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Abstract: This paper presents the data mining method based on common periods. The focus of this paper
is to discuss how to create a rule set from time series data with irregular intervals. The method contains
two steps including preprocessing. First, we interpolate discrete values, and then estimate all durations of
values. Secondly, using all durations, we extract common periods when several data have the same behavior.
At last, time series data are transformed into these common periods. Our mining algorithm uses them as
rule candidates and combines to create rules. In the experiments we show the effectiveness of the proposed
method.

1 はじめに

時系列データは様々な属性の値が時点によって順序

づけされた値が並ぶデータである．こうした時系列デー

タからデータマイニングを行う手法は数多く存在する

(例:[1, 2]). しかし，既存のデータマイニング手法のほ
とんどは，データの各レコードは他のレコードと明確

に分離されているものとして扱っている．すなわち，あ

る時点で発生した現象は，その時点でのみおきたもの

としている [3]．
今回提案する手法では，各現象が起きた時点ではな

く，各現象が起きている期間に着目した手法を提案す

る．実際のレコードは不定の間隔で並んでいるため，こ

の間隔からある属性値の持続期間を推定する．IDが同
じレコード全てについてこの操作をすることで，時系

列データを属性値が同一の値を取る期間を基本構造と

して持つデータに変換する．次に，同一の値を取る期

間をそれぞれ比べることにより，複数の IDのデータが
共通の振る舞いをする期間を見つける．この期間を基

本単位としてデータマイニングを行い，提案手法の有

効性を実験により確認した．
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2 提案手法

本研究では，データが共通の振る舞いをする期間を

見つけるために，同一の値を取る期間に着目した前処

理を提案する．ここで，データから共通の振る舞いを示

す期間を抽出するまでの流れを図 1に示す．抽出処理
はデータマイニングより前に行うべきであるから，こ

の処理を提案する前処理とする．

図 1 共通の振る舞いを示す期間の抽出処理の流れ

但し，図 1における通常の前処理とは，入力する属
性の選択，サンプリング，データ洗浄，ノイズ訂正，欠

損値補完，属性値の離散化を指す．

抽出処理は次の 2つの Stepに分かれており，この処
理が本研究の中心となる．

Step1: 持続期間推定

Step2: 共通の振る舞いを示す期間の抽出
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共通の振る舞いを示す期間を抽出した後は，この期間

を基本データとして知識発見を行う段階に移行する．

2.1 Step1:属性値の持続期間の推定

ある ID を持つ時系列データは図 3のような形状を
している．このデータは通常の前処理が施された後の

データなので，属性値の離散化等が行われている．ま

た，時間軸上の値が負の値をしているのは，ある基準

時より前のデータだけを扱っているためである．各点

は実際のレコードの属性値を表しており，間隔は一定

ではない．これらを比較することによって，各レコー

ドの持つ属性値の持続期間の推定を行った．

推定の方法は図 2の通りである．
¶ ³
各属性の属性値について，

1. 隣接するレコードの値が異なる場合:
両レコードの中央の時点までを

その属性値とする．

2. 隣接するレコードの値が同じ場合:
両レコードの範囲をその属性値とする．

µ ´

図 2 属性値の持続期間の推定ルール
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図 4 属性値の持続期間を推定したデータ

この推定を行うと，図 3のデータは図 4のように属
性値の持続期間が推定される．全てのデータについて

この推定処理を行い，Step2に進む．

2.2 Step2:データが共通の振る舞いを示す期間

データの特徴を捉えるには，異なる ID のデータが
共通の振る舞いを示す期間を求めることが重要となる．

共通の振る舞いを示す期間は，まさにルールそのもの

であるからである．そこで，属性値の持続期間を比較

して重複している部分を抽出する処理を行う．

共通の振る舞いをする期間の抽出処理は次の通りで

ある．¶ ³
各属性，各離散値について，

1. 全ての ID の属性値の持続期間を
同時に比較する．

2. 複数の IDが同じ属性値をとる期間を検索し，
抽出する．

µ ´
Step1で属性値の持続期間を求めているので，Step2

では属性値が同一の値を取る期間を比較することがで

きる．

また，比較，検索を行う際には，抽出した期間に該

当する IDの情報も記録しておく．この処理により，知
識発見の際には，どの IDのデータがどのような振る舞
いをしているかが利用できる．

全てのデータの比較が終了すると，通常の前処理を

施したデータから共通の振る舞いを示す期間にデータ

の構造が変換される．この Step1，Step2の一連の処理
が，提案する前処理の中核である．

参考に，上記の抽出処理の例を図 5に載せる．
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1. 異なる ID の属性値の持続期間を比較．

2. どちらも同じ属性値をとる期間を抽出．

図 5 共通の振る舞いをする期間の抽出処理の例



3 知識発見の概要

目標とする知識 (ルール)は，図 6のように設定した．
すなわち，時系列データがある規則に照らして正しい

か正しくないかを弁別する分類ルールとした．

¶ ³
目標のルール あるデータが A，B を満たせば，

このデータは Xが成立する．

但し，A，B は共通の振る舞いを示す期間とし，

Xは分類のためのクラスとする．

また，共通の振る舞いを示す期間とは，

“時点 t1から時点 t2まで，

属性 Att の値が常にある範囲内にある”
という形とする．

µ ´
図 6 目標とする知識 (ルール)

次に，上記のルールを求めるマイニングアルゴリズ

ムを図 7に示す．
¶ ³
入力: 共通の振る舞いを示す期間
出力: 正例と負例を弁別するルール (複数)

1. 訓練例集合 T
[
(正，負)にラベル付けされた例

]

を作成する．

2. トレーニングセット T のコピー T ′を作成する．
3. 訓練例集合 T から得られるルールを集めた

集合 Rを作成する．

4. RからMDL 等で適切なルール r を選び，

Rから r を取り除く．

5. T ′ から r で説明できる正例を取り除く．

6. T ′ 中の正例の数が予め設定した値より
小さくなるまで，以下の処理を続ける

(a) Rに属すルールの中で，T ′に含まれる
正例を一つ以上説明し，かつ，

MDL 等で最も適切と判断されたルール
r ′ を選び，Rから r ′ を取り除く．

(b) T ′ から r ′ が説明する正例を取り除く．
7. できあがった m個のルールを返す．

但し，ルールは共通の振る舞いを示す期間の

連言の形とする．
µ ´

図 7 マイニングアルゴリズム

図 7中の 6.(a)の処理を採用することで，支持度，確
信度等の評価尺度の上で，上位のルールが得られるよ

うになる．実際，MDL や Gainヒューリスティック等
を使用してルールを選ぶのは，ノイズへの対処という

点で重要である．

本手法では出力されるルール同士が重なってしまう

ことも多いが，各ルールの精度が良好なら正答率の向

上に繋がることが期待される．

4 提案手法の性能評価実験

本節では性能評価実験の詳細と，結果を述べる．

4.1 実験の目標と内容

間隔不定な時系列データの実データを用いて，性能評

価実験を行った．実データは，インターフェロン (IFN)
投与患者の血液検査データを使用した．

ここで，実験の目標と内容について図 8に示す．
¶ ³
目標

• 間隔不定な時系列データに対し，提案した前
処理の有効性を確かめる

• IFN治療に効果がある患者に共通する知識を
発見する

実験内容

• 肝炎患者の血液検査データに対して共通の
前処理を行う

• 前処理済みデータから，IFN治療の有効性を
予測するルールを作成する

• 出力されたルールセットの支持度，正答率等
を検証する

µ ´
図 8 実験の概要

4.2 インターフェロン (IFN)

実験の詳細を述べるにあたって，IFNについて簡単
に説明する．IFNとは肝炎ウィルスの増殖を抑える物
質であり，IFN治療は肝炎に対して有効な治療の一つ
とされている．

但し，この治療法には次の特徴がある．

• 投与にはリスクが存在
– 有効でない患者もいる
– 発熱等の副作用が存在

• IFNが高価な薬品であるため，治療費が高い
• 投与期間が長い (半年以上)

そこで，血液検査のように簡単に行える検査の結果か

ら，IFN治療の有効性を予測するルールを発見できれ
ば，リスク軽減に大きな効果を発揮すると思われる．ま

た，検査は検査日ごとに行われるので，血液検査デー

タの間隔は一定とは限らない．

4.3 性能評価の指標について

実験を行うにあたって，得られたルールの性能評価

の指標について示す．各指標の説明にあるアルファベッ

トは表 1にある判定結果の数を表すものとする．
一般的に使われる，支持度，確信度，および正答率

については次の通りである．



表 1 判定結果

実際の分類

正例 負例

判

定

正例と判断された数 a b
負例と判断された数 c d

支持度: ルールが説明する正例数／全正例数
= a/(a + c)

確信度: ルールにおける正例の割合
= a/(a + b)

正答率: 判定結果が正しい割合
= (a + d)/(a＋ b + c + d)

医学界では，上記の指標の代わりに敏感度，陽性反

応適中度，有効度を使用する∗．これらはそれぞれ支持
度，確信度，正答率を言い換えたものである．また，特

異度，陰性反応適中度という指標があり，こちらは負

ルールセットを作成した際の支持度，確信度に相当す

る．以下で行われる実験ではこれらの指標を用いて性

能を検証する．

4.4 通常の前処理

提案した前処理を行う前に，通常行われる前処理を

施す．具体的には以下の通りである．検査データは IFN
投与 1年前までのデータを使用した．

1. 使用する検査項目の決定

• 出現頻度の高い検査項目を使用する
• GOT, GPT, TTT, ZTT, T-BIL, D-BIL, I-BIL,

TP, ALB, CHE, T-CHOの全 11種類を採用

2. 検査項目の離散化

• 医師の指標を離散化指標に使用
3. 検査データを正例，負例に分類

• HCV-RNAを分類指標に使用
• 正例：IFN投与後に肝炎ウィルスが消滅
• 負例：IFN投与後に肝炎ウィルスが存在

検査項目を選択し，離散化を施すことで，探索空間

の減少と支持度の向上を図ることができる．正例数と

負例数の内訳は表 2に載せる．

表 2 データにおける正例数と負例数の内訳

患者数 レコード数

正例 55 490
負例 55 476
合計 110 966

∗参考: http://www.med.nihon-u.ac.jp/department/public_health/ebm/ce204.html

4.5 検証実験 A: ルールの条件候補数の変化

本節では，提案した前処理がルールの条件候補数に与

える影響について述べる．ルールの条件候補とは，ルー

ルを構成する条件のこととする．マイニングアルゴリ

ズムによって条件候補全体から適切なものが条件とし

て選び出される．本研究では，この条件候補から事例

を弁別する規則を作成する．

ここで，ルールの条件候補の例を図 9に示す．
¶ ³
提案した前処理を行わない場合の条件候補の例

• IFN投与 A 日前に属性 Bの値が Cである
• IFN投与 D週間前に属性 Eの値が Fである

(一週間単位でまとめた場合)
• IFN投与 G月前に属性 Hの値が I である

(一月単位でまとめた場合)

提案した前処理を施した場合の条件候補の例

• IFN投与A日前から IFN投与B日前の期間，
常に属性 Cの値が Dである

µ ´

図 9 ルールの条件候補の例

データの数が少ない場合やデータの間隔が一定でな

い場合，支持度向上のために，通常ある一定の期間ご

とにデータをまとめる．提案した前処理を行わない場

合にはこの処理が必要になるため，この例のような条

件候補が想定される．

10-foldの交差検定法により，まとめる操作をした際
の条件候補数の変化，および，提案した前処理を施し

た際の変化を表 3に載せる．ここで，優秀候補数とは，
ルールとして特に有効になりそうな候補 (その候補が説
明する正例の方が負例より多い)の数である．
マイニングアルゴリズムで有効な規則を選ぶ際には，

優秀候補数の割合が大きく，最小単位の数が多いほど，

より適切なものを選び出せると考えられる．この点で，

二週間単位，月単位でまとめる場合よりも，提案した

前処理はより適切な形で時系列データの特徴を捉える

ことができている．

表 3 ルールの条件候補数の変化 (平均)

まとめた日数 最小単位数 優秀候補数 割合

1 16461.5個 428.6個 2.60 %
14 1217.7個 112個 9.25 %
30 586.3個 58.2個 10.03 %

提案した前処理 1692.3個 214.3個 13.04 %



4.6 検証実験 B: IFN 治療の有効性予測

図 8の通りに行った実験の結果について述べる．

4.6.1 ルールの正答率

10-foldの交差検定を行った際のルールの正答率は表
4の通りである．ここで，正答とは，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とした．各手法の違いは，提案し

た前処理をしたか，一定の日数でデータをまとめたか，

のみであり，マイニング手法等は同一の条件で行った．

表 4 正答率 (平均)

まとめた日数 正答率

1 39.09 %
14 47.27 %
30 68.78 %

提案した前処理 73.03 %

いずれの場合よりも提案した前処理での正答率が高

くなっていることがわかる．これは提案した前処理を

行うことで探索空間を広げることができるため，より

適切なルールを選ぶことができたと考えられる．

4.6.2 出力した各ルールの支持度

また，得られたルールの支持度について表 5で比較
した．正答率と同様の理由で，より支持度の高いルー

ルが見つけられるのが確認できた．このような高い支

持度の規則が得られたことにより，共通の振る舞いを

示す期間に注目することで，支持度を高める効果があ

ることが確認できた．

表 5 ルール支持度 (上位 5つ)

提案した前処理無し 提案した前処理有り

順位 支持度 確信度 順位 支持度 確信度

1 29.0 % 88.8 % 1 34.5 % 90.4 %
2 25.4 % 87.5 % 2 32.7 % 100.0 %
3 23.6 % 92.8 % 3 30.9 % 89.4 %
4 21.8 % 92.3 % 4 29.0 % 88.8 %
5 20.0 % 100.0 % 5 27.2 % 100.0 %

4.6.3 ルールセットの例

次に，実際に得られたルールセット (表 6)を紹介す
る．医学の世界では，敏感度，陽性反応適中度等の表

現を使うため，これに準じた．また，病状は週単位で

判断することが多いため，持続期間の表記は週単位と

した．ここで，UHigh，VHighは医師の指標により属
性値を離散化したときの離散値の一つであり，それぞ

れ Ultra High，Very Highを意味するものとする．

表 6 得られたルールセット

番号 属性 値 持続期間 敏感度 陽性反応
(週) [=カバー数/正例数] 適中度

1 GPT UHigh -30∼ -30 21.8% [=12/55] 100.0%
2 GPT UHigh -28∼ -27 23.6% [=13/55] 100.0%
3 TP High -20∼ -20 21.8% [=12/55] 100.0%
4 TP High -19∼ -19 20.0% [=11/55] 100.0%
5 ZTT VHigh -25∼ -24 20.0% [=11/55] 100.0%

GPT UHigh -9∼ -7
6 I-BIL Normal -9∼ -3 30.9% [=17/55] 100.0%

ALB Normal -5∼ -5
GPT UHigh -5∼ -5

7 D-BIL Normal -17∼ -9 29.1% [=16/55] 100.0%
I-BIL Normal -9∼ -3
GPT UHigh -20∼ -20

8 I-BIL Normal -7∼ -3 27.3% [=15/55] 100.0%
CHE Normal -20∼ -19
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図 10 ルール番号 6

このルールセットの正答率は 81.8%，正例のカバー
率は 71.4%であった．この意味は，訓練例の正例のう
ち 7割程度の例を被覆するルールを取り出して，ルー
ルセットにしたということである．また，正答率につ

いては，このルールセットを作成した際には，テスト

例の 81.8%を正しく選り分けることができた．
次に，ルールについて説明する．番号 1番のルール
を例にとると，“属性GPTがインターフェロン投与 30
週前の一週間に，常に UHighという離散値である患者
はインターフェロン投与が有効である” という意味で
ある．また，ルール番号 6，7，8のルールについては
全条件が満たされている必要がある．

ここで，ルール番号 6のルール (図 10の長方形に囲
まれた部分)について紹介する．横軸は 0を IFN投与
開始日とした時間軸 (単位: 週)であり，縦軸は各属性
値である．この規則は，正例 55例中 17例が該当し，



負例は該当していない．つまり，GPTを取ってみると，
該当期間においては負例のほとんどは UHighという値
は取っていないが，正例集合の中に規則に該当するグ

ループが存在することが発見できた．

4.6.4 正負両方のルールセット

正ルールセットだけでなく，負ルールセットについて

も作成を行った．負ルールとは，正ルールと逆に，IFN
が効かない患者を見つけだすルールのことである．判

定の際には，図 11に示す条件で正負を判定した．
¶ ³

正と判定 正ルールに該当する，

かつ，負ルールに該当しない

負と判定 正ルールに該当しない，

かつ，負ルールに該当する

不明と判定 その他の場合

µ ´
図 11 正負の判定条件

ここで，実際に得られた正負のルールセットを表 7
に示す．指標の表現は前表に準じた．

詳しい判定結果については，表 8に載せた．その結
果，以下のような結果が得られた．

• 判定可能なテスト事例の割合 (%) :
7/11× 100= 63.6(%)
• 説明する例に関しての正答率 (%) :
(4+ 2)/7= 85.7(%)

まだ，テスト例の多くをカバーするには至っていな

いが，カバーした例についての正答率に関しては高い

性能を示した．

5 むすび

本報告では，間隔が一定でない時系列データに対し，

有用な知識を発見する前処理手法を提案した．時系列

データが同一の値を取る期間に注目し，共通の振る舞

いを示す期間として変換する処理がその中核である．

実際に間隔不定な時系列データである肝炎データを

用いて IFN有効性予測を行った結果，支持度，正答率
等において，提案した前処理の有効性を示すことがで

きた．

また，本手法は様々な時系列データに応用が可能で

ある．紙面の都合上載せられないが，質の違う時系列

データとして音楽データを用いて，個人の感性に対す

る規則を得る実験を行ったところ，いくつかの感性に

ついて良好な結果が得られた．詳しい結果については

[4] を参照して頂きたい．
注意点としては，本研究では規則として “属性値が

同一の値を取る振る舞い” しか得られないことが挙げ

表 7 正負ルールセット

正ルールセット
番号 属性 値 持続期間 敏感度 陽性反応

(週) [=カバー数/正例数] 適中度
1 GPT UHigh -9∼ -9 34.5% [=19/55] 100.0%

GPT UHigh -5∼ -5
2 I-BIL Normal -22∼ -19 25.5% [=14/55] 100.0%
3 GPT UHigh -28∼ -27 23.6% [=13/55] 100.0%

GPT UHigh -20∼ -19
4 CHE Normal -22∼ -19 25.5% [=14/55] 100.0%

GPT UHigh -16∼ -16
5 CHE Normal -21∼ -19 23.6% [=13/55] 100.0%

GPT UHigh -22∼ -21
6 CHE Normal -15∼ -5 21.8% [=12/55] 100.0%
7 GPT UHigh -30∼ -30 21.8% [=12/55] 100.0%
8 TP High -20∼ -20 21.8% [=12/55] 100.0%

負ルールセット
番号 属性 値 持続期間 特異度 (%) 陰性反応

(週) [=カバー数/負例数] 適中度
GPT High -25∼ -23

1 TP Normal -29∼ -14 45.5% [=25/55] 100.0%
TCHO Normal -27∼ -27

GPT High -27∼ -27
2 TP Normal -27∼ -14 49.1% [=27/55] 100.0%

TCHO Normal -25∼ -24
GOT High -13∼ -10

3 I-BIL Normal -22∼ -20 52.7% [=29/55] 100.0%
TP Normal -14∼ -14

表 8 正負ルールセットによるテスト例 (全 11例)の判定結果

実際の分類
正例 負例 計

判
定

正例 4 1 5
負例 0 2 2
不明 1 3 4
計 5 6 11

られる．値の上昇や下降などの動きが主であるデータ

を扱うには，本研究の手法は向いていないため，デー

タについて良く吟味する必要がある．

今後は属性値の持続期間を求める適切なアルゴリズ

ムの採用により，データマイニング手法としての向上

を目指していく予定である．
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