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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　複数の数値の組を含む入力データと、前記入力データに対する分類の正解を示す教師デ
ータとを取得し、
　データ分類用のニューラルネットワークへ入力する数値の順序付けの基準が複数の基準
値の配列で示された照合パタンに基づいて、前記入力データに含まれる前記複数の数値そ
れぞれの入力順序を決定し、
　前記複数の数値の、前記入力順序に従った前記ニューラルネットワークの入力層の複数
のユニットへの入力に対応する、前記ニューラルネットワークの出力値を算出し、
　前記出力値と前記教師データとの誤差に基づいて、前記ニューラルネットワークで正解
を得るための、前記複数のユニットへの入力値の誤差を算出し、
　前記複数のユニットへの入力値の誤差に基づいて、前記照合パタンの前記複数の基準値
を更新する、
　処理を実行させる機械学習プログラム。
【請求項２】
　前記照合パタンに基づく前記入力順序の決定では、順序が上位の数値から順に並べた前
記複数の数値を第１ベクトルの成分とした場合における、前記照合パタン内の前記複数の
基準値を成分とする第２ベクトルと前記第１ベクトルとの内積が最大となるように、前記
複数の数値の前記入力順序を決定する、
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　請求項１記載の機械学習プログラム。
【請求項３】
　前記複数の基準値の更新では、
　前記照合パタンの前記複数の基準値それぞれを変化対象値として選択し、
　前記変化対象値を所定量だけ変動させた仮照合パタンに基づいて前記複数の数値それぞ
れの仮の入力順序を決定し、
　前記仮照合パタンに基づいて決定した前記仮の入力順序と、前記照合パタンに基づいて
決定した前記入力順序とにおいて、同じ順番となる数値間の差分値を算出し、
　前記複数のユニットへの入力値の誤差と、算出された前記差分値とに基づいて、前記照
合パタン内の前記変化対象値の増加または減少を決定し、
　増加または減少の決定に従って、前記変化対象値として選択された前記照合パタンの基
準値を更新する、
　請求項１または２記載の機械学習プログラム。
【請求項４】
　前記変化対象値の増加または減少の決定では、前記複数のユニットそれぞれの入力値の
誤差の配列を成分とする第３ベクトルと、順序が上位の方から並べられた前記差分値を成
分とする第４ベクトルとの内積に基づいて、前記変化対象値として選択された前記照合パ
タンの基準値の増加または減少を決定する、
　請求項３記載の機械学習プログラム。
【請求項５】
　コンピュータが、
　複数の数値の組を含む入力データと、前記入力データに対する分類の正解を示す教師デ
ータとを取得し、
　データ分類用のニューラルネットワークへ入力する数値の順序付けの基準が複数の基準
値の配列で示された照合パタンに基づいて、前記入力データに含まれる前記複数の数値そ
れぞれの入力順序を決定し、
　前記複数の数値の、前記入力順序に従った前記ニューラルネットワークの入力層の複数
のユニットへの入力に対応する、前記ニューラルネットワークの出力値を算出し、
　前記出力値と前記教師データとの誤差に基づいて、前記ニューラルネットワークで正解
を得るための、前記複数のユニットへの入力値の誤差を算出し、
　前記複数のユニットへの入力値の誤差に基づいて、前記照合パタンの前記複数の基準値
を更新する、
　機械学習方法。
【請求項６】
　データ分類用のニューラルネットワークへ入力する数値の順序付けの基準が複数の基準
値の配列で示された照合パタンを記憶する記憶部と、
　複数の数値の組を含む入力データと、前記入力データに対する分類の正解を示す教師デ
ータとを取得し、前記照合パタンに基づいて、前記入力データに含まれる前記複数の数値
それぞれの入力順序を決定し、前記複数の数値の、前記入力順序に従った前記ニューラル
ネットワークの入力層の複数のユニットへの入力に対応する、前記ニューラルネットワー
クの出力値を算出し、前記出力値と前記教師データとの誤差に基づいて、前記ニューラル
ネットワークで正解を得るための、前記複数のユニットへの入力値の誤差を算出し、前記
複数のユニットへの入力値の誤差に基づいて、前記照合パタンの前記複数の基準値を更新
する処理部と、
　を有する機械学習装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械学習プログラム、機械学習方法、および機械学習装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ニューラルネットワークを利用して、コンピュータに機械学習を行わせることができる
。例えばコンピュータは、学習対象の入力データをニューラルネットワークの入力層に入
力する。次にコンピュータは、ニューラルネットワーク内のユニットごとに、予め定義さ
れた処理を入力データに対して実行し、その結果を次の層のユニットへの入力とする。ニ
ューラルネットワークの出力層まで処理が到達すると、コンピュータは出力層での処理結
果を、出力データとして出力する。そしてコンピュータは、入力データに対応付けられた
教師データの値と出力データとを比較し、値に差があれば、その差が縮まるようにニュー
ラルネットワークを修正する。このような処理を繰り返すことで、入力データを所定の基
準で分類できるニューラルネットワークが作成される。例えば、ある一定期間内のネット
ワークの通信ログから、その期間内に不正行為が行われているか否かを分類するニューラ
ルネットワークが作成できる。
【０００３】
　ニューラルネットワークを用いた技術としては、例えば入力文字を正しく分類すること
により、精度よく文字を認識できる文字認識装置がある。また微分値を用いてニューラル
ネットワークの修正の振動を防ぐことによる、高速で精度の良いニューラルネットワーク
の学習方法も考えられている。さらに各学習データの学習しやすさ、データパタンなどの
分類や分類ごとのデータ数によらず、各データを均一、かつ高速に学習させるニューラル
ネットワークの学習装置もある。グラフデータの各ノードの近傍ノードを順序付け、近傍
ノード間の関係に同じ重みを与える畳み込みニューラルネットワーク学習技術もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３２９１９６号公報
【特許文献２】特開平９－８１５３５号公報
【特許文献３】特開平９－１３８７８６号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Mathias Niepert, Mohamed Ahmed, Konstantin Kutzkov, "Learning Co
nvolutional Neural Networks for Graphs", Proceedings of The 33rd International C
onference on Machine Learning, ICML, 8 June 2016, pp. 2014-2023
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　人・モノの関係をニューラルネットワークで学習する場合において、入力層に入力する
値の順番が、出力層における出力値に影響する場合がある。そのため、正確な学習を行う
には、入力する値を、適切な順番で入力することが重要となる。
【０００７】
　しかし、従来手法は、分類の精度とは無関係に入力値の順序付けが行われており、分類
精度低下の要因となっている。
　１つの側面では、本件は、入力する値の適切な順番を決定できるようにすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの案では、コンピュータに以下の処理を実行させる機械学習プログラムが提供され
る。
　コンピュータは、まず、複数の数値の組を含む入力データと、入力データに対する分類
の正解を示す教師データとを取得する。次にコンピュータは、データ分類用のニューラル
ネットワークへ入力する数値の順序付けの基準が複数の基準値の配列で示された照合パタ
ンに基づいて、入力データに含まれる複数の数値それぞれの入力順序を決定する。次にコ
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ンピュータは、複数の数値の、入力順序に従ったニューラルネットワークの入力層の複数
のユニットへの入力に対応する、ニューラルネットワークの出力値を算出する。さらにコ
ンピュータは、出力値と教師データとの誤差に基づいて、ニューラルネットワークで正解
を得るための、複数のユニットへの入力値の誤差を算出する。そしてコンピュータは、複
数のユニットへの入力値の誤差に基づいて、照合パタンの複数の基準値を更新する。
【発明の効果】
【０００９】
　１態様によれば、入力する値の適切な順番を決定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係る機械学習装置の構成例を示す図である。
【図２】第２の実施の形態のシステム構成例を示す図である。
【図３】第２の実施の形態に用いる監視サーバのハードウェアの一構成例を示す図である
。
【図４】監視サーバの機能の一例を示すブロック図である。
【図５】通信ログ記憶部の一例を示す図である。
【図６】教師データ記憶部の一例を示す図である。
【図７】学習結果記憶部の一例を示す図である。
【図８】データの分類方法を示す図である。
【図９】照合パタンの適正化の概要を示す図である。
【図１０】機械学習処理の手順を示すフローチャートの一例である。
【図１１】機械学習に利用するニューラルネットワークの一例を示す図である。
【図１２】機械学習の例を示す第１の図である。
【図１３】機械学習の例を示す第２の図である。
【図１４】機械学習の例を示す第３の図である。
【図１５】機械学習の例を示す第４の図である。
【図１６】機械学習の例を示す第５の図である。
【図１７】機械学習の例を示す第６の図である。
【図１８】化合物の分類例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本実施の形態について図面を参照して説明する。なお各実施の形態は、矛盾のな
い範囲で複数の実施の形態を組み合わせて実施することができる。
　〔第１の実施の形態〕
　まず第１の実施の形態に係る機械学習装置について説明する。
【００１２】
　図１は、第１の実施の形態に係る機械学習装置の構成例を示す図である。機械学習装置
１０は、記憶部１１と処理部１２とを有する。機械学習装置１０は、例えばコンピュータ
である。記憶部１１は、例えば機械学習装置１０が有するメモリまたはストレージ装置に
より実現することができる。処理部１２は、例えば機械学習装置１０が有するプロセッサ
により実現することができる。
【００１３】
　記憶部１１は、データ分類用のニューラルネットワーク１へ入力する数値の順序付けの
基準が複数の基準値の配列で示された照合パタン３を記憶する。
　処理部１２は、複数の数値の組を含む入力データ２と、入力データ２の分類の正解を示
す教師データ４（教師ラベルと呼ぶこともある）とを取得する。入力データ２と教師デー
タ４を取得した処理部１２は、照合パタン３に基づいて、入力データ２に含まれる複数の
数値それぞれの入力順序を決定し、変換データ２ａを生成する。図１の例では、変換デー
タ２ａ内に、入力順序が上位の数値ほど上に配置されているものとする。例えば処理部１
２は、入力順序が上位の数値から順に並べた複数の数値の配列を成分とした第１ベクトル
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を生成する。そして処理部１２は、照合パタン３内の複数の基準値を成分とする第２ベク
トルと第１ベクトルとの内積が最大となるように、第１ベクトル内の成分の順番を入れ替
えることで、複数の数値の入力順序を決定する。
【００１４】
　処理部１２は、複数の数値を、決定された入力順序に従ってニューラルネットワーク１
の入力層の複数のユニットへ入力する。そして処理部１２は、入力した数値に基づいてニ
ューラルネットワーク１の出力値を算出する。図１では、ニューラルネットワーク１の入
力層のユニットが縦に並んで示されており、入力順序が上位の数値ほど、上に配置された
ユニットへの入力となるように、複数の数値が入力層の複数のユニットに入力される。な
お入力層の１つのユニットには、１つの数値のみが入力されるものとする。
【００１５】
　処理部１２は、ニューラルネットワーク１の出力値と教師データ４との誤差に基づいて
、ニューラルネットワーク１で正解を得るための、入力層の複数のユニットへの入力値の
誤差５を算出する。例えば処理部１２は、ニューラルネットワーク１の誤差逆伝播法によ
り、入力値の誤差５を算出する。
【００１６】
　処理部１２は、入力層の複数のユニットへの入力値の誤差５に基づいて、照合パタン３
の複数の基準値を更新する。例えば処理部１２は、照合パタン３の複数の基準値それぞれ
を変化対象値として選択する。そして処理部１２は、変化対象値として選択した基準値ご
とに以下の処理を実行する。
【００１７】
　処理部１２は、変化対象値を所定量だけ増加または減少させた仮照合パタンに基づいて
複数の数値それぞれの仮の入力順序を決定する。例えば処理部１２は、仮照合パタンとの
類似度が最大となるように入力データ２の数値を並べ替えた変換データ２ｂ～２ｅを生成
する。図１の例では、変換データ２ｂ～２ｅ内には、仮の入力順序が上位の数値ほど上に
配置されている。
【００１８】
　次に処理部１２は、照合パタン３に基づいて決定した入力順序と、仮照合パタンに基づ
いて決定した仮の入力順序とにおいて、同じ順番となる数値間の差分値を算出する。
　次に処理部１２は、複数のユニットへの入力値の誤差５と、同じ順番となる数値間の差
分値とに基づいて、照合パタン３内の変化対象値に対応する基準値の増加または減少を決
定する。例えば処理部１２は、入力値の誤差５を成分とする第３ベクトルと、仮の入力順
序が上位の方から並べられた、同じ順番の数値との差分値を成分とする第４ベクトルとの
内積に基づいて、変化対象値に対応する基準値の増加または減少を決定する。図１の例で
は、処理部１２は、算出した内積を、変化対象値に対応する基準値に関連付けた変動値と
して、変動情報６に登録している。
【００１９】
　変化対象値を所定量だけ増加させたのであれば、処理部１２は、内積の符号が正のとき
基準値の値を減少させると決定し、内積の符号が負のとき基準値の値を増加させると決定
する。また変化対象値を所定量だけ減少させたのであれば、処理部１２は、内積の符号が
正のとき基準値の値を増加させると決定し、内積の符号が負のとき基準値の値を減少させ
ると決定する。
【００２０】
　照合パタン３のすべての基準値に対応する変動値を算出すると、処理部１２は、増加ま
たは減少の決定に従って、変化対象値として選択された照合パタン３の基準値を更新し、
更新後の照合パタン３ａを得る。例えば処理部１２は、ニューラルネットワーク１のステ
ップサイズ（図１の例では「１」）を変動値に乗算し、乗算結果を、照合パタン３内のそ
の変動値に対応する基準値から減算する。
【００２１】
　処理部１２は、このような照合パタン３の更新処理を、例えば更新前の照合パタン３と
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更新後の照合パタン３ａの基準値の差が所定値以下になるまで繰り返す。その結果、入力
データ２を適正に並べ替える基準を示す照合パタン３が得られる。
【００２２】
　最終的に得られた照合パタン３を用いて、分類の正解が不明の入力データを並べ替え、
ニューラルネットワーク１を用いて分類することで、その入力データを正しく分類するこ
とができる。すなわち入力データにおける数値の配列が分類結果に影響をおよぼす場合で
あっても、数値が適切な順番で並べ替えられることで、適切な分類結果が得られる。
【００２３】
　〔第２の実施の形態〕
　次に第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態は、コンピュータネットワ
ーク上の通信ログに基づいて、不正な通信の有無を、ニューラルネットワークを用いて解
析するものである。
【００２４】
　図２は、第２の実施の形態のシステム構成例を示す図である。ネットワーク２０には、
複数のサーバ２１１，２１２，・・・、複数の端末装置２２１，２２２，・・・、および
監視サーバ１００が接続されている。複数のサーバ２１１，２１２，・・・は、いずれか
の端末装置からの要求に応じた処理を実行するコンピュータである。複数のサーバ２１１
，２１２，・・・のうちの２台以上が連携して処理を実行する場合もある。複数の端末装
置２２１，２２２，・・・は、複数のサーバ２１１，２１２，・・・で提供されるサービ
スを利用するユーザが使用するコンピュータである。
【００２５】
　監視サーバ１００は、ネットワーク２０を介して行われた通信を監視し、通信ログを記
録する。監視サーバ１００は、通信ログを用いて、機械学習を行い、不正通信の有無を判
別に利用するニューラルネットワークの最適化を行う。そして監視サーバ１００は、通信
ログに基づいて、最適化されたニューラルネットワークを用いて不正通信が行われた時間
帯を検出する。
【００２６】
　図３は、第２の実施の形態に用いる監視サーバのハードウェアの一構成例を示す図であ
る。監視サーバ１００は、プロセッサ１０１によって装置全体が制御されている。プロセ
ッサ１０１には、バス１０９を介してメモリ１０２と複数の周辺機器が接続されている。
プロセッサ１０１は、マルチプロセッサであってもよい。プロセッサ１０１は、例えばＣ
ＰＵ（Central Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、またはＤＳＰ（
Digital Signal Processor）である。プロセッサ１０１がプログラムを実行することで実
現する機能の少なくとも一部を、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit
）、ＰＬＤ（Programmable Logic Device）などの電子回路で実現してもよい。
【００２７】
　メモリ１０２は、監視サーバ１００の主記憶装置として使用される。メモリ１０２には
、プロセッサ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラムやアプリケーシ
ョンプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、メモリ１０２には、プロ
セッサ１０１による処理に必要な各種データが格納される。メモリ１０２としては、例え
ばＲＡＭ（Random Access Memory）などの揮発性の半導体記憶装置が使用される。
【００２８】
　バス１０９に接続されている周辺機器としては、ストレージ装置１０３、グラフィック
処理装置１０４、入力インタフェース１０５、光学ドライブ装置１０６、機器接続インタ
フェース１０７およびネットワークインタフェース１０８がある。
【００２９】
　ストレージ装置１０３は、内蔵した記録媒体に対して、電気的または磁気的にデータの
書き込みおよび読み出しを行う。ストレージ装置１０３は、コンピュータの補助記憶装置
として使用される。ストレージ装置１０３には、ＯＳのプログラム、アプリケーションプ
ログラム、および各種データが格納される。なお、ストレージ装置１０３としては、例え
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ばＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）を使用することができる。
【００３０】
　グラフィック処理装置１０４には、モニタ２１が接続されている。グラフィック処理装
置１０４は、プロセッサ１０１からの命令に従って、画像をモニタ２１の画面に表示させ
る。モニタ２１としては、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）を用いた表示装置や液晶表示装置
などがある。
【００３１】
　入力インタフェース１０５には、キーボード２２とマウス２３とが接続されている。入
力インタフェース１０５は、キーボード２２やマウス２３から送られてくる信号をプロセ
ッサ１０１に送信する。なお、マウス２３は、ポインティングデバイスの一例であり、他
のポインティングデバイスを使用することもできる。他のポインティングデバイスとして
は、タッチパネル、タブレット、タッチパッド、トラックボールなどがある。
【００３２】
　光学ドライブ装置１０６は、レーザ光などを利用して、光ディスク２４に記録されたデ
ータの読み取りを行う。光ディスク２４は、光の反射によって読み取り可能なようにデー
タが記録された可搬型の記録媒体である。光ディスク２４には、ＤＶＤ（Digital Versat
ile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＣＤ
－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（ReWritable）などがある。
【００３３】
　機器接続インタフェース１０７は、監視サーバ１００に周辺機器を接続するための通信
インタフェースである。例えば機器接続インタフェース１０７には、メモリ装置２５やメ
モリリーダライタ２６を接続することができる。メモリ装置２５は、機器接続インタフェ
ース１０７との通信機能を搭載した記録媒体である。メモリリーダライタ２６は、メモリ
カード２７へのデータの書き込み、またはメモリカード２７からのデータの読み出しを行
う装置である。メモリカード２７は、カード型の記録媒体である。
【００３４】
　ネットワークインタフェース１０８は、ネットワーク２０に接続されている。ネットワ
ークインタフェース１０８は、ネットワーク２０を介して、他のコンピュータまたは通信
機器との間でデータの送受信を行う。
【００３５】
　以上のようなハードウェア構成によって、第２の実施の形態の処理機能を実現すること
ができる。なお、第１の実施の形態に示した装置も、図３に示した監視サーバ１００と同
様のハードウェアにより実現することができる。
【００３６】
　監視サーバ１００は、例えばコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたプログ
ラムを実行することにより、第２の実施の形態の処理機能を実現する。監視サーバ１００
に実行させる処理内容を記述したプログラムは、様々な記録媒体に記録しておくことがで
きる。例えば、監視サーバ１００に実行させるプログラムをストレージ装置１０３に格納
しておくことができる。プロセッサ１０１は、ストレージ装置１０３内のプログラムの少
なくとも一部をメモリ１０２にロードし、プログラムを実行する。また監視サーバ１００
に実行させるプログラムを、光ディスク２４、メモリ装置２５、メモリカード２７などの
可搬型記録媒体に記録しておくこともできる。可搬型記録媒体に格納されたプログラムは
、例えばプロセッサ１０１からの制御により、ストレージ装置１０３にインストールされ
た後、実行可能となる。またプロセッサ１０１が、可搬型記録媒体から直接プログラムを
読み出して実行することもできる。
【００３７】
　次に、監視サーバが有する機能について説明する。
　図４は、監視サーバの機能の一例を示すブロック図である。監視サーバ１００は、通信
情報収集部１１０、通信ログ記憶部１２０、教師データ記憶部１３０、学習部１４０、学
習結果記憶部１５０、および解析部１６０を有する。
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【００３８】
　通信情報収集部１１０は、ネットワーク２０を介して送受信されているパケットなどの
通信情報を取得する。例えば通信情報収集部１１０は、ネットワーク２０内に設置された
スイッチのミラーリングポートを介して、そのスイッチを経由して通信されたパケットを
取得する。また通信情報収集部１１０は、各サーバ２１１，２１２，・・・から、そのサ
ーバ自身の通信ログを取得することもできる。通信情報収集部１１０は、取得した通信情
報を、通信ログ記憶部１２０に格納する。
【００３９】
　通信ログ記憶部１２０は、通信情報収集部１１０が収集した通信情報のログ（通信ログ
）を記憶する。
　教師データ記憶部１３０は、過去の所定の期間における単位時間帯（例えば１０分間）
ごとの、不正通信の発生の有無（教師フラグ）を示す情報を記憶する。
【００４０】
　学習部１４０は、通信ログ記憶部１２０に格納された通信ログと、教師データ記憶部１
３０に格納された教師フラグとに基づいて、不正通信が行われたときの通信ログの特徴を
学習し、学習結果を反映させたニューラルネットワークを生成する。例えば学習部１４０
は、ニューラルネットワークへの入力データの並べ替えに用いる照合パタンと、ニューラ
ルネットワーク内の各ユニットへ入力する値の重みとを決定する。そして学習部１４０は
、ニューラルネットワーク、照合パタン、および重みを含む学習結果、学習結果記憶部１
５０に格納する。
【００４１】
　学習結果記憶部１５０は、学習部１４０における学習結果を記憶する。
　解析部１６０は、学習結果記憶部１５０に格納された学習結果に基づいて、通信ログ記
憶部１２０に新たに格納された単位時間帯の通信ログを解析し、その単位時間帯内に不正
通信が行われたか否かを判断する。
【００４２】
　なお、図４に示した各要素間を接続する線は通信経路の一部を示すものであり、図示し
た通信経路以外の通信経路も設定可能である。また、図４に示した各要素の機能は、例え
ば、その要素に対応するプログラムモジュールをコンピュータに実行させることで実現す
ることができる。
【００４３】
　次に通信ログ記憶部１２０に格納される情報について具体的に説明する。
　図５は、通信ログ記憶部の一例を示す図である。通信ログ記憶部１２０には、複数の単
位期間ログ１２１，１２２，・・・が格納されている。単位期間ログ１２１，１２２，・
・・それぞれには、通信ログの収集期間が示されている。単位期間ログ１２１，１２２，
・・・には、収集期間で示された時間帯内に収集した通信情報が格納される。
【００４４】
　単位期間ログ１２１，１２２，・・・に格納される各レコードには、通信元ホスト、通
信先ホスト、および量が含まれる。通信元ホストは、パケットの送信元の装置の識別子で
ある。通信先ホストは、パケットの宛先の装置の識別子である。量は、通信元ホストと通
信先ホストとの組が同一となる通信の出現回数である。なお単位期間ログ１２１，１２２
，・・・に、通信に使用されたポートの識別子（例えば宛先のＴＣＰ／ＵＤＰのポート番
号）を含めてもよい。
【００４５】
　次に教師データ記憶部１３０に格納される情報について具体的に説明する。
　図６は、教師データ記憶部の一例を示す図である。教師データ記憶部１３０には、正常
通信リスト１３１と不正通信リスト１３２とが格納されている。正常通信リスト１３１に
は、正常な通信が行われていた単位期間のリストが設定される。不正通信リスト１３２に
は、不正な通信が行われた単位期間のリストが設定される。正常通信リスト１３１と不正
通信リスト１３２への単位期間の設定は、例えばシステムの管理者が行う。
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【００４６】
　機械学習を行う際には、単位期間が正常通信リスト１３１と不正通信リスト１３２との
どちらに登録されているかにより、その単位期間の通信ログを入力データとして機械学習
を実施したときの正解を示す値（教師ラベル）が決定される。例えば学習部１４０は、正
常通信リスト１３１に登録されている単位期間の通信ログを入力データとしたときの教師
ラベルを「１．０」とする。また学習部１４０は、不正通信リスト１３２に登録されてい
る単位期間の通信ログを入力データとしたときの教師ラベルを「０．０」とする。
【００４７】
　次に学習結果記憶部１５０に格納される情報について具体的に説明する。
　図７は、学習結果記憶部の一例を示す図である。学習結果記憶部１５０には、ニューラ
ルネットワーク１５１、パラメータ群１５２、および照合パタン１５３が格納されている
。ニューラルネットワーク１５１は、入力層から出力層まで、ニューロンを表すユニット
を接続したものである。図７において、ユニットは円で表されている。
【００４８】
　ユニット間は、信号の流れを示す矢印で接続されている。各ユニットには、入力された
信号に対する処理が定義されている。各ユニットにおける処理の結果、そのユニットから
出力される信号が決定され、その信号が次のユニットに送られる。出力層のユニットから
出力される信号の値に基づいて、入力されたデータが属する分類（例えば、不正通信を含
む通信ログなのか否か）が判定される。
【００４９】
　パラメータ群１５２には、あるユニットから別のユニットに与える影響の強さを示す複
数の重み値が含まれる。各重み値は、ニューラルネットワーク１５１のユニット間を接続
する矢印に対応付けられている。
【００５０】
　照合パタン１５３は、単位期間ログ内の各レコードの並べ替えに使用する情報である。
分類対象の単位期間ログを、ニューラルネットワーク１５１を用いて分類する場合、照合
パタン１５３と類似するように、単位期間ログ内のレコードの並べ替えが行われる。例え
ば照合パタン１５３のレコードには、通信元ホスト、通信先ホスト、および量が含まれる
。項Ｓは、通信元ホストを示す、ニューラルネットワーク１５１を用いた解析上の識別子
である。通信先ホストは、通信先ホストを示す、ニューラルネットワーク１５１を用いた
解析上の識別子である。量は、通信元ホストと通信先ホストとの組に対応する通信の単位
期間内での発生確率である。
【００５１】
　次に、ニューラルネットワーク１５１を用いたデータ分類方法について説明する。
　図８は、データの分類方法を示す図である。例えば、１つの単位期間ログを、ニューラ
ルネットワーク１５１を用いた分類対象の入力データ３０として、解析部１６０に入力す
る場合を想定する。
【００５２】
　入力データ３０内の各レコードが、ニューラルネットワーク１５１の入力層のいずれか
のユニットに対応付けられる。そして各レコード内の量の値が、対応付けられたユニット
への入力となる。入力層に入力される値は、例えば正規化して入力される。
【００５３】
　図８に示すように、複数の対象物の関係（通信元ホストと通信先ホストとの関係）に応
じた分類を行う場合、どの関係をどのユニットへの入力とするのが適切なのか、不明な場
合が多い。例えば、不正通信が、あるサーバによる処理ａと、そのサーバとは別のサーバ
による処理ｂと組み合わせで実施される場合を想定する。この場合、サーバＡが処理ａを
実行し、サーバＢが処理ｂを実行すれば、不正通信が成立する。また、サーバＢが処理ａ
を実行し、サーバＡが処理ｂを実行しても、不正通信が成立する。このように、不正通信
の有無を検出する場合、不正通信のパタンを構成するホストは、その都度異なる。
【００５４】
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　そこで不正通信の有無についてニューラルネットワーク１５１を用いて判別する場合、
入力データ３０内の各レコードに、不正通信の有無を正しく判定できるように順序付けを
行うこととなる。例えば分類に強く寄与する関係が、変数値間の関係全体の構造とは無関
係に出現する場合、適切な順序付けを行わないと、その関係が適切に入力層のユニットに
対応付けられず、分類精度が悪くなってしまう。
【００５５】
　複数の対象物の関係を示すレコードの従来の順序付けは、分類精度とは無関係に行われ
ている。そのため従来の方法では、より高い分類精度が得られる方法が見逃される可能性
が高い。単純に、順序付けのすべてのパタンを生成し、すべてのパタンを入力データとす
ることも考えられるが、計算量が膨大となる。そこで、第２の実施の形態では、学習部１
４０が適切な照合パタン１５３を生成することで、少ない計算量で、精度よく分類可能な
順序付けを可能とする。
【００５６】
　図９は、照合パタンの適正化の概要を示す図である。学習部１４０は、照合パタン５０
の初期値を設定する。例えば通信元ホストが２台存在し、通信先ホストが２台存在する場
合を想定する。この場合、学習部１４０は、通信元ホストの識別子として「Ｓ’１」と「
Ｓ’２」とを生成する。また学習部１４０は、通信先ホストの識別子として「Ｒ’１」と
「Ｒ’２」とを生成する。さらに学習部１４０は、通信元ホストの識別子と通信先ホスト
の識別子とのすべての組み合わせを生成し、各組み合わせの量に初期値を設定する。初期
値は、例えばランダムに生成した値である。そして学習部１４０は、通信元ホストの識別
子、通信先ホストの識別子、および量の組を１レコードとする照合パタン５０を生成する
。
【００５７】
　次に学習部１４０は、教師データ記憶部１３０内の正常通信リストまたは不正通信リス
ト１３２に含まれる単位期間の通信ログを、入力データ３０として取得する。次に、学習
部１４０は、入力データ３０に示される通信元ホストの識別子と通信先ホストの識別子と
を、照合パタン５０で用いている識別子に変換するとともに、レコードに順序付けを行い
、照合パタン５０と類似度が最大となる変換データ６０を生成する。照合パタン５０と変
換データ６０との類似度は、例えば各レコードの量の値を示すベクトル間の内積で表され
る。なお、入力データ３０内の通信元ホストの識別子と、照合パタン５０内の通信元ホス
トの識別子とは、１対１で対応付けられる。
【００５８】
　変換データ６０の生成処理では、学習部１４０は、入力データ３０の量を成分とし、量
の順番を並べ替えで生成可能なすべてのベクトル（入力ベクトル）を生成する。また学習
部１４０は、照合パタン５０に設定されている量を成分として、照合パタン５０に示され
る順に成分を並べたベクトル（照合ベクトル）を生成する。次に学習部１４０は、複数の
ベクトルそれぞれについて、照合ベクトルとの内積を計算する。学習部１４０は、内積が
最大となる入力ベクトルを特定する。学習部１４０は、特定した入力ベクトルが得られる
ように、入力データ３０の通信元ホストと通信先ホストとの識別子を、照合パタン５０に
示す識別子に変換する。
【００５９】
　図９の例では、入力ベクトル（１，３，０，２）が最も照合ベクトル（０．２，０．１
，－０．３，０．４）との内積が大きくなる。そこで、入力データ３０において量が「３
」の関係「Ｓ１，Ｒ１」を示すレコードは、変換データ６０では２番目のレコードとなる
ように、「Ｓ’２，Ｒ’１」に変換されている。入力データ３０において量が「１」の関
係「Ｓ２，Ｒ１」を示すレコードは、変換データ６０では１番目のレコードとなるように
、「Ｓ’１，Ｒ’１」に変換されている。入力データ３０において量が「２」の関係「Ｓ
１，Ｒ２」を示すレコードは、変換データ６０では４番目のレコードとなるように、「Ｓ
’２，Ｒ’２」に変換されている。入力データ３０において量が「０」の関係「Ｓ２，Ｒ
２」を示すレコードは、変換データ６０では３番目のレコードとなるように、「Ｓ’１，
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Ｒ’２」に変換されている。このように、先に量の値の順序付けが行われ、それに合わせ
て通信元ホストと通信先ホストとの識別子が変換される。
【００６０】
　このように第２の実施の形態では、入力データ３０の順序付けが、照合パタン５０を基
準に決められる。学習部１４０は、以下の手順でニューラルネットワーク４０の誤差逆伝
播を利用し、照合パタン５０を最適化することで、入力データ３０の順序付けの最適な基
準を定義する。
【００６１】
　変換データ６０を生成すると、学習部１４０は、変換データ６０の量を、ニューラルネ
ットワーク１５１の入力層の各ユニットへの入力として、ニューラルネットワーク１５１
に基づく順伝播を計算する。そして学習部１４０は、出力層からの出力と、教師データ記
憶部１３０に設定された正解の値とを比較し、誤差を計算する。次に学習部１４０は、誤
差逆伝播により、誤差が減少するように各ユニットへの入力の重み値を修正する。学習部
１４０は、誤差逆伝播を入力層のユニットへの入力にも適用し、入力層のユニットへの入
力値の誤差を計算する。これにより、入力層の誤差を示す誤差ベクトル（－１．３，０．
１，１．０，－０．７）が得られる。
【００６２】
　また学習部１４０は、照合パタン５０の変動に対する変換データ６０の量の変分を算出
する。例えば学習部１４０は、照合パタン５０における「Ｓ’１，Ｒ’１」の量が「１」
だけ増加した場合を想定し、その場合の照合パタンとの類似度が最大となる変換データ６
０ａを生成する。変換データ６０ａの生成方法は、変換データ６０を生成する場合と同じ
である。例えば学習部１４０は、照合パタン５０の「Ｓ’１，Ｒ’１」の量を「１．２」
に変更した仮の照合パタンを生成し、仮の照合パタンとの類似度が最大となるように入力
データ３０のレコードを並べ替え、変換データ６０ａを生成する。このとき生成される仮
の照合パタンは、照合パタン５０内の１つの量の変化が変換データ６０におよぼす影響を
調査するために一時的に生成される照合パタンである。基準となる照合パタンの量が変わ
ったことで、変換データ６０とは異なる変換データ６０ａが生成される。
【００６３】
　学習部１４０は、新たに生成した変換データ６０ａの量と、変換データ６０の量との変
分を計算する。例えば学習部１４０は、同じ順番のレコードごとに、変換データ６０ａの
レコードの量から変換データ６０のレコ－ドの量を減算する。その結果、量の変分を示す
変分ベクトル（２，－２，２，－２）が得られる。
【００６４】
　学習部１４０は、誤差逆伝播により得られる入力層の誤差ベクトルと、照合パタン５０
の「Ｓ’１，Ｒ’１」の量を「１」だけ増加させた場合の変換データ６０ａに基づく変分
ベクトルとの内積を計算する。学習部１４０は、算出された内積により、照合パタン５０
の「Ｓ’１，Ｒ’１」の量の変動方向、および変動量を決定する。照合パタン５０の「Ｓ
’１，Ｒ’１」の量を「１」だけ増加させることで、分類誤差が増加する場合、内積の結
果は正となる。そのため内積の結果に負の値を乗算した方向が、「Ｓ’１，Ｒ’１」の量
の変動方向となる。例えば学習部１４０は、内積に負の実数を乗算した値を、照合パタン
５０における「Ｓ’１，Ｒ’１」の量に加算することで、その量を変動させる。なお入力
データが複数ある場合、学習部１４０は、例えば複数の入力データそれぞれに基づいて計
算した内積の平均値に基づいて、「Ｓ’１，Ｒ’１」の量を変動させる。
【００６５】
　同様に照合パタン５０の他の量も、その量を「１」増加した場合の変換データに基づい
て、変動させることができる。
　このように学習部１４０は、分類誤差を増加させる変換データの量の変分の方向（入力
層の誤差）に、照合パタンの変動に対する変換データの量の変分を掛け合わせることによ
り、分類誤差を増加させる照合パタンの変動の方向、および変動量を算出する。
【００６６】
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　以下、学習部１４０における機械学習の処理を具体的に説明する。
　図１０は、機械学習処理の手順を示すフローチャートの一例である。以下、図１０に示
す処理をステップ番号に沿って説明する。
【００６７】
　［ステップＳ１０１］学習部１４０は、照合パタンとニューラルネットワークの、各ユ
ニットへの入力の重みのパラメータを初期化する。例えば学習部１４０は、照合パタンの
各レコードの量に、ランダムに生成した値を設定する。また学習部１４０は、各重みの値
として、ランダムに生成した値を設定する。
【００６８】
　［ステップＳ１０２］学習部１４０は、照合パタンに最も類似する変換データに、入力
データを変換する。
　［ステップＳ１０３］学習部１４０は、ニューラルネットワークを用いた順伝播および
誤差逆伝播により、入力層の誤差ベクトルを取得する。
【００６９】
　［ステップＳ１０４］学習部１４０は、照合パタンの未選択のレコードを１つ選択する
。
　［ステップＳ１０５］学習部１４０は、選択したレコードの量を「１」だけ増加させた
ときの、変換データの量の変分ベクトルを算出する。
【００７０】
　［ステップＳ１０６］学習部１４０は、ステップＳ１０３で取得した誤差ベクトルと、
ステップＳ１０５で算出した変分ベクトルとの内積を算出する。学習部１４０は、内積の
結果を、選択したレコードの変動値とする。
【００７１】
　［ステップＳ１０７］学習部１４０は、照合パタン内のすべてのレコードを選択したか
否かを判断する。すべてのレコードが選択済みであれば、処理がステップＳ１０８に進め
られる。未選択のレコードがあれば、処理がステップＳ１０４に進められる。
【００７２】
　［ステップＳ１０８］学習部１４０は、照合パタンの量とニューラルネットワークの重
みのパラメータとを更新する。例えば学習部１４０は、照合パタンの各レコードの量に、
レコードを選択したときにステップＳ１０６で算出した変動値を加算する。また学習部１
４０は、ニューラルネットワークの誤差逆変換によって計算した各パラメータの修正後の
値に、重みのパラメータを更新する。
【００７３】
　［ステップＳ１０９］学習部１４０は、処理の終了条件が満たされたか否かを判断する
。例えば学習部１４０は、照合パタンの量とニューラルネットワークの重みのパラメータ
とが収束したか、もしくは、ステップＳ１０２～Ｓ１０８の処理を所定回数以上ループさ
せた場合、終了条件が満たされたと判断する。照合パタンの量については、例えばステッ
プＳ１０８における更新前後での各量の変化量の合計が所定値以下であれば、収束したと
判断することができる。またニューラルネットワークの重みのパラメータについては、例
えばステップＳ１０８における更新前後での各パラメータの変化量の合計が所定値以下で
あれば、収束したと判断することができる。すなわち、照合パタンの量とニューラルネッ
トワークの重みのパラメータとのいずれもが、ステップＳ１０８の更新によってほとんど
値が変化しない場合、収束したものと判断できる。終了条件が満たされた場合、処理が終
了する。終了条件がみなされていなければ、処理がステップＳ１０２に進められる。
【００７４】
　以上のような手順で機械学習を実行し、適切な照合パタンの量と各パラメータの値とを
決定することができる。以下、図１１～図１７を参照して、具体的な機械学習の例につい
て説明する。なお、図１２～図１７以下では、各データの通信元ホストを設定するフィー
ルド「項Ｓ」と表し、通信先ホストを設定するフィールドを「項Ｒ」と表すものとする。
【００７５】
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　図１１は、機械学習に利用するニューラルネットワークの一例を示す図である。図１１
の例では、第２の実施の形態の処理を分かりやすくするため、ユニットが４つの入力層と
ユニットが１つの出力層とで構成されるニューラルネットワーク４１を想定する。入力層
の各ユニットから出力層のユニットへの信号には、それぞれ重みを示すパラメータ（Ｗ１
，Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４）が設定されている。学習部１４０は、このようなニューラルネット
ワーク４１を用いて機械学習を行う。
【００７６】
　図１２は、機械学習の例を示す第１の図である。例えば教師ラベル「１．０」の入力デ
ータ３１に基づいて、学習部１４０が機械学習を行うものとする。まず学習部１４０は、
照合パタン５１の量と、パラメータ群７１の各重みの値とを初期化する。
【００７７】
　次に学習部１４０は、照合パタン５１との類似度が最大となるように、入力データ３１
の並べ替えを行い、変換データ６１を生成する。図１２の例では、照合パタン５１の量を
成分とする照合ベクトルと、変換データ６１の量を成分とする入力ベクトルとの内積は「
１．３」である。
【００７８】
　図１３は、機械学習の例を示す第２の図である。学習部１４０は、変換データ６１の量
を入力ベクトルとして、ニューラルネットワーク４１の順伝播の計算を行い、出力値を算
出する。例えば学習部１４０は、入力ベクトルの各成分の量に、その量の入力先のユニッ
トの重みの値を乗算し、成分ごとの乗算結果の合計を、順伝播の出力値とする。図１３の
例では、出力値は「２．１」（１×１．２＋３×（－０．１）＋０×（－０．９）＋２×
（０．６））である。学習部１４０は、出力値「２．１」と教師ラベル「１．０」との差
を計算する。例えば学習部１４０は出力値から教師ラベルの値を減算し、差「１．１」を
得る。この差は、出力値が「１．１」だけ大きすぎることを意味する。
【００７９】
　次に学習部１４０は、誤差逆伝播により、入力層へ入力する値の誤差を計算する。例え
ば学習部１４０は、教師ラベルとの差を各ユニットの重みの値に乗算し、乗算結果を、そ
のユニットへ入力する量の誤差とする。そして学習部１４０は、入力層のユニットごとの
誤差を成分とするベクトルを生成することで、誤差ベクトル（１．３，－０．１，－１．
０，０．７）を得る。誤差ベクトルの成分の符号が正の場合、入力層の対応するユニット
への入力値が大きすぎることを意味する。誤差ベクトルの成分の符号が負の場合、入力層
の対応するユニットへの入力値が小さすぎることを意味する。
【００８０】
　また学習部１４０は、初期状態の照合パタン５１（図１２参照）の「Ｓ’１，Ｒ’１」
のレコードの量を「１」だけ増加させて「１．２」とした照合パタン５２を生成する。次
に学習部１４０は、入力データ３１の順序付けを行い、照合パタン５２と類似度が最大と
なる変換データ６２を生成する。次に学習部１４０は、元の変換データ６１と新たに生成
した変換データ６２との量を、通信元ホスト（項Ｓ）と通信先ホスト（項Ｒ）との組が同
じレコード同士で比較し、量の変分を計算する。例えば変換データ６２の「Ｓ’１，Ｒ’
１」の量「３」から、変換データ６１の「Ｓ’１，Ｒ’１」の量「１」を減算し、減算結
果「２」を「Ｓ’１，Ｒ’１」に対応する量の変分とする。学習部１４０は、レコードご
とに計算した量の変分を成分とする変分ベクトル（２，－２，２，－２）を生成する。
【００８１】
　学習部１４０は、誤差ベクトル（１．３，－０．１，－１．０，０．７）と変分ベクト
ル（２，－２，２，－２）との内積を計算し、得られた内積「－０．６」を「Ｓ’１，Ｒ
’１」の量の変動値とする。学習部１４０は、例えば、通信元ホスト（項Ｓ）と通信先ホ
スト（項Ｒ）との組「Ｓ’１，Ｒ’１」に対応付けて、変動値「－０．６」を変動データ
８０に設定する。
【００８２】
　誤差ベクトルは、各入力値について、出力値の誤差を拡大させる方向にどの程度ずれて
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いるのかを示している。そのため「Ｓ’１，Ｒ’１」のレコードの量を「１」だけ増加さ
せたときの変分ベクトルが誤差ベクトルと類似している場合、その量の増加が、出力値の
誤差を拡大させる方向に作用することを意味する。すなわち、誤差ベクトルと変分ベクト
ルとの内積が正の場合、「Ｓ’１，Ｒ’１」の量を増加させると、出力値の誤差が拡大す
る。誤差ベクトルと変分ベクトルとの内積が負の場合、「Ｓ’１，Ｒ’１」の量を増加さ
せると、出力値の誤差が縮小する。
【００８３】
　図１４は、機械学習の例を示す第３の図である。学習部１４０は、初期状態の照合パタ
ン５１（図１２参照）の「Ｓ’２，Ｒ’１」のレコードの量を「１」だけ増加させて「１
．１」とした照合パタン５３を生成する。次に学習部１４０は、入力データ３１の順序付
けを行い、照合パタン５３と類似度が最大となる変換データ６３を生成する。次に学習部
１４０は、元の変換データ６１と新たに生成した変換データ６３との量を、通信元ホスト
（項Ｓ）と通信先ホスト（項Ｒ）との組が同じレコード同士で比較し、量の変分を計算す
る。そして学習部１４０は、レコードごとに計算した量の変分を成分とする変分ベクトル
（０，０，０，０）を生成する。学習部１４０は、誤差ベクトル（１．３，－０．１，－
１．０，０．７）と変分ベクトル（０，０，０，０）との内積を計算し、得られた内積「
０．０」を「Ｓ’２，Ｒ’１」の量の変動値として、変動データ８０に設定する。
【００８４】
　図１５は、機械学習の例を示す第４の図である。学習部１４０は、初期状態の照合パタ
ン５１（図１２参照）の「Ｓ’１，Ｒ’２」のレコードの量を「１」だけ増加させて「０
．７」とした照合パタン５４を生成する。次に学習部１４０は、入力データ３１の順序付
けを行い、照合パタン５４と類似度が最大となる変換データ６４を生成する。次に学習部
１４０は、元の変換データ６１と新たに生成した変換データ６４との量を、通信元ホスト
（項Ｓ）と通信先ホスト（項Ｒ）との組が同じレコード同士で比較し、量の変分を計算す
る。そして学習部１４０は、レコードごとに計算した量の変分を成分とする変分ベクトル
（１，－３，３，－１）を生成する。学習部１４０は、誤差ベクトル（１．３，－０．１
，－１．０，０．７）と変分ベクトル（１，－３，３，－１）との内積を計算し、得られ
た内積「－２．１」を「Ｓ’１，Ｒ’２」の量の変動値として、変動データ８０に設定す
る。
【００８５】
　図１６は、機械学習の例を示す第５の図である。学習部１４０は、初期状態の照合パタ
ン５１（図１２参照）の「Ｓ’２，Ｒ’２」のレコードの量を「１」だけ増加させて「１
．４」とした照合パタン５５を生成する。次に学習部１４０は、入力データ３１の順序付
けを行い、照合パタン５５と類似度が最大となる変換データ６５を生成する。次に学習部
１４０は、元の変換データ６１と新たに生成した変換データ６５との量を、通信元ホスト
（項Ｓ）と通信先ホスト（項Ｒ）との組が同じレコード同士で比較し、量の変分を計算す
る。そして学習部１４０は、レコードごとに計算した量の変分を成分とする変分ベクトル
（－１，－１，１，１）を生成する。学習部１４０は、誤差ベクトル（１．３，－０．１
，－１．０，０．７）と変分ベクトル（－１，－１，１，１）との内積を計算し、得られ
た内積「－１．５」を「Ｓ’２，Ｒ’２」の量の変動値として、変動データ８０に設定す
る。
【００８６】
　図１７は、機械学習の例を示す第６の図である。学習部１４０は、変換データ６１の各
レコードの量に、ニューラルネットワーク４１の順伝播の計算結果と教師ラベルとの差「
１．１」を乗算する。学習部１４０は、乗算結果に、定数αをさらに乗算する。定数αの
値は、例えばニューラルネットワーク４１のステップサイズであり、図１１～図１７に示
した例では「α＝１」である。学習部１４０は、「変換データ６１の量×教師ラベルとの
差「１．１」×定数α」の結果を、パラメータ群７１のパラメータから減算する。
【００８７】
　例えば学習部１４０は、入力層の１つめのユニットに対応する重み「Ｗ１」の値「１．
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２」から、そのユニットへ入力する量「１」に「１．１」とα「１」を乗算した結果「１
．１」を減算し、新たな重み「Ｗ１」の値「０．１」とする。同様に、入力層のユニット
ごとに、重みのパラメータの値が更新され、新たなパラメータ群７２が生成される。
【００８８】
　また学習部１４０は、通信元ホスト（項Ｓ）と通信先ホスト（項Ｒ）との組ごとに、照
合パタン５１に示される量から、変動データ８０の変動値に定数αを乗算した値を減算す
る。そして学習部１４０は、通信元ホスト（項Ｓ）と通信先ホスト（項Ｒ）との組ごとの
計算結果を、更新後の照合パタン５６の量の値とする。例えば「Ｓ’１，Ｒ’１」の量は
、「０．８」（０．２－１×（－０．６））に更新される。
【００８９】
　入力データが複数ある場合、学習部１４０は、入力データごとに算出された変換データ
６１の量の平均値を用いて、パラメータ群７１の重みの値を更新する。また学習部１４０
は、入力データごとに算出された変動データ８０の変動値の平均値を用いて、照合パタン
５１の量を更新する。
【００９０】
　このようにして学習部１４０により、ニューラルネットワークにより算出される誤差を
利用して、照合パタンが更新される。最終的に出力された照合パタンを用いて、解析部１
６０が通信ログの分類を行う。例えば解析部１６０は、学習フラグがない通信ログを、照
合パタンとの類似度が最大になるように変換する。そして、解析部１６０は、変換後のデ
ータをニューラルネットワークへの入力値として入力し、ニューラルネットワークの出力
値を計算する。その際、解析部１６０は、学習部１４０によって生成されたパラメータ群
によって、各ユニットへの入力値を重み付けする。そして解析部１６０は、ニューラルネ
ットワークの出力値により、例えば、通信ログの取得間内に不正通信が行われたか否かを
判定する。すなわち、その通信ログが、正常な通信の記録なのか、不正な通信の記録なの
かの分類が行われる。このようにして、入力データの適切な順序付けにより、高精度の分
類が可能となる。
【００９１】
　しかも、順序付けのすべてのパタンを探索することなく、現実的な計算量で最適な順序
付けが探索可能となり、計算量も少なくて済む。例えば、３項目の人またはものがあり、
各項目の種類数がそれぞれ「Ａ，Ｂ，Ｃ」（Ａ，Ｂ，Ｃは１以上の整数）であるものとす
る。また、各項目から１種類ずつの人またはものの組み合わせに対応する数値がＮ個（Ｎ
は１以上の整数）あるものとする。適切な照合結果を得るために探索するすべての順序付
けのパタンは（Ａ！Ｂ！Ｃ！）N通りになる。この場合、数値の数が増えると、現実的な
時間で機械学習の計算をするのが困難となる。第２の実施の形態では、照合パタンにおけ
る３つの項目の種類数を「Ａ’，Ｂ’，Ｃ’」（Ａ’，Ｂ’，Ｃ’は１以上の整数）とす
る。またニューラルネットワークの更新回数をＥ（Ｅは１以上の整数）とする。この場合
、Ａ’Ｂ’Ｃ’（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）ＮＥに比例する計算量となり、現実的な計算量で計算可能
である。
【００９２】
　〔その他の実施の形態〕
　第２の実施の形態は、通信ログの分類の機械学習に関する例であるが、通信ログの分類
以外にも、入力値の順番が精度に影響する場合がある。例えば、化合物の位置に関わらず
活性をもつ構造により、化合物を分類したい場合が考えられる。化合物の分類に対しても
、照合パタンを用いて適切な順序付けを行うことで、精度の高い分類が可能となる。
【００９３】
　図１８は、化合物の分類例を示す図である。例えば複数の化合物構造データ９１，９２
，・・・を、その化合物の働きに応じて分類する場合を考える。化合物構造データ９１，
９２，・・・には、化合物を構成する物質のうちの２つの物質間の関係を示す複数のレコ
ードが含まれているものとする。
【００９４】
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　分類に強く寄与する関係（図中、破線の円で囲まれた関係）が、変数値間の関係全体の
構造とは無関係に出現する場合がある。ニューラルネットワークを用いた分類において、
化合物構造データ９１，９２，・・・内の関係の順番が不適切だと、正しく分類できない
可能性がある。そこで、分類精度を高めるように最適化された照合パタンを用いて、化合
物構造データ９１，９２，・・・内の関係を順序付けることで、化合物の位置に関わらず
活性をもつ構造が存在する場合でも、化合物を正しく分類できる。
【００９５】
　以上、実施の形態を例示したが、実施の形態で示した各部の構成は同様の機能を有する
他のものに置換することができる。また、他の任意の構成物や工程が付加されてもよい。
さらに、前述した実施の形態のうちの任意の２以上の構成（特徴）を組み合わせたもので
あってもよい。
【符号の説明】
【００９６】
　１　ニューラルネットワーク
　２　入力データ
　２ａ～２ｅ　変換データ
　３，３ａ　照合パタン
　４　教師データ
　５　入力値の誤差
　６　変動情報
　１０　機械学習装置
　１１　記憶部
　１２　処理部

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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