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研究成果の概要（和文）：多量の個人履歴データを用い，行動の類型の上での時間発展の共通性

から，個人のクラスターと時間発展モデルを抽出する各種の方法論を提案した．個体集団の細

分の方法としては，古典的 SOM を用いる方法の事例を検討するとともに，そこで生じた問題

点を解決するために，位相的な構造を表現する新たな方法論として，可変自己組織化マップを

提案した．また，クラスター上での予測方法として各種の予測モデルを作成した． 
 
研究成果の概要（英文）：We propose some methodology to extract individual clusters and 
developing type’s models for construction of stochastic causality models from large scale 
historical data set. For clustering individual set, we make some cases using classical 
self-organizing maps, and propose flexible self-organizing maps, as a new method to 
present intrinsic topological structure of individuals. And we make some prediction models 
to estimate on the clusters. 
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研究分野：データ解析 
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険サービス  
 
１．研究開始当初の背景 これらのデータは，日付，月などの時間単

位ごとに個人の行動や状態を記録したもの
が骨格なるが，これを個人ごとに集積すれば， 

情報技術の進展とともに，様々な履歴情報
が行政や企業体に蓄積されるようになって
きている．これらのデータは多くの対象から
長期間多面的に，かつ，悉皆的に収集された
データとなっている場合が多い． 

多くの個人について長期の時系列データが
得られることとなる．このようなデータを，
付帯的に収集される個人データと突き合わ



せ，個々の系列（個人）の特徴づけと理解が
可能となれば，各種の意思決定支援の可能性
は大きく広がることとなる．しかし，これら
のデータは，個人の偶発的な不定期な行動事
象の観測結果であり，さらに，管理されてい
ない広い対象から悉皆的に情報が収集され
るため，潜在する構造は多様性を持つと考え
られる． 
 従来の統計学では，管理された環境から収
集されるデータが想定され，分布型が妥当に
設定できることを前提に分析が行なわれて
来た．しかし，上述のようなデータにおいて
は，意図せず収集された多量の個人を同時に
見るため，そこに様々な個人類型が混在する
ことが想定される．また，想定される多様性
には，単に，各時点での個人のありようの多
様性だけでなく，時間軸上での変化タイプな
どの多様性も想定される．つまり，収集され
たデータは異なる多次元分布から得られた
混合分布と看做せる．したがって，このよう
なデータに単一の分布を前提とした従来の
精緻な統計モデルを適用しても不適切な結
果しか得られず，多様な個人を適切に層別す
ることができて初めて，それぞれの層ごとの
モデルを構成することが可能となると考え
られる． 
 研究代表者らは，上述のようなデータに対
し，平成 16～18 年度 科学研究費：「不完全
大規模時系列データからの非線形な構造変
化の抽出」および，それに至る一連の研究に
おいて，SOM(Self-Organizing Maps, 自己
組織化マップ)(Kohonen, 1994)により，個体
集団の細分を作成するアプローチによる事
例の蓄積を行ってきた． 

SOMは，平面上に格子状に配置されたノー
ドごとに，代表類型(参照ベクトル)を求め，
個体を最も類似した類型へクラスタリング
する方法である．一般の階層クラスタリング
手法では，サンプル間距離の算出が必要なた
め，サンプル数nについてO(n2)以上の計算量
が必要であるのに対し，SOMはO(nK)とノー
ド数(K個)には依存するが，サンプル数nには
比例のオーダーで計算できるため，多量サン
プルデータにも適用可能である点も利点と
なる．研究代表者らは，このSOMを用い，そ
れぞれの細分上での個人の行動を予測する
モデルを推定し，予測モデルが共通とみなせ
る細分を統合することで，個体集団をクラス
タリングするモデル統合分析例を与えてい
る(関, 長井, 石原, 渡邊, 2006)．この方法は，
予測目的とする個人の行動特性を一般化線
形モデルで予測する上で有用なクラスタの
構成を，スケーラブルに実現している．しか
し，時系列的な構造変化としては，クレジッ
トカード利用者がキャッシングをするよう
になるかといった{0,1}変数で表せる変化を
予測するモデルを与えたに過ぎず，時間的な

発展を予測するモデルとしては，極めて不十
分なものであった． 

 
２．研究の目的 

多量の個人履歴データを用い，行動の類型
の上での時間発展の共通性から，個人のクラ
スターと時間発展モデルを抽出する方法論
を提案することが本研究の目的である．これ
を実現するにあたっては，以下を定めること
を目的とする． 
① 個体集団の細分の方法 
② クラスター上での個々の予測モデル 

対象データは時系列として数千から数十万
の系列となるが，それぞれの系列で，観測さ
れる事象の生起密度が異なったり，補助変量
の観測時点/観測間隔が異ったりする不整合
なデータである．また，時系列でみた場合，
対象個人の新規算入と脱落も多い．そこで，
構築しようとするモデルにあった形式にデ
ータをウェルフォーマット化することに困
難がある．これを可能とする方法論を確立す
ることも目標となる． 
また，系列の多様性は異なるモデルに従う

現象の混合であると考えられるが，これに対
しては，対象を適切に分類し，分類に応じた
モデル化を行うことが必要となる．この際，
データ規模が大きくかつ観測変量が多いた
め，たとえば，対象間の距離行列から出発す
るクラスタリング技法など従来の多変量解
析手法の適用が困難であることが多い．この
ため，SOM などの方法を拡張し，時点ごと
の特徴づけを行う非線形モデルを開発する
とともに，抽出された特徴の時間経過の中で
の変化をモデル化することで，多様性を捉え
る方法を提案する． 
また，以上に対して効率的なアルゴリズム

と，モデル推定結果を評価する技法を与える
ことも目標とした． 
 
３．研究の方法 
(1) 研究の基本方針 

以下の 2点を目標としてモデルの開発を行
なった． 

① 個体集団の細分の方法 
細分の形式の提案と細分のクラスタリ
ングアルゴリズムの開発 

② クラスター上での個々の予測モデル 
予測モデルの提案とクラスター上での
個々の予測モデルの検証方法の確立 

また，以下を代表とする対象データに関し
データベースの整備を進めた． 

① クレジットカード利用履歴データ．こ
れは一般に，個々の貸借取引事実を記録
したデータであるが，本研究ではこれを
月ごとに集約したデータを扱った．数か
月から 2 年程度の個人履歴を数万人分
集積されたデータ 



② 介護サービスデータ．9944 名の高齢者
が３年間にのべ 30562 回の認定を受け
た結果と，これらの高齢者が利用したの
べ 151100 人月分のサービス利用状況で
ある．1 回の認定データは認定調査項目
など 140 変数から構成され，また，1 人
月分のサービスデータはサービス種類
ごとの利用回数と保険点数からなる． 

以上のデータでは，個人のカード利用の方法
が，将来の利用方法にどのような変化を与え
るかや，個人ごとの認定調査に示される心身
状態レベルや認定基準時間の推移が個人属
性やサービス利用状況からどのような影響
を受けるかの予測モデルなどが関心となる．
このような多様性に富んだ対象から収集さ
れた数多くの系列データに対しては，従来の
均質な時系列データを扱う線形な統計モデ
ルでは対応できないと考えられる．そこで，
本研究では大規模データから有効な情報を
得るための分析の基本方針として次の点に
ついてモデルの構成法を検討した． 

① 時系列表現法と状態の特徴変量 
② 時系列の多様性のモデル化 

 
(2) 時系列の表現法 

時系列の表現としては，次の三つのアプロ
ーチがある． 

① ある時間単位で集計して，その時間単
位中の行動は１時点で生起したとみる． 

② 間隔の時間長を無視して，行動の順列
としてみる． 

③ 連続時間軸上の確率過程として定式化
する． 

本研究では，基本的には①のアプローチをと
り，イベントの生起が不定期であるものにつ
いては，②のアプローチをとり，データのウ
ェルフォーマット化を行った． 
 
(3) 対象現象の多様性を構造的に表現できる

モデルの開発 
状態の時系列推移について，その多様性を

統計的にモデル化する方法を，実データでの
分析を通じ検討し，その推定法を確立する． 

本研究が対象とするデータでは，データ収
集が長期に渡るため，一系列(個人)の中で非
線形な変化が発生する場合がある．また，一
時点において多変量のデータが得られるた
め，一時点のみを見て変量間の関連を説明す
るモデルを検討することが可能である．そこ
で，各時点での状態の特徴づけとしては，目
的変量群と補助変量との回帰関係を考える． 
以上により，目的変量と補助変量との関連

性に基く状態の層別と，各個人がそれぞれの
時点でどのように層を遷移していったのか
を明らかにする分析が可能となると考える． 

ただし，以上の方法では，多様性を表現す
るための候補モデルクラスは莫大となり，全

域探索を行うことは困難となるため，現実規
模のデータに対して適用可能な算法の開発
が必要条件となる．そのため，まず，提案す
るモデルの解析手法のプロトタイププログ
ラムを統計解析言語 S 上で作成・評価する．
また，沢山の変量の多様な利用法を許す分析
手法を行おうとすると，候補モデルが無数に
得られ，モデル選択が困難となる．そこで，
モデル選択基準により，個々のモデルの構造
を評価しながらモデルを成長させ，さらに適
切なモデルを得る手法を検討する．  
 
４．研究成果 
主な研究成果は，後記する次の 3点となる．

まず, (1)個体集団の細分の方法として，古典
的 SOM を用いる方法の事例を検討するとと
もに，(2)そこで生じた問題点を解決するため
に，新たな方法論として，可変自己組織化マ
ップを提案した．また，(3)クラスター上での
予測方法として各種の予測モデルの検討を
行った． 
今後，可変自己組織化マップについて，よ

り算法の改善を図るとともに，本研究で扱っ
た事例において，その有効性を検証していく． 
なお，研究成果である雑誌論文②の研究は，

平成 19年度データ解析コンペティション 最
優秀賞を受賞するとともに，第 29 回事例研
究賞を(社)日本オペレーションズ・リサーチ
学会から受賞した．また，雑誌論文①の研究
は平成 20 年度データ解析コンペティション
一般部門 優秀賞を受賞した． 
 
(1) 古典的 SOM による方法 

一時点での状態を古典的 SOM で類型化し，
時系列を層別する事例を作成して，その問題
点を検討した[学会発表⑦]．図 1 はその結果
である．クレジットカードの過去 6 ヵ月の利
用状況を 12×8 のマップに層別して，その後
の月々のマップ上での遷移を示したもので
ある（図 2）．また，高齢者類型の例を図 3
に示す[学会発表④]． 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 ＳＯＭマップの例(カード利用履歴) 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図２ マップ上の遷移例(カード利用履歴) 
図４ 可変自己組織化マップの数値例  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 図３ ＳＯＭマップ（高齢者心身状態） 

 

 
これらの分析例では，類似した状態類型がマ
ップ上で近い位置を占め，状態の理解しやす
い層別を与えることには成功したが，固定し
た形状のマップに全サンプルを配分するた
め，類似していない類型が隣接することがあ
り，マップ上の隣接関係に着目した分析には，
推定精度を損なう場合があることがわかっ
た． 
 
(2) 可変自己組織化マップ 

古典的 SOM では，2 次元平面上の指定し
た形状のマップ上にサンプルを配分する．そ
の場合，サンプルが配分される利用ノードの
配置があらかじめ決まっているので，サンプ
ルが持つ自然な位相構造はマップの形状に
折り畳まれ，少数のサンプルしか分類されな
い無駄なノードが生じたり，かなり異なるノ
ードが隣接することがある．それに対して，
サンプルがノードに属している程度を表す
所属度を定義し，それに応じて利用するノー
ドの配置を変更する SOM アルゴリズム の
改良を提案した[学会発表①,②]．利用ノード
の数を変えずにその配置のみを変更するこ
とにより，サンプルが持つ位相構造をマップ
上に自然に表すことができ，限られたノード
数で不適合度を改善することができる．図 4
は，本質的には１次元のデータを SOM マッ
プとした数値例である．これにより，収束条
件の設定やアルゴリズムの改良などに，まだ
課題が残されているが，類似していない類型
は隣接しないようなマップを作成可能とな
った． 

(3) クラスター上での予測方法の研究 
下記の各種の予測モデルの検討をおこな

った． 
① マルコフ連鎖による遷移の定式化 
以下の方法でクラスタ類型間の遷移を推

定する方法を与えた[学会発表④]． 
i) SOM により時点ごとの変量ベクト

ルの類似関係をもとに，時点ごとの状
態を層別し，状態の層を表現する変数
を作成する． 

ii) 層間の遷移をマルコフ連鎖モデルで
表現し，遷移確率行列を補助変量をパ
ラメータとしたモデルとして最尤推
定する． 

ここでは，類型ｋから k’への遷移確率のモ
デル化としては，以下を用いた． 

 
 
 
 

距離ｄ としては，初期状態類型 k ごとに，
どこを中心としてどちらの方向に遷移しや
すいかを表現できるよう，中心が類型 kとは
限らない楕円距離を最尤推定する方法を与
えた．図５は図３における遷移の拡散中心と
拡散楕円を推定した結果である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ 高齢者心身状態の遷移モデル 
 

② 多項ロジットモデル 
補助変数を活用して結果系変数を説明す

るモデルとして，二つの事例を作成した． 
一つは，世帯ごと食卓状況と前日メニュー

から，当日に適切なメニューカテゴリリスト 



を予測するものである[雑誌論文①］．もう一
つは，Web アクセスの閲覧履歴から次に閲覧
するページを予測するものである［学会発表
⑧⑨]． 

③ 回帰モデル 
連続変量を予測するモデル例として，中古

車落札価格の予測事例を作成した[学会発表
⑤⑦，雑誌論文②]．中古車の利用履歴デー
タから，入札における価格決定過程を考慮し
た二重指数分布モデルにより，落札価格分布
を推定するものである． 

④ シミュレーション予測 
地域ごとの医療需要を予測するモデルと

して，過去の健康保険利用履歴データから受
療率を推定し，人口増加のシミュレーション
モデルと併せて，将来の医療需要を予測する
方法を与えた[学会発表③］． 
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