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研究成果の概要（和文）：本研究では，従来，別々の研究分野において開発が行われてきた，自然言語処理における特
徴的な語句抽出のための評価指標と系列データにおける系列パターン評価指標を統一した視点から評価指標群として定
義し，これらを利用した複合形式データからの有用情報抽出手法の開発を行った。
この結果，定義した指標群がテキストデータおよび系列データ双方で適用可能であることを示した。また，時間経過と
ともに生成される系列データ集合およびテキスト集合において，分析者が着目する行動の時間的な要因となりうる特徴
的なパターンや語句とそれらの出現時系列パターンを同時に抽出可能であることを示した。

研究成果の概要（英文）：This study aims to develop a feature construction method from complex dataset, 
which consist of not only numerical and nominal values but also their temporal values. However, 
conventional feature extraction methods have been only developed for each kind of values for constructing 
features for performing some statistical methods and machine learning methods.
In this study, existing importance evaluating indices from the natural language processing field and 
sequential pattern evaluation indices were formulated to an integrated viewpoint for evaluating 
sequential patterns. Then, by combining these indices with temporal pattern extraction method, the method 
has enable to extract temporal causalities for understanding user behaviors on Web clickstream and 
temporal text corpus on SNS from more data-centric viewpoint.

研究分野： 知能情報学
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１．研究開始当初の背景 
近年，各分野における情報システムの導入

が進んでおり，種々の形式でのデータの蓄積
が行われ，これらの有効な利活用が求められ
ている。多くのデータ蓄積システムにおいて，
表形式によるデータベースが構築され，運用
されている。しかしながら，名義値による値
が多い，あるいは値の間に時間的・位置的な
順序関係がある場合，表形式の項目としてデ
ータを表現することは困難を伴う。このため，
名義値の羅列や名義値を文字に置き換えた
文字列とした系列データが用いられる。系列
データは，名義値として表現する対象の単位
を任意に設定することにより，DNA/RNA の
塩基配列や文字列といった元始的な対象か
らイベント系列といった情報粒度の大きな
対象まで，多くの対象を観測し，記録するこ
とが可能である。 

例えば，病院情報システムにおいて，患者
選択から次の患者選択までを一区切りとし
た場合，選択された患者に対する種々の指示
やカルテ記載，予約までの一連の流れが一系
列データとなる。このような系列データを約
600 床で 1 日の外来患者が約 1000 人の大学
病院において取得すると，1 ヶ月で 100 万件
以上の系列データが得られる。このようにシ
ステム上で得られた系列データは記録を保
存することが現状の主用途であるが，医療安
全や診療プロセス理解に繋がる不具合事象
に関連する異常操作系列の抽出などの活用
が求められている。 

以上のような複数の形式の値から成るデ
ータに対しては，数値や名義値を対象に，特
徴量を抽出するための属性構築手法が開発
されてきた。従来の属性構築手法では，質的
な値をもつ名義属性への論理演算や量的な
値をもつ数値属性への算術演算を用いて，所
与の属性から新たな属性の構築を行ってき
た。しかしながら，非構造かつ名義値や数値，
テキストなど多様なデータからなる複合形
式のデータからの表形式データセットの構
築は不可能であった。 

これに対し，本研究では，名義値の列とし
て与えられる系列データから，表形式データ
セットでの属性を構築する手法を開発する。
本手法は，系列データから得られる部分系列
である系列パターンについて，複数の計量化
指標を用いて出現情報を数値化することに
より，これらの出現情報と従来の表形式デー
タセットでの属性を併合可能とする手法と
して開発を行う。これにより，目的概念を説
明する有用な系列パターンが属性として構
築されたそれらの出現情報を基に同定可能
であることを示す。 
 
２．研究の目的 

本研究では，系列データから得た有用な
系列パターンを用いて，データマイニング
プロセスにおける属性構築を行う手法の開
発を目的とする。このため，各系列データに

対する系列パターンの出現・非出現を表形式
データとして変換することにより，目的とす
る事象（クラス）を説明する有用な系列パタ
ーンをデータに基づく規則性から同定する
ことが必要と考えた。このため，系列パター
ンの有用性を評価する指標を複数用意し，よ
り適応的にクラスを説明する系列パターン
の出現情報の規則性が得られる手法の開発
を目指す。 
 
３．研究の方法 
平成 24 年度においては，系列データベース

中で系列パターンが出現する頻度などから
種々の性質を数値として計量化する系列パ
ターン評価指標の開発と情報システムの利
用者による操作に関する系列データの収集
を行った。 
本研究では，これまで別々の対象領域の系

列データについて開発が行われてきた指標
について，系列パターンの評価指標として統
一した視点を与える。このため，従来のテキ
ストマイニングにおける重要度指標として
用いられた頻度・tf-idf などの他，相関ルー
ルにおける指標を基とした系列マイニング
における共起指標を系列パターンの評価指
標とする。本年度は，これらを定式化し，計
算モジュールとして実装する。また，これら
に閾値処理などを加えてネットワーク上の
中心度などを測るメタ指標について，基本評
価指標とそれに対する演算処理とに分けて
整理することで，新たなメタ指標の開発を行
う。新たなメタ指標は，任意の系列パターン
の基本評価指標と併せて，系列パターンの評
価が行えるよう，実装した。 
情報システムにおける操作系列データの収

集については，Web をインタフェースとする
情報システムを利用し，利用者の操作状況を
マウスカーソル位置，クリック操作，発話な
どをデータとして蓄積する。蓄積された系列
データから，操作系列パターンを生成し，系
列パターン評価指標により評価する。この結
果を整列結果などとして開発者に示し，利用
者の実際の操作手順が開発者の想定と合致
したことを評価する指標や不一致を検出す
る指標を明らかにする。 
平成 25 年度においては，利用者のタスク意

図やそれに対する不具合の発生を目的とす
る事象（クラス）として与え，系列パターン
の出現との関連性について，教師有り学習ア
ルゴリズムを用いて両者の間の規則性を抽
出する。さらに，系列パターン評価指標の値
の変化を時系列パターンとして，時間経過に
よる利用者の情報システム操作の変化がタ
スク意図や不具合事象の発生に与える影響
を明らかにする。 
まず，前年度収集した発話などの自然言語

によるテキストを含む情報システム上での
利用者タスク意図の検出に関して，操作と語
句の双方に対する系列パターンによる属性
を含む表形式データセットへのルールマイ



ニングを実行する。出力された if-then 形式
のルールが指摘する語句や操作系列につい
て，タスク意図や不具合事象につながるもの
としての有用性については，専門家に評価を
依頼する。 
さらに，時点毎に計量化を行った時系列デ

ータからパターンを得るため，複数の時系列
クラスタリング手法を適用する。ここで得ら
れた時系列パターンの組み合わせについて，
複数の手法による時系列パターンを属性と
した分類ルール学習の正解率をもって，客観
的な評価を行う。 
また，語句や系列パターンの出現の多寡や

構成要素の組み合わせの特異性を表す指標
を基本指標とするメタ指標の開発を行う。従
来のメタ指標では，特定の基本指標に閾値処
理を加えることによって中心性や名望度を
計量化してきた。しかし，それ以外の基本指
標との組み合わせによってメタ指標がどの
ような性質を計量化するかについては，未知
である。以上の数値時系列パターン，系列パ
ターン評価指標（基本指標およびメタ指標）
により，複合形式データから従来の表形式デ
ータセットを作成し，評価用データセットと
して公開する。表形式データセットに対して
は，ルールマイニング以外に種々の分類モデ
ルマイニングなど従来のデータマイニング
手法の適用が可能となることを示す。 
平成 26 年度においては，時系列パターンの

視覚化と目的とする事象との規則性に基づ
く記述を提示するシステムを作成し，専門家
による分類ルールの評価作業支援について
効率性向上の観点から評価を行う。また，時
間粒度の異なる時系列データセットを作成
し，得られる操作系列の差異についても専門
家の視点から評価を行う。 
利用者タスク意図やその問題点を検出する

分類ルールについては，ルールの条件部で指
摘される系列パターンの出現傾向や語句の
用法変化の傾向が目的とする事象の説明と
して適切かを専門家により評価する。さらに，
専門家による知識提供を受け，目的とする事
象のより適切な設定と，知識をより適切に記
述すると思われる形式の分類モデルの生成
を行う。以上の評価プロセスを繰り返すこと
により，専門家による専門知識や専門分野で
の経験に基づいた判断結果を得る。また，こ
こで得られた時系列パターンの傾向と代表
元である特徴語や特徴的なシステム操作系
列パターンの有用性について，専門的見地か
らの評価を実施する。 
以上により，本研究課題で開発する系列パ

ターンと数値時系列パターンを利用した属
性構築手法が専門家にとって有用な属性を
構築していることを示す。また，本手法の実
装が多種の値から成る複合形式のデータか
ら従来の表形式データセットへの変換に有
用であることを示す。 
以上の結果をとりまとめ，本研究の評価と

する。 

 
４．研究成果 

本研究では，これまで別々の対象領域の系
列データについて開発が行われてきた指標
について，自然言語処理における特徴的な語
句を抽出するための評価指標と系列データ
における系列パターン評価指標として統一
した視点から評価指標群として定義し，これ
らを利用した複合形式データからの有用情
報抽出手法の開発を行ってきた。 

平成 24 年度においては，系列データベー
ス中で系列パターンが出現する頻度などか
ら種々の性質を数値として計量化する系列
パターン評価指標の開発と情報システムの
利用者による操作に関する系列パターン評
価指標に基づく操作予測モデルの構築を行
った。 

本年度は，従来のテキストマイニングにお
ける重要度指標として用いられる頻度・
tf-idf などの他，頻出アイテム集合に対する
評価指標として頻繁に用いられる３種類の
評価指標を系列パターンの評価指標を定式
化し，系列データに対する計算モジュールと
して実装した（学会発表⑨）。 

これら評価指標の定義および頻度数え上
げの基準を組み合わせた計７種の評価指標
により，系列パターンを Web サイトのクリッ
クストリームデータに適用し，それぞれの指
標での並び替え順序の比較を行った（学会発
表⑧）。 

また，系列パターン評価指標に基づく Web
クリックストリーム予測モデル構築を行っ
た。この結果，共通データセットとして提供
されるWebクリックストリームデータセット
において，高い精度の予測モデルが得られる
ことが示された。さらに，予測モデルに用い
られる評価指標とその閾値を用いることで，
別々の期間での予測モデルを適用できる可
能性について検討を行った（研究発表⑤⑦）。 

平成 25 年度においては，系列データベー
ス中で系列パターンが出現する頻度などか
ら種々の性質を数値として計量化する系列
パターン評価指標の拡充を行った。また，情
報システムの利用者による操作に関する系
列パターン評価指標に基づく操作予測モデ
ルの別期間への適用可能性について評価し
た。さらに，先行研究で示したテキストにお
ける評価指標群の時系列変化パターンと系
列パターン評価指標による時系列変化パタ
ーンについて，評価指標間でパターンの検出
傾向にどのような関連があるかを比較した。 

本年度行った評価指標の拡充では，従来，
自然言語処理における用語の自動抽出で用
いられてきた評価指標と，語彙の豊富さを表
す指標について，系列パターン評価指標とし
ての有用性とそれぞれの指標による並び替
え結果の相関について比較評価した（学会発
表⑥）。 

さらに，系列パターン評価指標に基づく
Web クリックストリーム予測モデルの評価で



は，共通データセットとして提供される Web
クリックストリームデータセットにおいて，
別々の期間での予測モデルを適用できる可
能性について評価した結果を示した。 

この結果では，系列パターン評価指標によ
る時系列変化パターンの検出では，四半期ご
とのWebクリックストリームデータセットに
おいて，時系列変化に伴う系列パターンの変
遷を検出することを示した。また，複数の系
列パターン評価指標間で時系列クラスタに
含まれる系列パターンの関連性について，連
関係数を用いて評価した。以上より，テキス
トデータにおける変化パターンの連関より
も指標間での連関が小さなことが示され，各
期間における順位相関が高い２指標でも時
系列変化では異なる傾向をとらえているこ
とが示唆された（学会発表④）。 

平成 26 年度においては，系列パターン評
価指標として提案された確信度に基づく指
標群を時々刻々と算出される時系列テキス
トデータに適用し，分析者の注目する発信者
の行動に繋がる有用な時系列パターンが得
られることを明らかにした。 

本年度は，語句の重要度評価指標および系
列パターン評価指標がテキストデータから
抽出する特徴語について，SNS 上での有名ア
カウントからの情報受信行動を興味の違い
として，特徴語群の違いを比較した（学会発
表③）。また，時間経過によって変化する特
徴語句の出現傾向から，情報拡散行動の特徴
の差異を得るため，各評価指標による時系列
パターンについて，抽出と内容の比較を示し
た（学会発表①②）。 

以上より，従来，自然言語処理における特
徴的な語句抽出に用いられた評価指標群に
加え，テキストデータをアイテムである単語
間に順序関係のある系列データとして，系列
パターンの抽出と系列パターン評価指標群
の適用が可能であることを示した。また，こ
れらの指標群が系列データ集合およびテキ
スト集合において，分析者が着目する行動や
情報の時間的な要因となる時系列パターン
が抽出可能であることを示した。 
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http://abe-lab.jp/works/kaken/24500175-
2/ 
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