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頻出パターン系列の出現順序に着目したコンテキスト抽出法
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1. はじめに
近年、様々なウェアラブル端末やバイタルセ
ンサが開発され、スマートフォンと連携し、ユ
ーザ自身の動作や内部の状態を常時計測できる
ようになった。常時計測された時系列データに
は、様々な状況（コンテキスト）におけるデー
タが含まれている。例えば、人の日常生活にお
いては、「睡眠中」、「歩行中」、「食事中」
等の様々なコンテキストが局所的に存在し、そ
れらの変化に応じて、各種センサのデータが変
動する。コンテキスト・アウェアなサービスを
実現するためには、このような局所的にみられ
るコンテキストを把握する必要がある。
本稿では、時系列データの特徴的な局所的変
化の出現順に着目し、局所的なコンテキストを
抽出する手法を提案する。さらに、本手法をウ
ェアラブル心拍計で計測した心拍データに適用
した実験結果についても報告する。

調べるために、頻出パターンをノードとし、連
続して出現する頻出パターンに対応したノード
同士を、エッジで結んだ無向グラフを作成する。
また、エッジにはその出現回数を重みとして付
与する。次に、作成した無向グラフをサブグラ
フ(クラスタ)に分割する。ここでノード間の繋
がりが、クラスタ内では密に、クラスタ間では
疎となるようなクラスタに分割する。得られた
各クラスタ内のノード群は、頻繁に連続して出
現する頻出パターン群であることから、各クラ
スタを１つのコンテキストとして抽出したこと
になる。

3. 評価実験
心拍データを用いて提案手法の評価を行った。
データは筆者自身が図１の心拍計[3]と iPhone
アプリ[4]を用いて、ランニング時、安静時、登
校時の 3 つのコンテキストにおいて、それぞれ
７回ずつ常時計測したデータを用いた。各回の
2. コンテキスト抽出
測定時間は平均 21 分で、1 秒おきに計測される
時系列データから局所的コンテキストを抽出
心拍データを 10 秒毎に標本化した。頻出パター
する手法として、文献[1]の研究がある。これは、 ンの検出に用いたパラメータ値を表１に示す。
時系列データを SAX という文字列変換手法で時
文字長は 10 秒おきにデータを標本化しているた
系列データを文字列に表現（量子化）した後、
め、1 分間の頻出パターンを抽出している。また、
頻出する局所的パターンをコンテキストとして
最低出現頻度は 1 つのコンテキストのデータが 7
抽出する。しかし、当該手法では、出現頻度が
個あるため、各データに 1 回は出ると考え、７
高い文字列をパターンとして検出するため、文
とした。
字列の短いパターンが検出されやすい。従って、
短期間のコンテキストは検出されやすいが、幾
つかの特定のパターンがまとまって出現する長
期のコンテキストを検出することが困難である。
それを解決するために、ここでは、短期間の
頻出パターンの出現順序がまとまって出現する
図１ 心拍計と iPhone アプリ
頻出パターン群を、長期のコンテキストとして
抽出することを試みる。頻出パターンは、文字
表 1 頻出パターン抽出のパラメータ
列で量子化した時系列データから Prefixspan[2]
5
量子化の文字種
を用いて抽出する。頻出パターンの出現順序を
6
パターンの文字長
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SAX によってデータを量子化する際、各量子化
文字が示すデータ領域の境界付近において、デ
ータの値が少しでも異なると別の文字に量子化
されてしまう。このような少しのデータの違い
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による量子化の揺らぎを吸収するために、階層
的クラスタリングを用いて、頻出パターンをグ
ループに分類する。グループ間の距離は群平均
法を用いて計算し、グループ内の頻出パターン
間の違いが平均 1 文字以内となるグループを求
めた。さらに、このグループをノードとし、頻
出パターンの出現順序からグループの出現順序
を求め、無向グラフを作成した。
グラフのクラスタリングは、次式のモジュラリ
ティが最大となるようにgreedyアルゴリズム[5]
を用いて行い、コンテキストを抽出した。

Q

接続頻度 2 以上では、接続頻度 7 以上で検出
されなかったパターンのグループ（G04、G06）
が出現し、さらにクラスタの結合と分割が同一
コンテキスト内で一貫して起きている(図 3)。

ki k j
1
(ai j 
)(ci ,c j )
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ここで、 a i j はノード i と j のエッジの重み、
E はグラフ全体のエッジの重みの総和、 k i はノ
ード i が持つエッジの重みの総和、 ci はノード i
が属するクラスタである。また、 δ(ci ,c j ) はノ
ード i と j が同じクラスタなら 1、違うクラスタ
なら 0 となる。
接続頻度に閾値を与え、前述のクラスタリン
グを行った結果を、図 2 及び図 3 に示す。複数
のノードすなわち、複数の頻出パターンがまと
まって出現するコンテキストが抽出されている
ことがわかる。ここでは、クラスタ内の頻出パ
ターンの 30%以上が含まれるコンテキストを求め、
コンテキスト毎にクラスタを配置している。
図 2 からわかるように、接続頻度 7 以上では、
クラスタ 7c を除き、全てのクラスタが「ランニ
ング時」、「登校時」、「安静時」の 3 つのコ
ンテキストのサブコンテキストとなっている。
クラスタ 7c は、「登校時」、「安静時」におい
て共通に出現したコンテキストである。これは
「登校時」と「安静時」で、心拍データに類似
の変動があったことを意味し、2 つの共通する新
たなコンテキストともとらえることもできる。

図 3 クラスタリング例 2。接続頻度 2 以上
(Q=0.7227)。四角の太線で囲むクラスタ群が登校時、
四角の細い線が安静時、楕円がランニング時を表す。

4. おわりに
時系列データから、頻出するパターンの出現
関係を用いて、コンテキストを抽出する手法を
提案した。また、心拍データを用いた実験によ
り、頻出パターン系列の接続関係からコンテキ
スト抽出が可能であることを確認した。本実験
では 3 つのコンテキストを想定したが、コンテ
キストには、人が直感的に気付かないコンテキ
ストも抽出された。本手法はこのような意識す
ることが困難なコンテキストもセンサデータか
ら発見できる可能性がある。今後は、頻出パタ
ーン抽出のパラメータや接続頻度閾値の適切な
値を検討し、時系列データに含まれる様々なコ
ンテキストを発見していく。
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