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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ
値を検出する。
【解決手段】システムは、データソースから、複数のデ
ータセットを含む単変量時系列信号を受け取る。システ
ムは、複数のデータセットについてデータセットの標準
偏差を計算する。その後、システムは、データセットの
最適サンプルブロックサイズ及びデータセットの臨界サ
ンプルサイズを計算する。さらに、システムは、データ
セットの最適使用可能ブロックサイズを決定する。シス
テムは、上記複数のデータセットを、最適使用可能ブロ
ックサイズに基づいたブロックにセグメント化する。シ
ステムは、上記各ブロック上で外れ値検出技術を実行す
ることによって、外れ値を検出し、これによって、外れ
値検出方法の結果の精確度及び正確度への影響を最小限
にすると同時に、改良された実行時間を確保する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出する方法であって、
　プロセッサ（２１０）によって、データソースから単変量時系列信号を受け取るステッ
プであって、単変量時系列信号は複数のデータセットを含み、該データセットのそれぞれ
のデータセットはＮ個の単変量時系列データエレメントを含む、ステップと、
　プロセッサ（２１０）によって、複数のデータセットについてデータセットの標準偏差
（σ）を計算するステップと、
　プロセッサ（２１０）によって、上記標準偏差（σ）を利用することで、データセット
の最適サンプルブロックサイズ（ｎ）を計算するステップと、
　プロセッサ（２１０）によって、上記標準偏差（σ）、上記Ｎ個の単変量時系列データ
エレメント、所定の正確度（δ）及び結果（アウトカム）の精確度（１－ε）に基づいて
、データセットの臨界サンプルサイズ（ｎcritical）を計算するステップと、
　プロセッサ（２１０）によって、データセットの最適使用可能ブロックサイズ（ｎoper

ational）を決定するステップと、
　プロセッサ（２１０）によって、前記複数のデータセットを、前記最適使用可能ブロッ
クサイズ（ｎoperational）に基づいたブロックにセグメント化するステップであって、
各ブロックは、前記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうちのＮ／ｎoperationalデ
ータエレメントを含むステップと、
　プロセッサ（２１０）によって、前記ブロック上で外れ値検出技術を実行することによ
って、リアルタイムで外れ値を検出するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記最適サンプルブロックサイズ（ｎ）は、次式を用いて計算される、請求項１の方法
。
【数１】

【請求項３】
　前記臨界サンプルサイズ（ｎcritical）は、次式を用いて計算される、請求項１の方法
。

【数２】

【請求項４】
　前記最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）は、次式を用いて決定される、請
求項１の方法。
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【数３】

【請求項５】
　前記外れ値検出技術は、ロスナーフィルタリング技術及びハンペルフィルタリング技術
と同等の教師なし技術を含む、請求項１の方法。
【請求項６】
　単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するシステムであって、
　プロセッサ（２１０）と、
　該プロセッサと結合しているメモリ（２１２）と、を含み、前記プロセッサは、前記メ
モリに格納されたプログラム命令を実行するために、
　　データソースから単変量時系列信号を受け取ることであり、該単変量時系列信号は複
数のデータセットを含み、複数のデータセットのそれぞれのデータセットは、Ｎ個の単変
量時系列データエレメントを含むこと、
　　複数のデータセットについてデータセットの標準偏差（σ）を計算すること、
　　前記標準偏差（σ）を利用することにより、データセットの最適サンプルブロックサ
イズ（ｎ）を計算すること、
　　前記標準偏差（σ）、前記Ｎ個の単変量時系列データエレメント、所定の正確度（δ
）及び結果（アウトカム）の精確度（１－ε）に基づくデータセットの臨界サンプルサイ
ズ（ｎcritical）を計算すること、
　　データセットの最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）を決定すること、
　　前記複数のデータセットを、前記最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）に
基づいたブロックにセグメント化することであり、各ブロックは、前記Ｎ個の単変量時系
列データエレメントのうちのＮ／ｎoperationalデータエレメントを含むこと、及び
　　前記ブロック上で外れ値検出技術を実行することによって、リアルタイムで外れ値を
検出すること、が可能である、
システム。
【請求項７】
　前記最適サンプルブロックサイズ（ｎ）は、次式を用いて計算される、請求項６のシス
テム。
【数４】

【請求項８】
　前記臨界サンプルサイズ（ｎcritical）は、次式を用いて計算される、請求項６のシス
テム。
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【数５】

【請求項９】
　前記最適使用可能なブロックサイズ（ｎoperational）は、次式を用いて決定される、
請求項６のシステム。
【数６】

【請求項１０】
　前記外れ値検出技術は、ロスナーフィルタリング技術及びハンペルフィルタリング技術
と同等の教師なし技術を含む、請求項６のシステム。
【請求項１１】
　単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するコンピュータ装置で実行可
能なプログラムを具現化する非一時的なコンピュータ可読媒体であって、該プログラムは
、
　データソースから単変量時系列信号を受け取るプログラムコードであって、前記単変量
時系列信号は、複数のデータセットを含み、複数のデータセットのそれぞれのデータセッ
トは、Ｎ個の単変量時系列データエレメントを含む、プログラムコードと、
　複数のデータセットについてデータセットの標準偏差（σ）を計算するためのプログラ
ムコードと、
　前記標準偏差（σ）を利用することにより、データセットの最適サンプルブロックサイ
ズ（ｎ）を計算するためのプログラムコードと、
　前記標準偏差（σ）、前記Ｎ個の単変量時系列データエレメント、所定の正確度（δ）
及び結果（アウトカム）の精確度（１－ε）に基づくデータセットの臨界サンプルサイズ
（ｎcritical）を計算するためのプログラムコードと、
　データセットの最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）を決定するためのプロ
グラムコードと、
　前記複数のデータセットを、前記最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）に基
づいたブロックにセグメント化するためのプログラムコードであって、各ブロックは、上
記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうちのＮ／ｎoperationalデータエレメントを
含む、プログラムコードと、
　前記ブロック上で外れ値検出技術を実行することによって、リアルタイムで外れ値を検
出するためのプログラムコードと、
を含む、非一時的なコンピュータ可読媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照及び優先権］
　本特許出願は、２０１５年６月１７日に出願されたインド特許出願２３２４／ＭＵＭ／
２０１５号に対して優先権が主張され、その内容は、参照により本書に援用される。
【０００２】
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　本書に記述されている主題（発明の対象）は、概して、外れ値、言い換えれば、時系列
信号の誤りデータポイント、のリアルタイム検出に関する。
【背景技術】
【０００３】
　物理的パラメータをモニタするのに用いられるセンサーによって大量のデータが生成さ
れる。データはその後、センサーの配備の領域に関連する有意イベントを特定するために
用いられる。一例を挙げると、イリゲーションパラメータをモニタする分野でセンサーが
展開（配備）され得、このようなセンサーは、ワイヤレスセンサーネットワーク（ＷＳＮ
）またはジェネリックセンサーネットワークを形成する。センサーは、ＷＳＮ中のノード
として特定され得る。ＷＳＮ中のノードは、データ、すなわちイリゲーションパラメータ
を、セントラルノード又はサーバーに連続的に送信する。従って、サーバーにより受け取
られるデータ量は膨大で、有意イベントの決定に多くの処理が必要になる可能性がある。
他の例では、センサーは、人の心臓活動をモニタするために用いられ得る。心臓活動に対
応するデータはその後、心奇形やさらなる医療診断を特定するために用いられる。従って
、結果を導き出すために処理される大量のデータが必要である。
【０００４】
　処理に用いられる大量のデータは、外れ値の同定により削減され得る。外れ値は、大量
のデータ中に存在する有意イベントを特定するのに有用である。正確な外れ値の検出技術
は、大量の処理用のデータのサンプルを必要とする。従って、大量のサンプルの処理は、
実行される多くの計算を必要とし、それゆえ、高度の実行時間を使う。計算数を削減する
ため、より少数のサンプルが処理のために用いられ得る。しかし、サンプル数の削減と同
時に、外れ値の検出は、フォールスアラーム（誤報）、すなわち、有意イベントを指し示
す外れ値の誤った同定につながる可能性がある。フォールスアラーム数の増加は正確度の
低下のことを指している。
【０００５】
　図１を参照して、正確度と実行時間の関係のグラフ表示について説明する。サンプルサ
イズ、つまり、外れ値を検出する方法で使われるサンプル数は、その方法と関連している
正確度及び実行時間に影響を与える。実行時間、つまり、サンプル数を分析するために必
要な時間は、サンプルサイズの増加とともに増えていく。同時に、正確度、言い換えれば
、フォールスアラームの発生率はサンプルサイズの増加とともに低減する。図１はまた、
最適オペレーティングポイントを示す。最適オペレーティングポイントは、フォールスア
ラーム率が実行時間の最適値とともに最小となるようなサンプルサイズを指し示す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の要旨は、単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するためのシ
ステム及び方法と関連した態様を導入するために提供され、下記の詳細な説明においてさ
らに説明される。本発明の要旨は、主張した主題（発明の対象）の本質的特徴を確認する
ことを目的としているのではなく、主張した主題の範囲の決定または制限に使用されるも
のでもない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施において、単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出する方法が開
示される。この方法は、データソースから単変量時系列信号を受け取ることを含むことが
できる。単変量時系列信号は、複数のデータセットを含むことができる。複数のデータセ
ットのそれぞれのデータセットは、Ｎ個の単変量時系列データエレメントを含むことがで
きる。上記方法は、複数のデータセットについてデータセットの標準偏差（σ）を計算す
ることをさらに含むことができる。上記方法は、上記標準偏差（σ）を利用することで、
データセットの最適サンプルブロックサイズ（ｎ）を計算することをさらに含むことがで
きる。上記方法は、上記標準偏差（σ）、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメント、所
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定の正確度（δ）及び結果（アウトカム）の精確度（１－ε）に基づいて、データセット
の臨界サンプルサイズ（ｎcritical）を計算することをさらに含むことができる。上記方
法はまた、データセットの最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）を決定するこ
とを含むことができる。各ブロックは、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうち
のＮ／ｎoperationalデータエレメントを含むことができる。上記方法は、上記ブロック
上で外れ値検出技術を実行することによって、リアルタイムで外れ値を検出することをさ
らに含むことができる。
【０００８】
　一実施において、単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するシステム
が開示される。このシステムは、プロセッサ及び該プロセッサと結合しているメモリを含
み、メモリに格納されたプログラム命令を実行する。プロセッサは、データソースから単
変量時系列信号を受け取ることができる。単変量時系列信号は、複数のデータセットを含
むことができる。複数のデータセットのそれぞれのデータセットは、Ｎ個の単変量時系列
データエレメントを含むことができる。上記プロセッサはさらに、複数のデータセットに
ついてデータセットの標準偏差（σ）を計算することができる。上記プロセッサはさらに
、上記標準偏差（σ）を利用することにより、データセットの最適サンプルブロックサイ
ズ（ｎ）を計算することができる。上記プロセッサは、上記標準偏差（σ）、上記Ｎ個の
単変量時系列データエレメント、所定の正確度（δ）及び結果（アウトカム）の精確度（
１－ε）に基づくデータセットの臨界サンプルサイズ（ｎcritical）を計算することがで
きる。上記プロセッサはさらに、データセットの最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperat

ional）を決定することができる。上記プロセッサはさらに、上記複数のデータセットを
、上記最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）に基づいたブロックにセグメント
化することができる。各ブロックは、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうちの
Ｎ／ｎoperationalデータエレメントを含むことができる。上記プロセッサは、上記ブロ
ック上で外れ値検出技術を実行することによって、リアルタイムで外れ値を検出すること
ができる。
【０００９】
　一実施において、単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するコンピュ
ータ装置で実行可能なプログラムを具現化する非一時的なコンピュータ可読媒体が開示さ
れる。上記プログラムは、データソースから単変量時系列信号を受け取るプログラムコー
ドを含むことができる。単変量時系列信号は、複数のデータセットを含むことができる。
複数のデータセットのそれぞれのデータセットは、Ｎ個の単変量時系列データエレメント
を含むことができる。上記プログラムは、複数のデータセットについてデータセットの標
準偏差（σ）を計算するためのプログラムコードをさらに含むことができる。上記プログ
ラムは、上記標準偏差（σ）を利用することにより、データセットの最適サンプルブロッ
クサイズ（ｎ）を計算するためのプログラムコードをさらに含むことができる。上記プロ
グラムは、上記標準偏差（σ）、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメント、所定の正確
度（δ）及び結果（アウトカム）の精確度（１－ε）に基づくデータセットの臨界サンプ
ルサイズ（ｎcritical）を計算するためのプログラムコードをさらに含むことができる。
上記プログラムは、データセットの最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）を決
定するためのプログラムコードをさらに含むことができる。上記プログラムは、上記複数
のデータセットを、上記最適使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）に基づいたブロ
ックにセグメント化するためのプログラムコードをさらに含むことができる。各ブロック
は、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうちのＮ／ｎoperationalデータエレメ
ントを含むことができる。上記プログラムは、上記ブロック上で外れ値検出技術を実行す
ることによって、リアルタイムで外れ値を検出するためのプログラムコードをさらに含む
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　詳細な説明は添付図面に関連して記述される。図において、参照符号で最初に出てくる
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左端の数字は、図を特定するものである。同等の特徴（特性）や構成要素を指し示すため
に、図面を通して同じ番号が用いられる。
【図１】従来技術における周知のサンプルサイズに関する正確度と実行時間との関係につ
いてのグラフ表示図である。
【図２】本発明の対象の一実施例による、単変量時系列信号における外れ値の検出のため
のシステムのネットワーク実行を示す図である。
【図３Ａ】本発明の対象の一実施例による、計算待ち時間とブロックサイズとの関係につ
いての典型的なグラフ表示図である。
【図３Ｂ】本発明の対象の一実施例による、精確度とブロックサイズとの関係についての
典型的なグラフ表示図である。
【図４】本発明の対象の一実施例による、単変量時系列信号において外れ値を検出する方
法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の主題における、単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するた
めのシステム及び方法を記載する。
　上記システムは、データソースから単変量時系列信号を受け取ることができる。単変量
時系列信号は、複数のデータセットを含むことができる。複数のデータセットのそれぞれ
のデータセットは、Ｎ個の単変量時系列データエレメントを含むことができる。上記シス
テムは、複数のデータセットについてデータセットの標準偏差（σ）を計算することがで
きる。上記システムは、上記標準偏差（σ）を利用することで、データセットの最適サン
プルブロックサイズ（ｎ）及びデータセットの臨界サンプルサイズ（ｎcritical）をさら
に計算することができる。さらに、上記システムは、データセットの最適使用可能ブロッ
クサイズ（ｎoperational）を決定することができる。さらに、上記システムは、上記複
数のデータセットを、上記最適使用可能ブロックサイズに基づいたブロックにセグメント
化することができる。各ブロックは、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうちの
Ｎ／ｎoperationalデータエレメントを含むことができる。続いて上記システムは、上記
各ブロック上で外れ値検出技術を実行することによって、外れ値を検出することができる
。このように、上記システムは、上述した方法を用いて、単変量時系列信号に対してリア
ルタイムで外れ値を検出することができる。
【００１２】
　記載された、単変量時系列信号に対してリアルタイムで外れ値を検出するシステム及び
方法は、あらゆるコンピュータシステム、環境及び／又は設定において実施され得る態様
とともに、次のような典型的なシステムに照らして実施形態が記載されている。
【００１３】
　図２に関し、本発明の対象の実施態様に従って、単変量時系列信号に対してリアルタイ
ムで外れ値を検出するシステム２０２が示される。本発明の主題は、システム２０２がコ
ンピュータ上で実施されることを考慮して説明されるが、当然のことながら、システム２
０２はまた、これらに限定されることはないが、スマートフォン、タブレット、ノートパ
ッド、個人用ディジタル補助端末、携帯用デバイス、ラップトップコンピュータ、ノート
ブック、ワークステーション、メインフレームコンピュータ、サーバー、ネットワークサ
ーバーを含む様々なコンピュータシステムで実施し得る。一実施形態において、システム
２０２は、クラウドベース環境で実施し得る。当然のことながら、システム２０２は、一
つ以上のユーザデバイス２０４－１，２０４－２…２０４－Ｎ（これらをまとめて以下、
ユーザデバイス２０４またはユーザデバイス２０４内のアプリケーションと称する）を介
して多数のユーザによってアクセス可能である。ユーザデバイス２０４の例としては、限
定されないが、ウェブカメラ付きポータブルコンピュータ、カメラ付き個人用ディジタル
補助端末、カメラ付き携帯用デバイス、及びディジタルカメラを含むことができる。ユー
ザデバイス２０４は、ネットワーク２０６を通じてシステム２０２と通信的に結合される
。
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【００１４】
　一つの実施において、ネットワーク２０６は、無線ネットワーク、有線ネットワーク、
またはそれらの組み合わせであり得る。ネットワーク２０６は、例えばイントラネット、
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、インタ
ーネット、及び同類のもの等、様々なネットワークのタイプの一つとして実施することが
できる。ネットワーク２０６は、専用ネットワーク、共有ネットワークのどちらかであり
得る。共有ネットワークは、互いとコミュニケーションをとるために様々なプロトコル、
例えば、ハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）、トランスミッション
プロトコル、通信制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ワイヤ
レスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）などを用いる、様々な種類のネットワークと
の関連を表す。ネットワーク２０６はさらに、、ルーター、ブリッジ、サーバー、コンピ
ュータデバイス、ストレージデバイス等を含む様々なネットワークデバイスを含むことが
できる。
【００１５】
　一実施形態において、図２を用いて説明したように、システム２０２は、少なくとも一
つのプロセッサ２１０、メモリ２１２、及び入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース２１４を
含むことができる。さらに、少なくとも一つのプロセッサ２１０は、一つ以上のマイクロ
プロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、ディジタルシグナルプロセ
ッサ、中央処理装置、状態機械、論理回路、及び／又は演算命令に基づいて信号を操作す
るあらゆるデバイスとして実行され得る。少なくとも一つのプロセッサ２１０は、幾つか
ある機能の中で特に、メモリ２１２に保存されたコンピュータ可読命令を取り出し、実行
するように構成されている。
【００１６】
　Ｉ／Ｏインターフェース２１４は、例えばウェブインターフェース、グラフィカルユー
ザインターフェースなど様々な種類のソフトウェア、ハードウェアインターフェースを含
むことができる。Ｉ／Ｏインターフェース２１４は、システム２０２に、ユーザと直接に
情報のやり取りをすることを許可し得る。さらに、Ｉ／Ｏインターフェース２１４は、シ
ステム２０２に、ウェブサーバや外部データサーバー（図示せず）などの他のコンピュー
タデバイスと通信することを可能にし得る。Ｉ／Ｏインターフェース２１４は、例えばＬ
ＡＮ、ケーブル等の有線ネットワーク、ＷＬＡＮ、セルラー方式または衛星による通信等
の無線ネットワークの多種多様なネットワーク及びプロトコルの種類の範囲内で、多数の
コミュニケーションを容易にすることができる。
【００１７】
　メモリ２１２は、当技術分野で知られている、例えば、スタティックランダムアクセス
メモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）等の揮発性メモ
リ及び／又は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ、フラ
ッシュメモリ、ハードディスク、光ディスク、磁気テープ等の不揮発性メモリ等のあらゆ
るコンピュータ可読媒体を含むことができる。
【００１８】
　一実施形態において、システム２０２は、分析されるべきサンプルの分布内に存在する
バイアスを除去するための大きなサンプルサイズを必要とし得る。大きなサンプルサイズ
の使用は、実行時間の増加を引き起こす場合があり、それゆえ効率の減少に至る。一つの
事例において、システム２０２は、カートシス（尖度）パターンを準備するためにデータ
ブロックの尖度を決定することができる。尖度の大きいパターンの場合、システム２０２
は、ロスナーフィルタリング技術を使うことができる他、ハンペルフィルタリング技術を
使うことができる。さらに、正確度を良くするために、システム２０２は、フォールスア
ラームを最小限にする必要がある。フォールスアラームは、マスキング効果及びスワンピ
ング効果を含み得る。一つの事例において、システム２０２は、マスキング効果を最小限
にするためにハンペルフィルタリング技術を使うことができ、スワンピング効果を最小限
にするためにロスナーフィルタリング技術を使うことができる
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　一つの事例において、Ｎは、単変量時系列信号のデータセットそれぞれに存在する単変
量時系列データエレメントの数を示すことができ、ｎは、最適サンプルブロックサイズを
示すことができる。マスキング効果アッテネーターに対する実行時間は、τｍｎとされ、
スワンプリング効果アッテネーターに対する実行時間は、τｓｎとされる。一般にハンペ
ルフィルタリング技術は、ロスナーフィルタリング技術よりも少ない計算で行うので、τ

ｍｎ≪τｓｎである。ハンペルフィルタリング技術の計算の複雑性は、Ο（Ｎ）、ロスナ
ーフィルタリング技術の計算の複雑性は、Ο（Ｎ２）であり得る。
【００２０】
　一つの実施において、システム２０２は、データソースから単変量時系列信号を受け取
ることができる。単変量の期間は、式、方程式、及び単一変数を有する関数を参照するこ
とができる。データソースはメモリ２１２であり得、センサーまたはデバイスでキャプチ
ャーされた保存データを有する。上記センサーまたはデバイスは、スマートメータ、加速
度計、脳波図（ＥＥＧ）、心電計（ＥＣＧ）、または他のデバイスを含むことができる。
一事例において、単変量時系列信号は、複数のデータセットを含むことができる。さらに
、複数のデータセットのうちの各データセットはＮ個の単変量時系列データエレメントを
含む。
【００２１】
　一実施形態において、システム２０２は、単変量時系列信号に関連しているアプリケー
ションの臨界の時間を決定することができる。一つの事例において、臨界の時間は、リア
ルタイムまたは疑似的なリアルタイムであり得る。かかる事例中、システム２０２は、複
数のデータセットについてデータセットの標準偏差（σ）を計算することができる。上記
システムは、周知の統計的技術を用いて標準偏差（σ）を計算することができる。
【００２２】
　標準偏差（σ）の計算において、システム２０２は、データセットの最適サンプルブロ
ックサイズを計算することができる。一つの事例において、システム２０２は、下記のよ
うな式１を用いて最適サンプルブロックサイズ（ｎ）を計算することができる。
【数１】

【００２３】
　上記式１において、εは精確度損失を示し、δは正確度を示す。さらに、εとδは、ア
プリケーションに依存する場合がある。
【００２４】
　サンプルブロックサイズ（ｎ）の計算後、システム２０２は、上記標準偏差（σ）、上
記Ｎ個の単変量時系列データエレメント、所定の正確度（δ）及び結果（アウトカム）の
精確度（１－ε）に基づくデータセットの臨界サンプルサイズ（ｎcritical）を計算する
ことができる。一つの事例において、システム２０２は、下記のような式２を用いて、臨
界サンプルサイズ（ｎcritical）を計算することができる。
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【数２】

【００２５】
　臨界サンプルサイズ（ｎcritical）の計算後、システム２０２は、データセットの最適
使用可能ブロックサイズ（ｎoperational）を決定することができる。一つの事例におい
て、システム２０２は、下記に示す式３を用いて、最適使用可能ブロックサイズ（ｎoper

ational）を決定することができる。
【数３】

【００２６】
　最適ブロックサイズ（ｎoperational）の決定後、システム２０２は、最適使用可能ブ
ロックサイズ（ｎoperational）に基づき、複数のデータセットをブロックにセグメント
化することができる。各ブロックは、上記Ｎ個の単変量時系列データエレメントのうちの
Ｎ／ｎoperationalデータエレメントを含むことができる。続いてシステム２０２は、Ｎ
／ｎoperationalデータエレメントを含む各ブロック上で外れ値検出技術を実行すること
によって、外れ値を検出することができる。一つの事例において、システム２０２は、外
れ値の検出に対し、ロスナーフィルタリング技術及びハンペルフィルタリング技術のよう
な教師なし技術を使うことができる。
【００２７】
　上記記載についてさらに説明するために、一例が提供される。一つの事例において、ス
マートメータのデータは、外れ値の検出ために分析され得る。精確度（１－ε）の値は０
．８とされ得る。正確度（δ）の値は０．８とされ得る。一つの事例において、１２*１
０３は、言い換えれば、サンプリングする単変量時系列データエレメント（Ｎ）の数であ
る。システム２０２によって計算される標準偏差（σ）は、３００であり得る。システム
２０２は、精確度（１－ε）、正確度（δ）、単変量時系列データエレメントの数Ｎ、及
び標準偏差（σ）に基づいた上記式２を用いて、臨界サンプルサイズ（ｎcritical）を決
定することができる。この場合の期間、システム２０２によって決定された臨界サンプル
サイズ（ｎcritical）は、１００とすることができる。従って、システム２０２は、外れ
値を検出するために１００の単変量時系列データブロックの分析を１２０回行うことが必
要であり得る。ある事例における外れ値検出技術は、ロスナーフィルタリング技術を使う
ことができ、総使用時間は、１２０ * Ｏ（１０４）で算出される。もう一つの例では、
ロスナーフィルタリングが全体のサンプルにおいて使用される間、計算時間は、Ｏ（１４
４ * １０１６）である。従って、システム２０２は、従来型の時間性能（Ｏ（１４４ * 
１０１６））に比べてよりよい実行時間性能（１２０ * Ｏ（１０４））を提供する。
【００２８】
　図３ａを参照すると、計算待ち時間とブロックサイズとの関係についての典型的なグラ
フ表示について説明されている。図３ａは、サンプルサイズが４００００である時、計算
待ち時間の最適値を示す実験データを例示する。この場合における４００００のサンプル
サイズは、最適オペレーティングポイントとして特定される。図３ｂを参照すると、精確
度とブロックサイズとの関係についての典型的なグラフ表示が説明される。図３ｂは、サ
ンプルサイズが４００００である中で精確度の最高値を示す実験データを説明する。従っ
て、システム２０２は、サンプルサイズが４００００である中で、言い換えれば最適オペ
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レーティングポイントにおいて、精確度の最大値に達する。
【００２９】
　一実施形態において、システム２０２は、最適オペレーティングポイントで動作するこ
とにより、効率性及び有効性を同時に達成することができる。システム２０２は、単変量
時系列信号の不安定な内容を特定するため、外れ値を更に用いることができる。システム
は、プライバシーの測定、不正検出及び他のアプリケーションに対し、上記不安定な内容
を更に利用することができる。
【００３０】
　ここで図４を参照すると、本発明対象の実施形態に従って、単変量時系列信号に対して
リアルタイムで外れ値を検出する方法４００が示されている。方法４００は、コンピュー
タ実行可能命令との一般の関係において記載され得る。一般に、コンピュータ実行可能命
令は、特殊な機能を果たすまたは特有の抽象データ型を実行する、ルーチン、プログラム
、
オブジェクト、コンポーネント、データ構造、手続（手順）、モジュール、関数、その他
を含むことができる。方法４００はまた、通信ネットワークを介してリンクしたリモート
処理デバイスによって機能が実行される、分散コンピューティング環境で行われ得る。分
散コンピューティング環境において、コンピュータ実行可能命令は、メモリストレージデ
バイスを含むローカル及びリモートコンピュータストレージ媒体に格納され得る。
【００３１】
　開示された方法４００における順序は、制限することを意図しておらず、開示された方
法の幾つかのブロックは、方法４００または代替方法を実行するいかなる組み合わせも可
能である。さらに、個々のブロックは、ここに記載された要旨の精神と範囲から逸脱する
ことなく、方法４００から削除され得る。さらに、上記方法は、いかなる適切なハードウ
ェア、ソフトウェア、ファームウェア、あるいはそれらの組み合わせで実施されることが
可能である。しかしながら、説明を簡単にするために、以下に記載の実施形態において、
方法４００は、上記システム２０２により実現されると考えられ得る。
【００３２】
　ブロック４０２において、単変量時系列信号はデータソースから受け取られ得る。単変
量時系列信号は、複数のデータセットを含むことができる。一実施において、単変量時系
列信号はプロセッサ２１０により受け取られ得る。一実施において、単変量時系列信号は
プロセッサ２１０により受け取られ得る。
【００３３】
　ブロック４０４において、複数のデータセットについてデータセットの標準偏差が計算
され得る。一実施において、標準偏差は、プロセッサ２１０によって計算され得る。
【００３４】
　ブロック４０６で、複数のデータセットの最適サンプルブロックサイズは、上記標準偏
差を用いて計算され得る。一実施において、上記最適サンプルブロックサイズは、プロセ
ッサ２１０によって計算され得る。
【００３５】
　ブロック４０８で、データセットの臨界サンプルサイズが計算され得る。臨界サンプル
サイズは、標準偏差、単変量時系列データエレメントの数、所定の正確度、及び精確度、
に基づいて計算され得る。一実施において、上記臨界サンプルサイズは、プロセッサ２１
０によって計算され得る。
【００３６】
　ブロック４１０で、データセットの最適使用可能ブロックサイズが決定され得る。一実
施において、データセットの最適使用可能ブロックサイズは、プロセッサ２１０によって
決定され得る。
【００３７】
　ブロック４１２で、複数のデータセットは、最適使用可能ブロックサイズに基づき、ブ
ロックにセグメント化され得る。一実施において、複数のデータセットは、プロセッサ２
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【００３８】
　ブロック４１４で、外れ値は、ブロック上の外れ値検出技術を実行することにより、検
出され得る。一実施において、外れ値は、プロセッサ２１０によって、検出され得る。
【００３９】
　単変量時系列信号における外れ値を検出する方法及びシステムの実施は、構造的特徴及
び／又は方法に特有の言語で説明されてきたが、当然のことながら、添付のクレームは、
説明される具体的な特徴または方法に必ずしも限定されない。むしろ、具体的な特徴及び
方法は、単変量時系列信号における外れ値の検出の実施の例として開示される。上述の典
型的な実施形態は、いくつかの利点を提供する。開示内容面について実行することは必要
でないが、以下の特徴によって提供される利点を含むことができる。
【００４０】
一部の実施形態は、システム及び方法が、単変量時系列信号の不安定な内容を特定するた
め単変量時系列信号における外れ値を検出することを可能にする。
【００４１】
　一部の実施形態は、さらにシステム及び方法が、プライバシーの測定、及び不正検出の
ため単変量時系列信号の不安定な内容を利用することを可能にする。
【００４２】
　一部の実施形態は、システム及び方法が、単変量時系列信号における外れ値を検出する
ため最適オペレーティングポイントを導き出すことを可能にする。
【００４３】
　一部の実施形態は、システム及び方法が、最適オペレーティングポイントに基づいて効
率性及び有効性を達成することを可能にする。
【００４４】
　一部の実施形態は、システム及び方法が、結果の正確度に僅かな損害を伴う、教師なし
外れ値検出方法の計算性能を向上させることを可能にする。
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