判断すればよい．このステップ

okada
248



 

 

の繰り返しが，利用者のアクティブなレスポンスを解析プロセスに取り入れ，より良

い仮説を構築するための中枢的な過程となる． 

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] を発展させたもので

あり，下記の方法によっている． 

1. 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 path 長が

max-length 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． 

2. 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． 

3. 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． 

これまでの解析においては，いくつか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 10 以内に限っている．

例えば，C3H:C3-C-C4H-N3 は 3 配位の CH と C の芳香環（:は aromatic 

bond）に，C-C-N がつながった構造を示す．3 番目の C には配位数と水素の

有無は記載されない．また，3 配位の N に H が記されていないことから，この N 

は 3 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用いるカスケードモデル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 BSS 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． 

Rule: 化合物数 U ==> 化合物数 D; BSS 値 

IF 主条件 added on 前提条件群 

THEN 目的変数: 分布 U --> 分布 D 

THEN 説明変数: 分布 U --> 分布 D 

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 U, D 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載されるとともに，ルール全体の強さを表現

する BSS 値が記される．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（datascape）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[3, 4] 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．(1) 

全体のルール数が削減される．(2) 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．(3) ルール強度を示
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す BSS 値が急激に低下する説明変数の領域を ridge 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． 

フラグメント表現法の改良 

水素結合フラグメントの生成 

これまでの解析に際し，構造式群の視察から分子内水素結合 XH..Y が重要

な役割を果たしていると考えられる場合があった．ここで，X, Y は通常酸素また

は窒素など電子的に陰性の元素である．しかし，上記のフラグメント生成アルゴリ

ズムは構造式のトポロジカルな情報のみを利用しているため，このようなフラグメ

ントは生成されない．他方，物理化学的性質の推定に用いた MM-AM1-geo 法

は，半経験的分子軌道法計算により，不十分ながらも分子の３次元構造を与え

ており，これから分子内水素結合の存在を推定することができる． 

我々は，以下の条件を満たす場合に水素結合が存在すると見なし，それを表

すフラグメント群 Xh.Y, V-Xh.Y, Xh.Y-W および V-Xh.Y-W を生成した．ここ

で，”h.”が水素結合を表し，V と W はそれぞれ X, Y に結合する原子を示す． 

1. 原子 X が O, N, S または 4 配位の C で少なくとも１つの水素原子と結合し

ていること． 

2. 原子 Y が O, N, S, F, Cl, Br のいずれかであること． 

3. XY 間距離が，Y が O, N, F のいずれかである時は 3.7 Å以下であり，それ

以外では 4.2 Å以下であること． 

4. X と Y の原子が直接，または間に１原子を隔てるのみで結合していないこと． 

フラグメントにおける中間表記の省略 

分子の活性部分構造は往々にして，活性点に配位する活性部分とその間を

結ぶリンカーで構成されている場合がある．リンカーは特定の立体位置に活性

部分を配置することが重要であり，その原子種自体には意味が無い場合が多い．

例えば，次の３種の構造で A と B を結ぶリンカーは，原子種は異なるがほぼ同一

の位置に活性部分を配置することができる． 

このような場合に，線形フラグメントですべての元素記号を記すと，これら３種

の部分構造はすべて異なると認識され，支持事例が減少するため，適切なルー

ルが出力されないことがある． 

そこで，両端２原子以外については，その元素記号や結合記号を省略するこ

とができるようにシステムを改造した．A, B が両端２原子を表すとすれば，上記の

３構造はすべて下記のフラグメントで表される． 

結合記号のみ表示：  A-----B 

結合記号も非表示：  A^^^^^B  

ここで，^は任意の結合種類を意味する．なお，実際には結合記号も非表示と

すると，芳香環の存在が不明となり，解析者にわかりにくいため，結合記号のみ

を表示することとした． 

A B N NA B

O

A B
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芳香環中原子の小文字表記 

これまでのフラグメント表記では，炭素原子はすべて C と表した．しかし，例え

ば右の分子 I の側鎖部から生成されるフラグメント C3-C3-N3H, C3-C3=O1 を

考えよう．これらフラグメントの最初の炭素原子が芳香環を構成する原子か否か，

この表記からはわからない． 

芳香環の構成原子であることは，元素の違いにも匹敵する重要な情報である

ため，環の芳香属性の認識を行い，芳香環中の原子をすべて小文字で表記で

きるようにした．この結果，上記フラグメントは，c3-C3-N3H, c3-C3=O1 と表され，

解析者が理解しやすい． 

カルボニル基を単一の原子として出力 

カルボニル基（-CO-）は分子の化学的性質に大きな影響を与える．しかも，N

原子と隣接するとアミド基（-CO-NH-），O 原子と隣接するとエステル（-CO-O-）

のように，隣接原子と組み合わさって双方の原子の性格を大きく変える． 

フラグメント表現を厳密に線形に限定すると，カルボニル基の枝分かれのため，

上記 I の側鎖部分は c3-C3-N3H, c3-C3=O1, O1=C3-N3H のように，３種のフ

ラグメントで表されざるを得ない．しかし，これでは元来のアミド基が認識できず，

ルールの読者は c3-C3-N3H の N 原子がオレフィンに結合したアミンか，アミドか

迷うこととなる． 

そ こ で カ ル ボ ニ ル 基 を ２ 配 位 の 元 素 CO と し て 扱 い ， 上 記 側 鎖 を

c3-CO2-N3H と表し，解析者の理解を容易とした．  

フラグメント属性の選択 

４種のアンタゴニスト活性識別の課題では，およそ 12,000 種のフラグメントが出

力される．出現頻度が 10%未満または 90%以上のものを除外して，ほぼ 200 個程

度の属性を選択する．しかし，ラティスの爆発を回避するため，意味ある知識をも

たらさない属性はできる限り除外する必要がある． 

そこでフラグメント表記の中に存在する官能基数の最小値（たとえば２）を設定

し，それ以下のフラグメントは属性として採用しないように設定した．ここで官能基

とは，すべてのヘテロ原子および多重結合した炭素原子を指し，官能基間が少

なくとも１つの１重結合で隔てられているときには，これらを別の官能基として数え

た．  

これにより，属性数を抑制できるだけでなく，解析者にとって興味のないフラグ

メントが属性として採用されることを抑止できた． 

結果 

前節で導入したフラグメント表記を利用して得られたルールの１例を次ページ

の図１に示す．ここでの課題は，４種のアンタゴニスト活性を示す化合物群から，

D2 アンタゴニスト活性を示す構造的特徴を発見することであり，ドーパミン活性

に関連する各種課題の中で，もっとも困難なものである． 

このルールには，前 提 条 件 が無 く，主 条 件 のフラグメント

C4H-C4H-O2-c3 が存 在 する化 合 物 193 種 で，活 性 比 率

D2ANn が 31%から 75%に上昇することを示している．このフラグメ

ントでは芳香環とエチル基がエーテルで結合していることが主

条件の表記から直ちに判る．改良以前のシステムによるルール

c C

O

N

H

I
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でも，同様の知見は得られていたが，それは付加的相関で示される存在比の高

いフラグメント（たとえば C4H-C4H-O2-C3:C3H）を調査してはじめて得られるも

のであった． 

また付加的相関では酸素原子とメチル基の水素が近接して存在すること，さら

にそのメチル基に隣接して他の酸素原子が存在することがわかる．最後の付加

的相関からは，芳香環から４原子離れた位置に３級アミンが高い確率で存在す

ることがわかり興味深い． 

Ridge 情報からは，芳香環とアルキルのエーテルにエチル基が水素結合して

いる分子は 200-300 種程度でそれほど多くないが，それらの分子群では主条件

のフラグメントが無くとも，元々活性の比率が高いことがわかる．最後２つの ridge

Rule 2:     Cases: 1349 -> 193; BSS=  36.86     
  if  [C4H-C4H-O2-c3: y]   added on   [ ] 
  then  D2ANn:        BSS:36.9 0.31 0.69  ==>  0.75 0.25  (on off) 

  then  C4H-C4Hh.O2-C4H: BSS:113. 0.76 0.24  ==>  0.00 1.00  (n y) 
  then C4H-C4Hh.O2-c3:   BSS:126.  0.83 0.17  ==>  0.02 0.98  (n y) 
  then O2-C4Hh.O2-C4H:   BSS:68.7  0.40 0.60  ==>  1.00 0.00  (y n) 
  then O2-C4Hh.O2-c3:   BSS:77.2 0.35 0.65  ==>  0.98 0.02  (y n) 

then N3-C4H----c3:c3H:   BSS:17.6   0.66 0.34  ==>  0.36 0.64  (n y) 
   
Ridge information     Ridge Upper    -->   Ridge Lower 

New:inside     [C4H-C4Hh.O2-c3: y]    0.68 0.32 / 236  -->  0.75 0.25 / 190 
New:inside     [C4H-C4Hh.O2-C4H: y]  0.62 0.38 / 319  -->  0.75 0.25 / 193 
New:inside     [c3-C4H-----:c3H:c3H: y]  0.29 0.71 / 153  -->  0.93 0.07 / 42 

  New:inside     [c3-C4H-----c3:c3H: y]  0.29 0.71 / 156  -->  0.93 0.07 / 42 
 

図１．新フラグメント表記を使用したカスケードモデルによるルール例  
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図２．ドーパミン関連生理活性に特徴的な構造 
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は，２つの芳香環が間に５原子を隔てて存在する場合に活性比率の急激な上昇

を示しており興味深い． 

このようにしてドーパミンに関する７種類の活性について，新たなフラグメント表

記を使用した解析を現在進行させている．現段階で到達した各活性に特徴的な

構造を図２に示す．特に D2 と D3 のアンタゴニストに関しては，未だ不明瞭な点

が多く，この内容が変更される可能性が高い点に留意されたい．  

まとめと今後の課題 

現在のシステムで出力されるルールは，残念ながら「読んで直ちに理解でき

る」レベルにあるとは言いがたい．アゴニストの解析や D1, D4 アンタゴニストでは

容易であっても，複数の活性構造が関与する D2, D3 アンタゴニストの解析では，

かなりの作業量が必要である． 

すでにこれまでの解析から，相関の高い冗長なフラグメントの除去が解釈を容

易にするだけでなく，ラティスの爆発をも抑止し，より多くの意味ある属性の採用

に導くことが判明している．今後，相関に基づく自動的な属性選択の機構を実

装し，より容易なルールの解釈が行えるようにシステムを開発する予定である． 

さらに，ドーパミンだけでなく多くの生理活性を対象として解析を行い，各活性

に特徴的な構造を知識ベースとして構築し，WWW により公開する予定である． 
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リスクレポートのための活性クラス分類 
 

研究分担者 高橋 由雅 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 
      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） 
      錦織 克美 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 
      小鹿 貴史 （豊橋技術科学大学知識情報工学系） 

 

１．はじめに 
筆者らは，先に，マイニングされたルールでは説明できない例外分子に対し，構造類似

性を基礎とした事例ベース推論によるリスクレポートの可能性を検討した[1,2]．そこでは，

事前の部分構造知識を必要としない構造特徴のプロファイリング手法である Topological 
fragment spectra（TFS）法を導入し，与えられた化学構造に対応するグラフ構造から TFS を

生成し，TFS 空間における類似性をもとに，少数の例外分子からの類似構造検索を実現する

とともに，その有用性を実データを用いて実証した．また，リスク推定の観点から，異な

る受容体に作用するドーパミンアンタゴニスト類の活性クラスの分類・予測問題に適用し，

TFS を入力シグナルとした人工ニューラルネットワーク（Artificial Neural Network, ANN）

の有用性を明らかにした． 
本年度研究では引き続き活性クラス識別にもとづく薬物のリスク推定/リスクレポートの

観点から，より精度の高い分類・予測モデルの獲得を目的とし，構造情報の TFS 表現を特

徴記述子としたサポートベクターマシン（Support Vector Machine, SVM）の応用の可能性に

ついて検討するとともに，その分類・予測性能を ANN のそれと比較検討した．また，類似

の活性を持つ一群の化合物に対し，共通して現れる三次元部分構造（フラグメント）を網

羅的に探索するシステムを開発し，薬物構造データマイニングへの応用を試みた． 
 
２．サポートベクターマシンを用いた薬物活性クラスの分類と予測 
２．１ データセットと処理手順 

データセット： ここでは，先のニューラルネットワークによる解析で用いたものと同

様に，米国 MDL 社の治験薬構造データベース MDDR（MDL Drug Data Report）[3]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．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． 
 

化学構造の TFS 表現： TFS とは化学物質の構造式から可能な部分構造を列挙し，その

数値的な特徴付けに基づいて化学物質のトポロジカルな構造プロフィールを多次元数値ベ

クトルとして記述表現したものである[4,5]．ここでは，結合サイズ 5 までの部分構造を列挙

し，特徴付けには各部分構造の質量数を用いた．解析に際しては上記の全ての化学構造に

対する TFS を生成し，データベース化したものを用いた． 
 

サポートベクタマシン（SVM）： SVM [6]は，パーセプトロン型学習モデルである．SVM
の基本的な構造は単純な線形識別関数であるにも関わらず，カーネル関数とマージン最大

化といった工夫を加えることにより，チューニングを施した複雑な多層パーセプトロンに

劣らない性能を有することが知られている．その基本概念は，ある与えられた線形分離可

能な訓練集合 
),...,,...,( 1 ni xxxX ，  （ ix はクラスラベル niyi ,...,1},1,1{ =−∈ をもつ） 
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に対し，各パタン x を事前に用意された非線形写像を通して高次元特徴空間 z に写像し，そ

こでのマージン最大の最適な識別面を得ることにある．SVM による入力パタンベクトル

x =(x1, …, xd)の識別関数は，次のように表される． 
bf ii +⋅= )()( xwx            (1) 

ここでw は重みベクトル， b はバイアス項を表す．ここでの識別面は 0)( =if x で表すことが

できる．このとき，マージン最大の識別面は次式の )(wL を下に示す条件下で最小化するこ

とによって得られる． 

∑
=

=⋅==
d

l
lwL

1

22)( wwww             (2) 

制約条件： 1)( ≥+⋅ by ii xw   ),...,1( ni =  
クラス分類のための決定関数は次式によって表すことができる． 

)()( bsignf +⋅= xwx           (3) 
ここで，sign 評価関数の値が正であれば＋1，負であれば－1 を返す単純な符号化関数であ

る．この基本概念は線形分離不可能な場合にもスラック変数 iξを導入し，与えられた制約条

件の下で次式を最小化することによって容易に一般化できる． 

∑+⋅
=

n

i
iC

12
1 ξww             (4) 

制約条件： iii by ξ−≥+⋅= 1)( xw  and 0≥iξ . 
この制約条件下での 2 次最適化問題はラグランジュ乗数α の導入によって次のように表す

ことができる． 

∑−∑ ⋅=
==

n

i
i

n

ji
jijiji yyW

11,2
1)( αααα xx         (5) 

制約条件： Ci ≤≤α0  and 0
1

=∑
=

n

i
ii yα . 

このように訓練パタン ix は内積を通してのみ最終解に現れることから，非線形写像やカー

ネル関数の概念を利用することによって一般的な非線形関数にも拡張できる．すなわち，

ある写像 )(xx φ→ が与えられるとき，その最終的な特徴空間での内積はカーネル関数によっ

て置き換えることができる． 

∑ +==
=

n

i
iii bKygf

1
),())(()( xxxx αφ        (6) 

本研究では，Dongらの提案した SMO(Sequential Minimal Optimization)改良アルゴリズム[7]
を用いるとともに，TFS を入力ベクトルとした SVM を実装し，実験を行った．非線形写像

のカーネル関数には次式で示すガウス型カーネル関数を用いた． 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ′−
−=′ 2

2

exp),(
σ

xx
xxK          (7) 

SVM は基本的には 2 クラス分類モデルであり，複数クラスに関する分類のためには SVM
を組み合わせる必要がある．ここでは，k クラスの分類問題を解くための一般的な組み合わ

せ法である，one-against-the-rest を利用した． 
 

２．２ SVM による薬物活性クラス分類 
上述の治験薬構造データベース MDDR （MDL Drug Data Report）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拮抗薬 1,364 種を対象に，SVM を利用

した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．実験に
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際しては対象データを事前に訓練集合（1,227 化合物；D1:155, D2:356, D3:216, D4:500）と

予測集合（137 化合物；D1:18, D2:39, D3:24, D4:56）に分割し，学習には訓練集合 1,227 化

合物を用い，これらの TFS を入力ベクトルとした．学習の結果，訓練集合 1,227 化合物全て

の活性クラスを全て正しく認識することができた．つぎに，得られたモデルを活性クラス

が未知の予測集合に適用し，予測試験を試みた．予測集合には，上記 137 化合物を用いた．

その結果，123 化合物（89.8％）の活性クラスを正しく予測することができた(表 1)．このこ

とは化学構造情報からの薬物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

改めて強く示唆するとともに，薬物活性クラス分類における SVM の有用性を示すものであ

る． 
表 1: SVM を用いたドーパミン受容体アンタゴニスト 

（1364 化合物）に対する活性クラス分類と予測 
 Training Prediction 

Class Data %correct Data %correct
All 1227 100 123/137 89.8 
D1 155 100 15/18 83.3 
D2 356 100 31/39 79.5 
D3 216 100 22/24 91.7 
D4 500 100 55/56 98.2 

 
２．３ ANN との比較 

筆者らは先に，TFS を入力シグナルとした人工ニューラルネットワークが薬物の活性クラ

ス識別に対して良好な結果を与えることを示した[8]．そこで，上記 TFS 表現を基礎とした

SVM の薬物活性クラス識別における分類・予測性能を ANN のそれと比較検討した．比較

に際しては前述のドーパミンアンタゴニスト 1,364 種を対象に，その 90％を訓練集合，10％
を予測集合とする ten-fold cross validation 法を用いて実験を行った．その結果， SVM は ANN
に比べて全ての活性クラスでより良好な予測結果を与えた(表 2)．これにより，薬物活性ク

ラス識別における TFS を特徴記述ベクトルとしたサポートベクターマシンは，人工ニュー

ラルネットワークによるそれに比べ，より優れた予測安定性を有することが示された． 
 

表 2: SVM と ANN による識別率・予測率の比較 
 SVM ANN 

Training Prediction Training Prediction
Class 

%correct %correct %correct %correct
All 100 90.6 87.5 81.1 
D1 100 87.5 76.0 70.7 
D2 100 86.1 80.7 69.9 
D3 100 88.3 90.9 85.8 
D4 100 95.5 94.5 90.5 

＊ten-fold cross validation test による． 
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３．三次元特徴フラグメント探索 
筆者らは，先に，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シ

ステム COMPASS (COMmon geometric PAttern Search System) [8] を利用した三次元構造類

似性検索のための方法論の検討を行なってきた[9]．本年度研究では，より柔軟な三次元構

造特徴解析のため，COMPASS アルゴリズムを参考に，ある類似の活性を持つ一群の化合物

に対し，頻繁に現れる三次元共通部分構造（フラグメント）を網羅的に探索する新たなシ

ステムの開発と，治験医薬品データベース MDDR-3D [3]を対象とした解析実験を試みた． 
 

３．１ 方法 
COMPASS では，与えられた化合物分子

の構造を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い，これらの点

の集合を原子間のユークリッド距離情報と

ともに対応する重み付きグラフで表現する．

これをもとに，三次元共通部分構造探索を

部分グラフのマッチング問題としてグラフ

論的アプローチにより実現している[8]．と

ころで COMPASS では，いわゆる「最大公

約数」的なフラグメントを探索するので，

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）の中にひとつでも例外

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．また，COMPASS で見つけ出すフラグメントはそ

のサイズ（構成原子数）が最大となるものだけであるため，それ以外に意味のあるフラグ

メントがあったとしても抽出できないといった機能的制約がある．そこで本研究では，（1）
サイズが最大のものだけではなくそれ以外の可能なフラグメントも全て網羅し，また（2）
対象とした化合物群全てに含まれなくても，ある指定した値以上の割合で頻出するフラグ

メントの自動探索が可能なシステムの開発を目的とした（図１）． 
 
探索アルゴリズム： フラグメントを探索する際にユーザが指定可能な探索条件の例を

表 3 に示す．最初に，指定したデータセット中の 1 番目の構造をリファレンス分子と考え

る．読み込んだ構造式を元に探索条件を満たすサイズ 2（すなわち，任意の 2 原子とその原

子間距離）のフラグメントを作成する．そして，リファレンス分子をデータセットの 2 番

目，3 番目の構造と変えていき，この作業を繰り返し行なう．さらに，サイズ 2 のフラグメ

ント情報を組み合わせ成長可能なサイズ 3 のフラグメントを作成し，サイズ 3 のフラグメ

ントを元にサイズ 4 のフラグメントを作成していく．この作業を，フラグメントが成長で

きなくなる（すなわち，探索条件を満たさなくなる）まで繰り返す．フラグメントの探索

が完了したら，指定されたサイズのフラグメント情報を結合・整理し，それをフラグメン

ト辞書ファイルへ登録する．フラグメント辞書には，由来構造式ファイル名，フラグメン

ト対応部位（対応原子のシーケンシャル番号），フラグメントの出現頻度などの情報が含

まれる． 

図 1: フラグメント探索の基本概念図. 
 

※ 出現頻度 50％以上，最小構造サイズ（構成要素）

2 以上の探索条件の場合． 

構造 1 構造 2 構造 3 構造 4

フラグメント（共通構造特徴） 
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表 3: 本システムで指定可能な探索条件. 

探索条件 説 明 
出現頻度 探索対象のデータセット中，どのくらいの割合のものに含まれていれば

候補とするかの閾値（％）． 
距離の許容度 ユークリッド距離の比較の際に用いる値．この値以内の差ならば距離が

一致したとみなす． 
最小構造サイズ 探索の結果に含めるフラグメントの最小サイズ． 
※ この他，原子電荷や光学異性体の情報を考慮するかどうかなど，より詳細な解析のための探索条件

（オプション）をいくつか定義した． 
 
構造表現の縮約： より大きなサイズ（構成原子数）の化合物データや，多くの化合物

データを含むデータセットに対して探索を行なえるように，構造表現の縮約（前処理）を

行なうプログラムの作成を併せて行なった．このプログラムでは特定の部分構造（官能基

など）を一つの仮想原子（スーパーアトム）とみなしたり，ある特定の原子（団）を省略

したりすることができる．これにより，例えば構造式全体を，ベンゼン環とヘテロ原子（水

素，炭素原子以外の原子）のみの集合として表現することなどができる．スーパーアトム

化プログラムでは，トポロジカルレベルでの部分構造探索を行なうことで，指定した部分

構造の検索・置換を行なう．ユーザは，縮約する原子団と，スーパーアトムとして登録す

る座標情報を指定することができる．例えば，ベンゼン環を縮約構造にする場合（図 2 (a)），
縮約する原子はベンゼン環を構成している六つの炭素原子であり，スーパーアトムの座標

はベンゼン環の重心座標に指定するのが自然であろう．一方，図 2 (b)のカルボキシル基を

スーパーアトムにする場合は，縮約する

原子は 2, 3, 4 番の原子であり，スーパー

アトムの座標として 2 番の炭素の位置を

指定することができる（もちろん，要求

に応じて，別の原子や重心位置を指定す

ることもできる）．スーパーアトム化に

より，単に探索空間を小さくするだけで

なく，化学的に，より意味のある結果を

抽出できると考える． 
 

３．２ 結果と考察 
治験医薬品データベース MDDR-3D（MDL Drug Data Report）[2]データベースからドーパ

ミン D1 アゴニスト活性を有する 66 化合物を抽出し，水素原子を省略，ベンゼン環を縮約

したデータセットを対象に三次元フラグメントの探索実験を試みた．距離の許容度を

0.5[Å]とし，出現頻度の条件を，100, 50, 30[%]と変化させて探索を行なった結果，表 4 の結

果（フラグメントサイズの上位各 3 件）が得られた．このうち，出現頻度 100[%]と 30[%]
の探索で得られた代表的なフラグメントを図 3 に示す．これらの結果より，出現頻度の閾

値を変化させることにより，サイズの大きい特徴フラグメントを抽出できることが確認で

きた．また，ベンゼン環縮約表現を行なうことにより，より大規模なデータセットの探索

に対応できるとともに，フラグメントサイズ上位に多様な形の特徴フラグメントを探索す

ることができるようになった． 
 

*

O

O
1 2 

4 

3 

(b) カルボキシル

基クエリー 
(a) ベンゼン環の縮約例 

図 2: 縮約表現の概念図. 

okada
2

okada
A03

okada
259



A03 6

表 4: 三次元フラグメントの探索結果. 
出現頻度 

[%] 
抽出されたフラグメント 

100 サイズ フラグメント数 
3 1 
2 6 
-- --  50 サイズ フラグメント数 
7 1 
6 39 
5 219  30 サイズ フラグメント数 

10 1 
9 2 
8 20   

 

Bz

Bz

HO

N
H

OH

H
N

      
Bz

Bz

HN

OH
HO

   Bz

O

OH

NH2

HO

 

(a) 出現頻度 100%のフラグメント例            (b) 出現頻度 30%のフラグメント例 
 

図 3: 特徴フラグメントとその由来構造式の例. 
※ 由来構造式上に，フラグメント対応部位を太線で示した． 

“Bz”は縮約表現したベンゼン環構造を表わす． 
 

 
４．おわりに 

本年度研究では活性クラス識別にもとづく薬物のリスク推定/リスクレポートの観点から，

より精度の高い分類・予測モデルの獲得を目的とし，構造情報の TFS を構造特徴記述子と

したサポートベクターマシン（Support Vector Machine, SVM）の有用性について検討すると

ともに，その分類・予測性能を ANN のそれと比較検討した．前年度研究で用いたドーパミ

ンアンタゴニスト 1,364 種を対象に，その 90％を訓練集合，10％を予測集合とする ten-fold 
cross validation 法を用いて実験を行ったところ， SVM は ANN に比べて 4 つの異なる受容

体（D1-D4）全ての活性クラスでより精度の高い学習・予測モデルが得られることが明らか

となった．また，構造特徴解析のための TFS ピークピーク同定システムについても合わせ

て開発を行い，個々のピークに対応する部分構造フラグメントの同定が可能となった．一

方，類似の活性を持つ一群の化合物に対し，共通して現れる三次元部分構造（フラグメン

ト）を網羅的に探索するシステムを開発するとともに，これを用い，ドーパミンアゴニス

ト活性を有する化合物群の特徴フラグメントを抽出することができた。 
今後は，大量のノイズデータ存在下での活性クラス識別の可能性について検討を進める．

また，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ことから試行対象を拡大す

るとともに，TFS ピークから活性クラス識別に寄与する構造特徴を獲得し，ユーザに分かり

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．三次元構造マイニ
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ングに関しては，得られたフラグメントと活性との関係について引き続き検討を行なうと

ともに，GUI を含めたシステム化を図る． 
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研究項目A01－研究計画(4) 「多段階学習方式によるデータ収集と前処理の自動化」 

研究代表者 沼尾 正行 （大阪大学産業科学研究所） 

研究分担者 櫻井成一朗 （東京工業大学大学院情報理工学研究科） 

研究分担者 市瀬 龍一郎 （国立情報学研究所知能システム研究系） 

研究分担者 河野 浩之 （京都大学大学院情報学研究科） 

 

A02班：ユーザ指向アクティブデータマイニング 

班代表  山口 高平 (静岡大学情報学部) 

研究項目A02－研究計画(5) 「構造データからのアクティブマイニング」 

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

研究分担者 矢田勝俊 (関西大学商学部) 

研究分担者 Tu Bao Ho (北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科) 

研究分担者 吉田 哲也 (大阪大学産業科学研究所) 

研究項目A02－研究計画(6) 「メタ学習機構に基づくアクティブマイニング」 

研究代表者 山口 高平 (静岡大学情報学部) 

研究分担者 橘 惠昭  (愛媛大学法文学部) 

研究分担者 和泉 憲明 (静岡大学情報学部) 

研究分担者 大崎 美穂  (静岡大学情報学部)  

研究分担者 植田 直樹  (静岡大学情報学部) 

研究項目A02－研究計画(7) 「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」 

研究代表者 鈴木 英之進 (横浜国立大学大学院工学研究院) 

研究分担 者鍾 寧  (前橋工科大学工学部) 

研究項目A02－研究計画(8) 「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」 

研究代表者 松本 裕治 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科) 

研究分担者 新保 仁  (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科) 

研究分担者 山田 寛康 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科) 

 

A03班：アクティブユーザリアクション 

班代表  津本 周作 (島根医科大学医学部医療情報学) 

研究項目A03－研究計画(9) 「ラフ集合に基づくアクティブマイニングによる 

診療情報生成システムの開発」  

研究代表者 津本 周作 (島根医科大学医学部医療情報学) 

研究分担者 平野 章二 (島根医科大学医学部医療情報学) 

研究分担者 高林 克日己 （千葉大学医学部附属病院医療情報部） 

研究項目A03－研究計画(10) 「アクティブマイニングによる 

化学物質群からのリスク分子発見」 

研究代表者 岡田 孝  （関西学院大学理工学部） 

研究分担者 比嘉 真弓  （関西学院大学文学部） 

研究分担者 高橋 由雅 （豊橋技術科学大学工学部） 

研究分担者 加藤 博明 （豊橋技術科学大学工学部） 

研究項目A03－研究計画(11) 「ヒューマン・システム・インタラクション 

に基づく知識評価と選択」 

研究代表者 大澤 幸生 （筑波大学大学院ビジネス科学研究科） 

研究分担者 寺野 隆雄 （筑波大学大学院ビジネス科学研究科） 

研究分担者 吉田 健一 （筑波大学大学院ビジネス科学研究科） 
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活動報告 

 

総括班会議 

 

第５回総括班会議 

日時：平成 15 年 6 月 25 日（水）19:00～21:00 

場所：朱鷺メッセ（新潟市万代島 6-1） D 会議室 

議題 

１．各計画研究の進捗状況報告 

２．今年度の計画 

３．来年度の計画 

４．その他 

 

第６回総括班会議 

日時：平成 15 年 3 月２日(火)- 

場所：九州大学サテライトオフィス「国際研究力プラザ」 

議題 

１．経過報告 

２．各計画研究の進捗状況報 

３．その他 

 

計画研究代表者会議 

 

第６回計画研究代表者会議 

日時：平成 15 年 9 月 14 日（日）17:50～20:00 

場所：韓国済州島 済州大学 会議室 

議題：肝炎データに関する情報交換、討議 

１．専門医のコメントが欲しいグループが順次発表 

２．現状からみて期待される成果 

３．専門医からの方向付け 

 

第７回計画研究代表者会議 

日時：平成 15 年 9 月 16 日（火）14:00～15:00 

場所：韓国済州島 済州大学 会議室 
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議題 

１．各計画研究の進捗状況と問題点 

２．今年度の計画 

３．来年度の計画 

４．次期プロジェクト 

５．その他 

 

複数研究グループ間の合同会議，共同作業 

 

日時    ：平成 15 年 4月 3日 

場所    ：国立情報学研究所 

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（横井医師） 

 

日時    ：平成 15 年 4月 4日 

場所    ：千葉大学医学部 

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） 

 

日時    ：平成 15 年 4月 28 日 

場所    ：大阪大学産業科学研究所と，国立情報学研究所（テレビ会議） 

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（横井医師） 

 

日時    ：平成 15 年 6月 3日 

場所    ：静岡大学 

研究グループ：計画研究 A01-03（北村），計画研究 A02-06（山口） 

 

日時    ：平成 15 年 6月 10 日 

場所    ：静岡大学 

研究グループ：計画研究 A02-06（山口），計画研究 A02-08（松本） 

 

日時    ：平成 15 年 7月 3日 

場所    ：関西大学 

研究グループ：計画研究 A01-04（沼尾），計画研究 A02-05 
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日時    ：平成 15 年 7月 12 日 

場所    ：静岡大学 

研究グループ：計画研究 A02-06（山口），千葉大学附属病院の専門医（横井医師） 

 

日時    ：平成 15 年 7月 19,20 日 

場所    ：前橋工科大学 

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 15 年 7月 26 日 

場所    ：筑波大学ビジネス科学研究科 

研究グループ：計画研究 A03-11（大澤），国立癌研究所（斎浦医師） 

 

日時    ：平成 15 年 8月 5日 

場所    ：筑波大学ビジネス科学研究科 

研究グループ：計画研究 A03-11（大澤），国立癌研究所専門外科医（斎浦医師） 

 

日時    ：平成 15 年 8月 6日 

場所    ：KG ハブスクウェア大阪 

研究グループ：計画研究 A01-04（沼尾），計画研究 A02-05（元田）， 

計画研究 A03-10（岡田） 

 

日時    ：平成 15 年 8月 7日 

場所    ：千葉大学医学部 

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（高林医師） 

 

日時    ：平成 15 年 8月 12 日 

場所    ：東京大学付属病院第一内科研究室 

研究グループ：計画研究 A02-11(大澤），東京大学第一内科(藤江医師） 

 

日時    ：平成 15 年 8月 21,22,23 日 

場所    ：米国ワシントン D.C.，データマイニングに関する国際会議 

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（高林医師） 

 

日時    ：平成 15 年 8月 25 日 

場所    ：米国ワシントン D.C.，データマイニングに関する国際会議 

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（高林医師） 
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日時    ：平成 15 年 8月 29 日 

場所    ：大阪大学産業科学研究所 

研究グループ：計画研究 A01-04（沼尾），計画研究 A02-05（元田）， 

計画研究 A03-10 （岡田） 

 

日時    ：平成 15 年 9月 7日 

場所    ：東京大学付属病院第一内科研究室 

研究グループ：計画研究 A02-11(大澤），東京大学第一内科の専門医（斎藤， 

藤江医師） 

 

日時    ：平成 15 年 9月 14 日 

場所    ：韓国済州島，済州大学 

研究グループ：全計画研究と千葉大学附属病院の専門医（高林医師） 

 

日時    ：平成 15 年 10 月 20 日 

場所    ：大阪市立大学 

研究グループ：計画研究 A01-03（北村），大阪市立大学大学院医学研究科の 

専門医（朴医師） 

 

日時    ：平成 15 年 11 月 18 日 

場所    ：星薬科大学 

研究グループ：計画研究 A03-10（岡田）班内の関西学院大学， 

豊橋技術科学大学 

 

日時    ：平成 15 年 12 月 1 日 

場所    ：奈良先端大学院大学 

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） 

 

日時    ：平成 15 年 12 月 8 日 

場所    ：大阪市立大学 

研究グループ：計画研究 A01-03（北村），大阪市立大学大学院医学研究科の 

専門医（朴医師） 
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日時    ：平成 15 年 12 月 13,14 日 

場所    ：前橋工科大学 

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 16 年 1月 19 日 

場所    ：奈良先端大学院大学 

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） 

 

日時    ：平成 16 年 1月 27 日 

場所    ：豊橋技術科学大学 

研究グループ：計画研究 A03-10（岡田）班内の関西学院大学， 

豊橋技術科学大学 
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報告会兼公開シンポジウム 

 

平成 15 年度成果報告公開シンポジウム 

日時：平成 15 年 3 月 1 日(月)-3 月 3 日(水) 

場所：九州大学サテライトオフィス「国際研究力プラザ」 

 

サポートベクターマシンを利用した適合フィードバック文書検索 

小野田崇，村田博士((財) 電力中央研究所情報研究所) 

山田誠二(国立情報学研究所) 

キーワードマップに基づく Web インタラクションと 

適合性フィードバックへの適用に関する考察 

高間康史(東京都立科学技術大学) 

発見ルールフィルタリングシステムの予備評価 

北村泰彦(関西学院大学理工学部) 

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) 

インターフェロンの効果を予測する述語記述の発見 

佐藤慶宜(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) 

横井英人(千葉大学医学部附属病院医療情報部) 

沼尾正行(大阪大学産業科学研究所) 

データマイニングのための前処理プラニング 

城敦(東京工業大学情報理工学研究科) 

沼尾正行(大阪大学産業科学研究所) 

Classifying Dopamine Antagonist Molecules Using Inductive Logic Programming 

Sukree Sinthupinyo，Cholwich Nattee，沼尾正行(大阪大学産業科学研究所) 

岡田孝(関西学院大学情報メディア教育センター) 

OLAP 指向空間情報モデルによる交通計画 

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) 

Decision-Tree Graph-based Induction 法による肝炎データからの診断知識発見 

ジアムサクンワロドム，吉田哲也，大原剛三，元田浩，鷲尾隆 

(大阪大学産業科学研究所) 

横井英人，高林克日己(千葉大学医学部附属病院医療情報部) 
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Combining temporal abstraction and data mining to study hepatitis data 

Tu Bao Ho，Saori Kawasaki，Le Si Quang 

(JAIST:Japan Advanced Institute Of Science and Technology) 

Katsuhiko Takabayashi，Hideto Yokoi(Chiba University Hospital) 

構造データの PMML ペース標準表現規格提案と実装 

鷲尾隆，光永悠紀，藤本敦，元田浩(大阪大学産業科学研究所) 

MUSASHI の GUI と CRM アプリケーションの開発 

矢田勝俊(関西大学商学部) 

元田浩，鷲尾隆(大阪大学産業科学研究所) 

羽室行信(大阪産業大学経営学部) 

加藤直樹(京都大学大学院工学研究科) 

Support vector machines for prediction and analysis of β-turns in proteins 

Tu Bao Ho，Kenji Satou，Tho Hoan Pham 

(JAIST:Japan Advanced Institute Of Science and Technology) 

Conditional Probability Distribution-based Dissimilarity Measure 

for Categorial Data 

Tu Bao Ho，Si Quang Le 

(JAIST:Japan Advanced Institute Of Science and Technology) 

A Non-Parametric Wavelet Feature Extractor for Time Series Classification 

Tu Bao Ho，Hui Zhang 

 (JAIST:Japan Advanced Institute Of Science and Technology) 

Mao Song Lin (Southwest Univ. of Science and Technology, China) 

肝炎データセットを用いたルールの興味深さ指標の評価 

大崎美穂(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) 

山口高平(静岡大学情報学部) 

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，渡邉悠司，久米俊二(静岡大学大学院情報学研究科) 

福田直樹(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) 

山口高平(静岡大学情報学部) 
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スパイラル的例外性発見に向けて 

鈴木英之進(横浜国立大学大学院工学研究院) 

鍾寧(前橋工科大学工学部) 

渡辺健志，山田悠，十見昌俊(横浜国立大学大学院工学府) 

大島宗哲(前橋工科大学工学部) 

横井英人，高林克日己(千葉大学医学部附属病院医療情報部) 

背景的知識を用いた多視点多面的マイニング 

錘寧，大島宗哲，奥野知弘，藤田泰生，大原光(前橋工科大学工学部) 

横井英人(千葉大学医学部付属病院医療情報部) 

文の役割分類を利用した論文概要検索 

松本裕治，新保仁，山田寛康，浅原正幸，工藤拓，山崎貴宏，玉森彩弥香 

(奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科) 

類型化を活用した不均質時系列からのスパイラルデータマイニング 

津本周作(島根大学医学部) 

高林克日己(千葉大学医学部附属病院医療情報部) 

柳樂真佐実，平野章二(島根大学医学部) 

分子構造マイニングのための属性生成と応用 

岡田孝，山川眞透(関西学院大学理工学部) 

リスクレポートのための活性クラス分類 

高橋由雅，加藤博明，藤島悟志，錦織克美，小鹿貴史 

(豊橋技術科学大学知識情報工学系) 

鉄代謝と肝炎の関係についてのシナリオ生成とその妥当性 

大澤幸生(筑波大学大学院ビジネス科学研究科) 

斉浦明夫(癌研究所) 

藤江肇(東京大学付属病院第一内科) 

松村真宏(東京大学情報理工学研究科) 

岡崎直観(東京大学工学系研究科) 
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関連学会及び研究会 

 

情報処理学会「知能と複雑系研究会」，人工知能学会「知識ベースシステム研究会」， 

電子情報通信学会「人工知能と知識処理研究会」合同研究会講演 

特集「アクティブマイニング」 

日程： 平成 15 年 9 月 14(日)，15(月)，16(火) 

会場： 済州島 済州大学校（66, Jeju daehakno, Jeju-shi, Jeju-do) 
 
プログラム 

 

平成 15 年 9 月 14 日 （日） 

9:30-10:00 

高速汎用パターン検索手法とその実適用 

足立 史宜，○鷲尾 隆，藤本 敦，元田 浩 (大阪大学産業科学研究所) 

10:00-10:30 

発表題目: MEDLINE 情報検索に基づく発見ルールフィルタリング法 

○北村泰彦，飯田暁，朴勤植，辰己昭治 (関西学院大学理工学部) 

10:30-10:40 休憩 

10:40-11:10 

能動学習に基づく適合フィードバックによる文書検索 

○小野田 崇(1)，村田 博士(1)，山田 誠二(2) ((財)電力中央研究所: 1，国立情報学研究所: 2) 

11:10-11:40 

MUSASHI 上で動くデータマイニング指向の CRM システム 

矢田勝俊，羽室行信，加藤直樹，鷲尾隆，○房本一誠，藤島大輔 (関西大学) 

11:40-12:10 

文の役割を考慮した MEDLINE 検索システム 

○山崎 貴宏, 新保 仁, 松本 裕治 (奈良先端科学技術大学院大学) 

12:10-13:00 昼休み 

13:00-13:45 招待講演 1 

韓国海洋大学 朴烋讚（park, hyu-chan）教授 専門：データベース 

13:45-14:30 招待講演 2 

タイ・タマサート大学 Sukree Sinthupinyo 博士 専門：機械学習 

14:30-14:40 休憩 
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14:40-15:10 

３次元分子構造からの属性生成による知識発見 

○岡田孝，山川真透，新妻弘崇，上口尚美 (関西学院大学，武田薬品工業) 

15:10-15:40 

キータームの関連性の視覚化による知識連鎖の発見支援 

○土橋 喜(1)，山内平行(2)，立花隆輝(3) (愛知大学: 1，前橋工科大学: 2，日本ＩＢＭ: 3) 

15:40-16:10 

Web インタラクションのための情報可視化システム 

○高間 康史 (東京都立科学技術大学) 

16:10-16:20 休憩 

16:20-16:50 

Decision Tree Graph-Based Induction による肝炎データからの診断知識の抽出 

○ワロドム・ジアムサクン，吉田哲也，元田 浩，鷲尾 隆 (大阪大学産業科学研究所) 

16:50-17:20 

Augmented Music Composition Support as Active Mining: Preliminary Report 

○阿部 明典，Rodney Berry，鈴木 雅実，萩田 紀博 (ATR) 

17:20-17:50 

薬物活性クラス分類へのサポートベクターマシン（SVM）の応用 

○高橋 由雅，錦織 克美 (豊橋技術科学大学 工学部 知識情報工学系) 

 

平成 15 年 9 月 15 日 （月） 

9:00-9:30 

時系列抽象化による肝炎データのマイニング 

ホー・ツー・バオ、グェン・チョン・ズゥン、○河崎さおり、グェン・ズゥン・ドック 

(北陸先端科学技術大学院大学) 

9:30-10:00 

医療データマイニングにおけるルールの興味深さの検討 

○大崎美穂(1), 佐藤芳紀(2), 北口真也(2), 横井英人(3), 山口高平(1) 

(静岡大学情報学部情報科学科: 1, 静岡大学大学院情報学研究科: 2,  

千葉大学医学部付属病院医療情報部: 3) 

10:00-10:30 

カテゴリーデータに対する kernel 主成分分析 

○新妻弘崇 , 岡田孝 (関西学院大学理工学部) 

10:30-10-40    休憩 
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10:40-11:10 

制限カーネルを用いた特徴選択 

○佐土原健 (産業技術総合研究所) 

11:10-11:40 

カーネルを用いた類似論文の発見 

○伊藤 敬彦, 工藤 拓, 新保 仁, 松本 裕治 (奈良先端科学技術大学院大学) 

11:40-12:10 

宿泊施設の公式ホームページ自動収集システム 

○高木耕一郎, 山本雅人, 川村秀憲, 大内東 (北海道大学大学院工学研究科) 

12:10-13:00 昼休み 

13:00-13:30 

Future View: クラシファイアシステムに基づく Web ブラウジング支援 

○梛野憲克(1)，山田誠二(2) 

(東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻: 1,  

国立情報学研究所:2) 

13:30-14:00 

Learning Time Reduction of Fuzzy Support Vector Machines in Classification of 

the Stock Exchange Index  

Sooyong Lee(1), Euree Paik(2), Yilbyung Lee(3)  

(Dept. of Computer Science, Yonsei University, Korea: 1, Dept. of Economics, London 

School of Economics and Political Science, UK: 2, Division of and Information Engineering,  

and of BERC, Yonsei University: 3) 

14:00-14:30 

Web 視聴率データからの Web ユーザコミュニティ発見 

○村田 剛志 (国立情報学研究所／科学技術振興事業団) 

14:30-14:40 休憩 

14:40-15:40 パネルセッション 

15:40-15:50 休憩 

15:50-16:20 

グラフ構造を用いた時系列関係の発見 

○市瀬 龍太郎(1)，沼尾 正行(2) (国立情報学研究所: 1, 大阪大学: 2) 

16:20-16:50 

特異性指向による複数人物追跡画像の解析 

○大島 宗哲, 鍾 寧, Y.Y. Yao, 村田 伸一 (前橋工科大学) 
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16:50-17:20 

時系列決定木の実験的評価 

○山田悠(1)，鈴木英之進(1)，横井英人(2)，高林克日己(2) 

(横浜国立大学: 1, 千葉大学医学部附属病院: 2) 

17:20-17:50 

長期時系列データ類型化法の比較 

○平野章二，津本周作 (島根医科大学医療情報学) 

 

平成 15 年 9 月 16 日 （火） 

9:00-9:30 

拡張された statechart を用いたエージェントシステムのデザインと解析 

櫟 粛之 (NTT コミュニケーション科学基礎研究所) 

9:30-10:00 

交通管理のための空間データウェアハウスのアーキテクチャ 

○河野 浩之(1)，羽藤 英二(2) (京都大学: 1，愛媛大学: 2) 

10:00-10:30 

定性推論による協調業務システムの性能改善 

○タッド・ゴンサルベス、伊藤潔、川端亮 (上智大学理工学部機械工学科情報システム研究室) 

10:30-10:40 休憩 

10:40-11:10 

共通性のあるインターネット上の文書からの情報クリッピング方法 

○村上英治、寺野隆雄 (筑波大学大学院ビジネス科学研究科) 

11:10-11:40 

B 型*C 型肝炎症状変化のシナリオ生成 

○大澤幸生, 岡崎直観, 松村真宏 (筑波大学ビジネス科学研究科) 

11:40-12:10 

エントロピーの逐次解析に関して 

○吉田健一 (筑波大学 大学院 ビジネス科学研究科) 
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SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE MINING (AM-2003)  

IN CONJUNCTION WITH ISMIS2003 

October 28,  2003 

Maebashi TERRSA, Maebashi City, Japan 

 

9:00-9:10 Opening  

Session 1  

9:10-9:30 A Fuzzy Set Approach to Query Syntax Analysis in Information Retrieval Systems 

Dariusz Josef Kogut   

9:30-9:50 Acquisition of Hypernyms and Hyponyms from the WWW  

Ratanachai Sombatsrisomboon, Yutaka Matsuo, Mitsuru Ishizuka   

9:50-10:10 Micro View and Macro View Approaches to Discovered Rule Filtering 

Yasuhiko Kitamura, Akira Iida, Keunsik Park, Shoji Tatsumi   

10:10-10:30 Relevance Feedback Document Retrieval using Support Vector Machines 

Takashi Onoda, Hiroshi Murata, Seiji Yamada   

10:30-11:00 Coffee Break  

Session 2  

11:00-11:20 Using Sectioning Information for Text Retrieval:  

a Case Study with the MEDLINE Abstracts 

Masashi Shimbo, Takahiro Yamasaki, Yuji Matsumoto   

11:20-11:40 Rule-Based Chase Algorithm for Partially Incomplete Information Systems 

Agnieszka Dardzinska-Glebocka, Zbigniew W Ras   

11:40-12:00 Data Mining Oriented CRM Systems Based on MUSASHI: C-MUSASHI 

Katsutoshi Yada, Yukinobu Hamuro, Naoki Katoh, Takashi Washio, Issey Fusamoto,  

Daisuke Fujishima, Takaya Ikeda   

12:00-13:30 Lunch  

Session 3  

13:30-13:50 Integrated Mining for Cancer Incidence Factors from Healthcare Data  

Xiaolong Zhang, Tetsuo Narita   

13:50-14:10 Multi-Aspect Mining for Hepatitis Data Analysis 

Muneaki Ohshima, Tomohiro Okuno, Ning Zhong, Hideto Yokoi  

14:10-14:30 Investigation of Rule Interestingness in Medical Data Mining 

Miho Ohsaki, Yoshinori Sato, Shinya Kitaguchi, Hideto Yokoi, Takahira Yamaguchi  

Session 4  

14:30-14:50 Mining Chemical Compound Structure Data Using Inductive Logic Programming 

Cholwich Nattee, Sukree Sinthupinyo, Masayuki Numao, Takashi Okada  
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14:50-15:10 Extracting Diagnostic Knowledge from Hepatitis Dataset  

by Decision Tree Graph-Based Induction 

Warodom Geamsakul, Tetsuya Yoshida, Kouzou Ohara,  

Hiroshi Motoda, Takashi Washio   

15:10-15:30 Discovery of Temporal Relationships using Graph Structures 

Ryutaro Ichise, Masayuki Numao   

15:30-16:00 Coffee Break  

Session 5  

16:00-16:20 A Scenario Development on Hepatitis B and C 

Yukio Ohsawa, Naoaki Okazaki, Naohiro Matsumura, Akio Saiura, Hajime Fujie   

16:20-16:40 Empirical Comparison of Clustering Methods for Long Time-Series Databases  

Shoji Hirano, Shusaku Tsumoto   

16:40-17:00 Architecture of Spatial Data Warehouse for Traffic Management 

Hiroyuki Kawano, Eiji Hato   

Session 6  

17:00-17:20 Classification of Pharmacological Activity of Drugs Using Support Vector Machine 

Yoshimasa Takahashi, Katsumi Nishikoori, Satoshi Fujishima   

17:20-17:40 Development of a 3D Motif Dictionary System for Protein Structure Mining 

Hiroaki Kato, Hiroyuki Miyata, Naohiro Uchimura,  

Yoshimasa Takahashi, Hidetsugu Abe 

17:40-18:00 Spiral Mining using Attributes from 3D Molecular Structures 

Takashi Okada, Masumi Yamakawa, Hirotaka Niitsuma  

18:00-18:20 Experimental Evaluation of Time-series Decision Tree 

Yuu Yamada, Einoshin Suzuki, Hideto Yokoi, Katsuhiko Takabayashi  

18:20-18:30 Closing 
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 連絡先： アクティブマイニング事務局 担当： 鷲尾 隆 

 大阪大学 産業科学研究所 高次推論方式研究分野 

 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 8-1 

 Tel. 06-6879-8541   Fax. 06-6879-8544 

 E-mail: washio@ar.sanken.osaka-u.ac.jp 

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