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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　種類で分類されるアイテムと、前記アイテムの属するシーケンスＩＤと、アイテム間の
順序関係を示す情報の組が複数格納されたデータベースのデータを、処理部を有するコン
ピュータによって解析するデータ解析方法であって、
　前記データベースを検索して、同じシーケンスＩＤを有するアイテムをその順序関係に
従って並べた時系列パターンを前記処理部が作成するステップと、
　前記時系列パターンのうち、前記時系列パターンの部分である部分時系列パターンが最
後尾を含んで末尾から１以上一致し、かつ該部分時系列パターンより前に現れるアイテム
の種類が一致する時系列パターンを１つの時系列パターングループとして前記処理部が抽
出するステップと、
　前記データベースから抽出された時系列パターングループについての情報を前記処理部
が出力部に出力するステップと
を含むことを特徴とするデータ解析方法。
【請求項２】
　請求項１記載のデータ解析方法において、１つの時系列パターングループに属する時系
列パターンが現れるシーケンスＩＤの総数の全シーケンスＩＤに対する割合である支持度
の最小値と、１つの時系列パターングループに含まれる時系列パターンの種類の数である
グループサイズの最大値を入力するステップを有し、
　支持度が前記入力された最小値以上であり、グループサイズが前記入力された最大値以
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下である時系列パターングループを抽出することを特徴とするデータ解析方法。
【請求項３】
　請求項１記載のデータ解析方法であって、
　前記時系列パターングループを抽出するステップは、
　所定の部分時系列パターンを含む時系列パターンの中で、前記所定の部分時系列パター
ンの最後の出現位置よりも前に現れるアイテムの組合せからなるアイテムパターンを前記
処理部が抽出する第１のステップと、
　前記抽出されたアイテムパターンを前記所定の部分時系列パターンの先頭に加えること
によって時系列パターングループを前記処理部が作成する第２のステップと、
　前記所定の部分時系列パターンを含む時系列パターンのうち、前記所定の部分時系列パ
ターンの最後の出現位置よりも前に現れる、前記抽出されたアイテムパターンに含まれる
全てのアイテムを含む時系列パターンを前記処理部が導出し、前記作成した時系列パター
ングループに加える第３のステップと
を含むことを特徴とするデータ解析方法。
【請求項４】
　請求項３記載のデータ解析方法において、１つの時系列パターングループに属する時系
列パターンが現れるシーケンスＩＤの総数の全シーケンスＩＤに対する割合である支持度
の最小値と、１つの時系列パターングループに含まれる時系列パターンの種類の数である
グループサイズの最大値を入力するステップを有し、
　支持度が前記入力された最小値以上であり、グループサイズが前記入力された最大値以
下である時系列パターングループを抽出することを特徴とするデータ解析方法。
【請求項５】
　請求項４記載のデータ解析方法において、前記第１のステップにおいて抽出するアイテ
ムパターンを前記入力された支持度の最小値以上であるアイテムパターンに限定し、前記
第３のステップにおいて導出された時系列パターンの種類数が前記入力されたグループサ
イズの最大値を超える時系列パターングループの抽出を省略することを特徴とするデータ
解析方法。
【請求項６】
　請求項３記載のデータ解析方法において、
　第１の時系列パターンを末尾の部分時系列パターンとして含む時系列パターンを末尾と
する時系列パターングループを、
　前記第１の時系列パターンを末尾とする時系列パターングループを前記第１のステップ
と第２のステップと第３のステップによって抽出した後に、
　前記第１の時系列パターンの前に任意のアイテムパターンを追加することによって作成
される第２の時系列パターンを末尾とする時系列パターングループを抽出するステップと
、
　前記第１の時系列パターンの先頭のアイテムセットに任意のアイテムセットを追加する
ことによって作成される第３の時系列パターンを末尾とする時系列パターンを抽出するス
テップと、
　を繰り返すことによって抽出することを特徴とするデータ解析方法。
【請求項７】
　請求項４記載のデータ解析方法において、
　第１の時系列パターンを末尾の部分時系列パターンとして含む時系列パターンを末尾と
する時系列パターングループを、
　前記第１の時系列パターンを末尾とする時系列パターングループを前記第１のステップ
と第２のステップと第３のステップによって抽出する第４のステップと、
　第４のステップの後に、
　前記第１の時系列パターンの前に前記第１のステップにおいて抽出されたアイテムパタ
ーンを追加することによって作成される第２の時系列パターンを末尾とする時系列パター
ングループを抽出する第５のステップと、
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　前記第１の時系列パターンの先頭のアイテムセットに支持度が前記入力された最小値以
上であるアイテムセットを追加することによって作成される第３の時系列パターンを末尾
とする時系列パターンを抽出する第６のステップと、
　を繰り返すことによって抽出することを特徴とするデータ解析方法。
【請求項８】
　請求項７記載のデータ解析方法において、
　前記第４のステップにおいて支持度が前記入力された最小値以上である時系列パターン
が抽出されなかった場合に第５のステップと第６のステップを省略することを特徴とする
データ解析方法。
【請求項９】
　種類で分類されるアイテムと、前記アイテムの属するシーケンスＩＤと、アイテム間の
順序関係を示す情報の組が複数格納されたデータベースのデータを解析するデータ解析シ
ステムであって、
　解析対象のデータベースを指定する入力部と、
　前記指定されたデータベースを検索することによって同じシーケンスＩＤを有するアイ
テムをその順序関係に従って並べた時系列パターンを作成する処理と、前記時系列パター
ンのうち、前記時系列パターンの部分である部分時系列パターンが最後尾を含んで末尾か
ら１以上一致し、かつ該部分時系列パターンより前に現れるアイテムの種類が一致する時
系列パターンを１つの時系列パターングループとする処理とによって、時系列パターング
ループを抽出するデータ処理部と、
　前記抽出された時系列パターングループについての情報を出力する出力部と
を含むことを特徴とするデータ解析システム。
【請求項１０】
　請求項９記載のデータ解析システムにおいて、
　前記入力部は、１つの時系列パターングループに属する時系列パターンが現れるシーケ
ンスＩＤの総数の全シーケンスＩＤに対する割合である支持度の最小値を入力する支持度
入力部と、１つの時系列パターングループに含まれる時系列パターンの種類の数であるグ
ループサイズの最大値を入力するグループサイズ入力部を有し、
　前記データ処理部は、前記入力部から入力された支持度の最小値とグループサイズの最
大値を満たす時系列パターングループを抽出することを特徴とするデータ解析システム。
【請求項１１】
　請求項９記載のデータ解析システムにおいて、前記時系列パターングループについての
情報には、当該時系列パターングループに属する時系列パターンと、前記時系列パターン
の支持度が含まれることを特徴とするデータ解析システム。
【請求項１２】
　請求項９記載のデータ解析システムであって、
　前記データ処理部は、所定の部分時系列パターンを含む時系列パターンの中で、前記所
定の部分時系列パターンの最後の出現位置よりも前に現れるアイテムの組合せからなるア
イテムパターンを抽出する処理と、該抽出されたアイテムパターンを前記所定の部分時系
列パターンの先頭に加えることによって時系列パターングループを作成する処理と、前記
所定の部分時系列パターンを含む時系列パターンの、該所定の部分時系列パターンの最後
の出現位置よりも前に現れ、前記抽出されたアイテムパターンに含まれる全てのアイテム
を含む時系列パターンを導出し、前記作成した時系列パターングループに加える処理と、
を行うことを特徴とするデータ解析システム。
【請求項１３】
　請求項１２記載のデータ解析システムにおいて、１つの時系列パターングループに属す
る時系列パターンが現れるシーケンスＩＤの総数の全シーケンスＩＤに対する割合である
支持度の最小値を入力する支持度入力部と、１つの時系列パターングループに含まれる時
系列パターンの種類の数であるグループサイズの最大値を入力するグループサイズ入力部
を有することを特徴とするデータ解析システム。
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【請求項１４】
　請求項１２記載のデータ解析システムにおいて、前記時系列パターングループについて
の情報には、当該時系列パターングループに属する時系列パターンと、前記時系列パター
ンの支持度が含まれることを特徴とするデータ解析システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データベース及びデータウェアハウスを対象にしたデータ解析方法及びシス
テムに関し、特にデータベースのレコードを解析してレコードに含まれるデータの出現順
序の規則性を明らかにするデータマイニングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　膨大なデータを解析することによって、その中に埋もれた有用なパターンを抽出するデ
ータマイニングの基本技術として頻出アイテムセット抽出がある。頻出アイテムセットと
は、データベース中のレコードにおいてユーザが指定した頻度以上のレコード数に含まれ
るアイテム（項目）の組合せであり、頻出アイテムセットとその頻度から相関ルールの導
出などが可能となる。頻出アイテムセット抽出方法には、例えば特許文献１，２や非特許
文献１に記載された方法がある。
【０００３】
　アイテムセットではデータの出現順序が考慮されないが、データの時間軸上の出現順序
パターンを解析するものに時系列パターンがある。例えば、バスケット分析ではＰＯＳデ
ータと顧客情報から、「商品Ａを購入し、次に商品ＢとＣを購入した顧客は、次に商品Ｄ
を購入する」のような顧客購買パターンを知ることが可能であり、商品の販売戦略に活用
できる。また、Ｗｅｂサイトのアクセスログからユーザの典型的なアクセスパターンを知
ることが可能であり、異常なアクセスパターンの検出に活用出来る。
【０００４】
　時系列パターンを抽出する研究は、データマイニングの分野で行われてきた。例えば、
特許文献３、非特許文献２，３，４に記載の方法がある。これら従来手法では、アイテム
の組合せとタイムスタンプ（時刻）又は出現順序を示す識別子からなるデータベースから
、ユーザによって予め設定された支持度（出現頻度の全データに対する割合）の最小値（
最小支持度）以上となる時系列パターンを抽出する。時系列パターンはアイテムの組合せ
（アイテムセット）の出現順序を含んだパターンであり、１以上のｎ個のアイテムセット
からなる時系列パターンはIS１→…→ISｎで示される。ここで、IS１，…，ISｎはアイテ
ムセットであり、アイテムセットは１以上のアイテムからなる。ある時系列パターンの支
持度は、全データベース中でその時系列パターンを含むデータの割合である。最小支持度
以上となる時系列パターンは頻出時系列パターンと呼ばれ、時系列パターンの部分的な時
系列パターンは部分時系列パターンと呼ばれる。頻出時系列パターン抽出は、候補となる
時系列パターン（候補時系列パターン）の作成とデータベーススキャンによるデータベー
ス中に現れる該候補時系列パターンの頻度の数え上げとの繰り返し、又は、データベース
を縮約した木構造を辿ることによって候補時系列パターンの作成と同時に頻度の数え上げ
、又は、データベースから作成したビットマップの結合演算の繰り返しなどによって行わ
れる。これら従来技術は、データベース中のデータの出現順序をそのまま捕らえた時系列
パターンを抽出する。
【０００５】
　ノイズを考慮した時系列パターン抽出手法として、特許文献４の手法がある。特許文献
４の手法は、データベース中のデータがノイズによって別のデータに置き換えられる場合
を考慮し、時系列パターンの頻度をデータベース中の出現頻度でなく、事前に与えられた
各データが別のデータに置き換えられる確率情報を用いて、本来の出現頻度を算出する方
法である。特許文献４は、データの出現順序の乱れでなく、データの置き換えを考慮して
時系列パターンを抽出する方法である。
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【０００６】
【特許文献１】特開平８－２８７１０６号公報
【特許文献２】米国特許第５，７９４，２０９号明細書
【特許文献３】特開平８－２６３３４６号公報
【特許文献４】米国特許第６，６９１，１１０号明細書
【非特許文献１】J.Han, J.Pei, Y.Yin, "Mining Frequent Patterns without Candidate
 Generation", in proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Managemen
t of Data,2000
【非特許文献２】R.Agrawal, R.Srikant, "Mining Sequential Patterns: Generalizatio
ns and Performance Implements", in proceedings of International Conference on Ex
tending Database Technology, 1996
【非特許文献３】J.Pei, J.Han, A.Behzad, H.Pinto, "PrefixSpan: Mining Sequential 
Patterns Efficiently by Prefix Projected Pattern Growth", in proceedings of Inte
rnational Conference on Data Enginerring, 2001
【非特許文献４】J.Ayres, J.Flannick, J.Gehrke, T.Yiu, "Sequential Pattern Mining
 using a Bitmap Representation", in proceedings of ACM SIGKDD International Conf
erence on Knowledge Discovery and Data Mining, 2002
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　データ収集技術の発展により、データベース中のデータの出現順序と実際の発生順序に
乱れが生じる場合がある。例えば、ＯＳのシステムログは様々な機能が非常に短い時間間
隔で膨大なデータを記録するため、実際のイベントの発生順序とデータベース中のデータ
の出現順序が一致しない場合がある。これはデータベース中のデータのタイムスタンプは
該データが記録された時刻であり、イベントが発生した時刻でないことが原因である。ま
た、時系列パターンを利用する場面では、データの出現順序が違うが、同じ内容を示す場
合がある。
【０００８】
  例えば、医療分野の臨床データでは、同じ内容の同じ目的での患者への処置でも、手技
や処方の順序は患者によって違いがあり、データ解析においては、その順序の違いを無視
することが重要となる場合がある。ウェブアクセスログのクリックストリームにおいても
、同じ目的でもユーザによってページのアクセス順序に違いが生じる場合がある。これら
を全く別のアクセスパターンと考えた場合、有用なアクセスパターンを見逃す場合がある
。従来技術は、データベース中のデータの出現順序を出現した順序通りの時系列パターン
として数え上げるのみであるため、この問題に対応することが出来ない。
【０００９】
　このように従来技術は、データの出現順序が違うが同一のデータが出現し、同一のデー
タに至る時系列パターンを全て抽出することが出来ない場合があるという問題がある。特
許文献３、非特許文献２，３，４を用いた場合、最小支持度を満たす時系列パターンのみ
が抽出され、最小支持度を満たさない時系列パターンは抽出されない。例えば、データベ
ースのレコード数が１００件であり、時系列パターンＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄが２０件、Ａ→Ｃ→
Ｂ→Ｄが８件含まれるとする。最小支持度が１０％の場合、従来手法では、時系列パター
ンＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄは抽出されるが、Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｄは抽出されない。本来は、時系列パタ
ーンＡ→Ｂ→Ｃ→ＤとＡ→Ｃ→Ｂ→Ｄは、同じデータＤに至る時系列パターンとして結果
を出力しなければならない。従来手法ではＡ→Ｃ→Ｂ→Ｄが抽出されないため、全ての結
果が抽出されない。特許文献４の手法は、本発明とは目的、処理手順、得られる結果が異
なる。
【００１０】
　本発明の第一の目的は、シーケンスの識別子とタイムスタンプ（時刻）又は順序関係を
示す識別子と１以上のアイテム（データ項目）とからなるレコードの集合であるデータベ
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ースから、データの出現順序の乱れを許容した上で時系列パターンを抽出する方法及びシ
ステムを提供することである。
【００１１】
　本発明の第二の目的は、時系列パターングループ及び時系列パターングループに属する
全ての時系列パターンを抽出する方法及びシステムを提供することである。
【００１２】
　本発明の第三の目的は、時系列パターングループ抽出及び時系列パターングループに属
する時系列パターン導出の処理量を低減する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明では、データの出現順序の乱れを許容した上で時系列パターンを抽出するため、
末尾の１以上のアイテムセットからなる部分時系列パターンが一致し、その他の部分時系
列パターンを構成するアイテムの種類が一致する時系列パターンを１つのグループとして
まとめた時系列パターングループを抽出する。時系列パターングループに含まれる時系列
パターンはデータの出現順序は異なるが、同一のデータの出現によって、同一の結果に至
る時系列パターンとなる。
【００１４】
　本発明による時系列パターン抽出方法の１つの特徴は、シーケンスの識別子とタイムス
タンプ（時刻）又は順序関係を示す識別子と１以上のアイテム（データ項目）とからなる
レコードの集合であるデータベースから、末尾から１以上の部分時系列パターンが一致し
、該一致する部分時系列パターンより前に現れるアイテムの種類が一致する時系列パター
ンを１つのグループとしてまとめた時系列パターングループを抽出することである。
【００１５】
　本発明の別の特徴は、前記データベースから、所定の支持度の最小値である最小支持度
と１つの時系列パターングループにまとめられた時系列パターンの種類数の最大値である
最大グループサイズを満たす全ての時系列パターングループを抽出することである。
【００１６】
　本発明の別の特徴は、ある時系列パターンを末尾とする時系列パターングループを、末
尾として指定された時系列パターンを含むシーケンスレコードの該時系列パターンの最後
の出現位置よりも前に現れるアイテムの組合せからアイテムパターンを抽出し、抽出され
たアイテムパターンと末尾として指定された時系列パターンを組み合わせることによって
時系列パターングループを作成する処理と、末尾として指定された時系列パターンを含む
シーケンスレコードの該時系列パターンの最後の出現位置よりも前に現れる部分時系列パ
ターンから、該アイテムパターンに含まれないアイテムを削除することによって時系列パ
ターンを導出する処理と、によって抽出することである。
【００１７】
　本発明の別の特徴は、ある時系列パターンを末尾とする時系列パターングループが抽出
されたとき、該時系列パターングループ抽出処理において抽出されたアイテムパターンを
該末尾として指定された時系列パターンの前に追加することによって作成された時系列パ
ターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処理と、該末尾として指定された時系列
パターンの先頭のアイテムセットに追加することによって作成された時系列パターンを末
尾とする時系列パターングループ抽出処理とを繰り返すことによって時系列パターングル
ープを抽出することである。
【００１８】
　本発明の別の特徴は、ある時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処
理において抽出されるアイテムパターンを頻出アイテムパターンに限定することによって
、時系列パターンの作成と時系列パターン導出を行うアイテムパターンの種類数を限定す
ること、導出された時系列パターンの種類数が最大グループサイズを超えない時系列パタ
ーングループのみ出力することによって、所定の最小支持度と最大グループサイズの条件
を共に満たす時系列パターングループを全て抽出することである。
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【００１９】
　データベース中のアイテムは、離散値又は離散値に対応付けることが出来る値であるこ
とが好ましい。
【００２０】
　最大グループサイズの設定は省略しても良く、その場合には最大グループサイズを無限
大として処理を行うことによって、所定の最小支持度を満たす全ての時系列パターングル
ープを抽出する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によると、データの出現順序の乱れを許容した上で時系列パターンを抽出するこ
とが可能となる。
【００２２】
　最小支持度と最大グループサイズが設定された場合、本発明によって最小支持度と最大
グループサイズを共に満たす全ての時系列パターングループを抽出することが可能となる
。
【００２３】
　また、本発明のある時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処理にお
いて抽出されるアイテムパターンを頻出アイテムパターンに限定すること、ある時系列パ
ターンを末尾とする時系列パターングループ抽出後に抽出されたアイテムセットを利用し
て作成した該末尾とする時系列パターンを含む時系列パターングループ抽出処理を続けて
行うこと、によって解析処理量を低減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２５】
　はじめに、本発明において利用する用語を定義する。データベースはレコードの集合か
らなり、レコードはシーケンスの識別子（シーケンスＩＤ）とタイムスタンプ又は順序関
係を示す識別子とアイテム（項目）の組合せからなる。アイテムは離散値であり、アイテ
ムの組合せをアイテムセットと呼ぶ。アイテムセットを構成するアイテムの数を長さと呼
ぶ。アイテムが連続値の場合、範囲分割などによって区分けし、各区分けに特定の離散値
を割り当てることにより、連続値を離散値に対応付けることが可能である。また、離散値
をグループに分類し、各分類を特定の離散値に対応付けることにより、アイテムに含まれ
ない離散値に対応付けることも可能である。また、あるアイテムセットＩＳａとＩＳｂに
ついて、ＩＳａを構成するアイテムが全てＩＳｂに含まれている場合、ＩＳｂはＩＳａを
含むと表現し、ＩＳａ⊆ＩＳｂと表現する。データベースの例を表１に示す。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　例えば、小売業における購買履歴データの場合、１レコードはある顧客の１回の買い物
を意味し、シーケンスＩＤは顧客番号、タイムスタンプは購買日時、アイテムの組合せは
購入商品のリストとなる。
【００２８】
　データベースのレコードのアイテムの組合せを各々のシーケンスＩＤについてタイムス
タンプ又は順序関係を示す識別子の順にソートした順列を、シーケンスレコードと呼ぶ。
表１のデータベースをシーケンスレコード形式としたデータベースを表２に示す。
【００２９】
【表２】

【００３０】
　時系列パターンはアイテムセットの重複順列であり、１以上のｎ個のアイテムセットＩ
Ｓ１，…，ＩＳｎから構成される時系列パターンはＩＳ１→…→ＩＳｎと表現される。あ
る時系列パターンは、データベース中で該時系列パターンが現れるシーケンスレコードの
数である支持回数と、該支持回数のデータベースの全シーケンスレコード数に対する割合
である支持度を評価値として持つ。ここで、シーケンスレコードの数は、異なるシーケン
スＩＤの種類数と等しい。表２に示したデータベースの例では、シーケンスレコード数は
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５であり、例えば、時系列パターンＣ，Ｄ→Ａの支持回数は２、支持度は０．４となる。
【００３１】
  ここで、シーケンスレコードと時系列パターンは等しい情報を示すが、本発明において
はデータベースに含まれるレコードによる時系列パターンをシーケンスレコードと呼ぶこ
ととする。シーケンスレコードと時系列パターンは等しい特性を持つが、シーケンスレコ
ードは評価値を持たない。ある時系列パターンＳＡ＝Ａ１→…→ＡｎとＳＢ＝Ｂ１→…→
Ｂｍについて、Ａｉ１⊇Ｂ１、…、Ａｉｍ⊇Ｂｍを満たす整数ｉ１＜…＜ｉｍが存在する
とき、ＳＡはＳＢを含むと表現し、ＳＢはＳＡの部分時系列パターンである。例えば、時
系列パターンＣ→Ｄ，Ｅ→Ｈは時系列パターンＧ→Ｃ，Ｈ→Ｉ→Ｄ，Ｅ，Ｆ→Ｈの部分時
系列パターンであるが、時系列パターンＣ→Ｅは時系列パターンＣ，Ｅ→Ｆの部分時系列
パターンではない。
【００３２】
　また、アイテムセットもデータベース中で該アイテムセットを含むレコードのシーケン
スＩＤの種類数である支持回数と該支持回数の全シーケンスレコード数に対する割合であ
る支持度を評価値として持つ。表２に示したデータベースの例では、例えばアイテムセッ
トＡ，Ｂの支持回数は２、支持度は０．４となる。
【００３３】
　アイテムセットはレコード毎のアイテムの組合せであるが、シーケンスレコード単位で
のアイテムの組合せをアイテムパターンと呼ぶ。アイテムパターンもデータベース中で該
アイテムパターンを含むシーケンスレコード数である支持回数と該支持回数の全シーケン
スレコード数に対する割合である支持度を評価値として持つ。表２に示したデータベース
の例では、例えばアイテムパターンＡ，Ｂの支持回数は４、支持度は０．８となる。
【００３４】
　時系列パターンのうち、１以上のアイテムセットからなる末尾の部分時系列パターンが
一致し、該部分時系列パターンよりも前に現れるアイテムの種類（アイテムパターンと呼
ぶ）が一致する時系列パターンを１つのグループとし、時系列パターングループと呼び、
該時系列パターンは該時系列パターングループに属すると表現する。時系列パターンはア
イテムの組合せと時系列パターンから、｛アイテムの組合せ｝→時系列パターンの形で表
現される。該時系列パターンは該時系列パターングループに属する全ての時系列パターン
に一致する１以上のアイテムセットからなる末尾の部分時系列パターン、該アイテムの組
合せは該時系列パターングループに属する時系列パターンの全ての時系列パターンに一致
する部分時系列パターンより前に現れるアイテムの組合せである。時系列パターングルー
プは支持度とグループサイズの評価値を持つ。時系列パターングループの支持度は、該時
系列パターングループに含まれる時系列パターンの支持回数の総和の全シーケンスレコー
ド数に対する割合である。時系列パターングループのグループサイズは、該時系列パター
ングループに含まれる時系列パターンの種類数である。表２に示したデータベースの例に
おいては、末尾の部分時系列パターンがＡであり、アイテムパターンがＢ，Ｃである時系
列パターングループ｛Ｂ，Ｃ｝→Ａでの支持度は０．６、グループサイズは２であり、該
時系列パターングループに属する時系列パターンＢ→Ｃ→Ａ（支持度０．４）、Ｃ→Ｂ→
Ａ（支持度０．２）となる。
【００３５】
　時系列パターングループ抽出処理は、解析対象のデータベースから支持度の最小値であ
る最小支持度とグループサイズの最大値である最大グループサイズを共に満たす時系列パ
ターングループとその時系列グループパターンに含まれる時系列パターンを全て抽出する
ことである。
【００３６】
　また、最小支持度の値を満たすアイテムセット、アイテムパターンをそれぞれ頻出アイ
テムセット、頻出アイテムパターンと呼ぶ。
【実施例１】
【００３７】
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　図１は、本発明の第１の実施形態のシステム構成例を示す図である。このシステムは、
処理部１０１と記憶部１０２とデータ格納部１０３を有する。処理部と記憶部はコンピュ
ータからなり、解析対象のデータベースはデータ格納部に格納されている。処理部１０１
は頻出アイテムセット抽出部１１１、時系列パターングループ抽出部１１２を備え、解析
対象データベースと最小支持度と最大グループサイズをデータあるいはファイルなどの形
式で入力値情報（１２１）として、頻出アイテムについてアイテムセットと頻度と支持度
の組を表形式又はリスト形式などで頻出アイテムセット情報（１２２）として、頻出アイ
テムパターンについて時系列パターングループ表現形式とアイテムパターンと頻度と支持
度の組を表形式又はリスト形式などで頻出アイテムパターン情報（１２３）として、時系
列パターングループについて時系列パターングループ表現形式と支持度とグループサイズ
の組、時系列パターングループに属する時系列パターンについて時系列パターングループ
表現形式と時系列パターンと支持度の組を表形式又はリスト形式などで時系列パターング
ループ情報（１２４）として記憶部１０２に保持する。また、処理部１０１には、キーボ
ードやマウスなどを備える入力部１０４、及びディスプレイやプリンタ等からなる出力部
１０５が接続されている。
【００３８】
　図２は、本発明のユーザインタフェースの例を示している。このユーザインタフェース
２０１は、解析対象のデータベースを指定する解析データベース指定部２０２、抽出する
時系列パターングループの最小支持度を入力する最小支持度入力部２０３、最大グループ
サイズを入力する最大グループサイズ入力部２０４、処理の実行を指令する実行ボタン２
０５、抽出された時系列パターングループをその評価値と属する時系列パターンと共に表
示する結果表示部２０６からなる。ユーザは解析対象のデータベースを解析データベース
指定部２０２で指定し、抽出する時系列パターングループの支持度の最小値を最小支持度
入力部２０３に、時系列パターングループに含まれる時系列パターンの種類数であるグル
ープサイズの最大値を最大グループサイズ入力部２０４にそれぞれ入力する。実行ボタン
２０５によって、時系列パターングループ抽出処理を開始する。抽出された時系列パター
ングループは時系列パターングループ毎に時系列パターングループ、該時系列パターング
ループの支持度とグループサイズ、及び、該時系列パターングループに属する時系列パタ
ーン、該時系列パターンの支持度が結果表示部２０６に表示される。
【００３９】
　なお、結果表示部２０６では表形式を用いて時系列パターングループを表示したが、時
系列パターン、時系列パターングループを構成するアイテムセット、アイテムパターンを
ノードとする遷移図によって表示しても構わない。
【００４０】
　また、解析データベース指定部２０２と最小支持度入力部２０３と最大グループサイズ
入力部２０４と実行ボタン２０５が入力部１０４に、結果表示部２０６が出力部１０５に
対応している。
【００４１】
　図３は、本発明の時系列パターングループ抽出処理におけるユーザによる操作とシステ
ムによる動作のフローを示した図である。はじめに、ユーザは解析対象のデータベースを
指定し、抽出する時系列パターングループの最小支持度と最大グループサイズを入力する
（３０１）。次に、実行を指示する（３０２）ことによって、時系列パターングループ抽
出処理を開始する。システムは実行指示と同時に解析対象データベース、最小支持度、最
大グループサイズを取得し、時系列パターングループ抽出処理を開始する（３０３）。は
じめに、解析対象データベースをデータ格納部１０３から読み出し、頻出アイテムセット
を抽出する（３０４）。頻出アイテムセットを抽出する処理手順の詳細は後述する。次に
、抽出された頻出アイテムセットを用いて時系列パターングループを抽出する（３０５）
。時系列パターングループを抽出する処理手順の詳細は後述する。最後に、抽出された時
系列パターングループを出力部１０５に出力する（３０６）。ユーザは出力部１０５に出
力された時系列パターングループをチェックすること（３０７）によって、時系列パター
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ングループ抽出処理を終了する。
【００４２】
　図４は、時系列パターングループ抽出の全体処理手順を説明するフローチャートである
。はじめにユーザは解析対象のデータベースを入力部１０４にて指定し（４０１）、さら
に、抽出する時系列パターングループの最小支持度と最大グループサイズを入力部１０４
に入力する（４０２）。処理部１０１は、入力された解析対象データベース、最小支持度
、最大グループサイズを記憶部１０２に保持する。記憶部１０２では、解析対象データベ
ースをデータベース名やファイル名として、最小支持度と最大グループサイズを数値とし
て保持する。次に、頻出アイテムセット抽出部１１１はデータ格納部１０３に格納された
データベースからシーケンスレコードを読み出し、最小支持度を満たすアイテムセットで
ある頻出アイテムセットを抽出し（４０３）、記憶部１０２に頻出アイテムセット情報１
２２として保持する。ここで、頻出アイテムセット抽出に利用される最小支持度の値は時
系列パターングループ抽出のために入力された最小支持度と等しく、頻出アイテムセット
抽出処理は特許文献１、２、非特許文献１などの従来手法において頻度の数え上げをシー
ケンスレコード単位とすることによって抽出可能である。その後、時系列パターングルー
プ抽出部１１２は、各頻出アイテムについて、該頻出アイテムを末尾に含む時系列パター
ングループを抽出し（４０５）、抽出された時系列パターングループと該時系列パターン
に属する時系列パターンを出力部１０５に出力する。
【００４３】
　時系列パターングループ抽出処理（４０５）は、特定の時系列パターンを末尾とする時
系列パターングループ導出処理を繰り返すことによって、最小支持度及び最大グループサ
イズの条件を満たす全ての時系列パターングループを抽出する。図５は、特定の時系列パ
ターンを末尾とする時系列パターングループを導出する処理（８０１）の手順の詳細を説
明するフローチャートである。特定の時系列パターンとしてStailが指定された場合、は
じめにStailを含むシーケンスレコードについて、Stailの最後の出現位置より前に現れる
アイテムの組合せから、頻出アイテムパターンを抽出する（５０１）。頻出アイテムパタ
ーンを抽出する処理手順の詳細は後述する。頻出アイテムパターンとStailの組合せが時
系列パターングループとなる。次に、抽出した各頻出アイテムパターンについて、該頻出
アイテムパターンとStailを組み合わせることによって時系列パターングループを作成し
、さらに、Stailを含むシーケンスレコードから、Stailより前に現われ、該頻出アイテム
パターンに含まれるアイテムからなる部分時系列パターンを取り出し、該取り出した部分
時系列パターンとStailを組み合わせることによって、該時系列パターングループに属す
る時系列パターンを導出する（５０３）。各時系列パターングループについて、該導出さ
れた時系列パターンの種類数が最大グループサイズ以下となる場合、時系列パターングル
ープとして出力する（５０５）。
【００４４】
　図６は、特定の時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ導出処理における
頻出アイテムパターン抽出処理（５０１）の手順の詳細を説明するフローチャートである
。特定の時系列パターンをStailとするとき、Stailを含む各シーケンスレコードについて
、はじめにStailの出現する最後の位置よりも前に現れる全てのアイテムを選出し（６０
２）、該選出したアイテムから作成可能な全てのアイテムパターンを作成し（６０３）、
頻出アイテムパターン情報１２２として、Stailとアイテムパターンと頻度の組を登録す
る。新規に登録する場合は頻度は１となり、既に登録済みの場合には頻度を１増加させる
ことによって、アイテムパターンの頻度を数え上げる（６０４）。Stailを含む全てのシ
ーケンスレコードに対する処理が終了した時点で、各アイテムパターンの頻度から支持度
を計算し（６０７）、支持度が最小支持度未満となるアイテムパターンについて、頻出ア
イテムパターン情報１２２からStailと該アイテムパターンと頻度の組み合わせを削除す
る（６０９）。全てのアイテムパターンに対する処理が終了した時点で、頻出アイテムパ
ターンのみが頻出アイテムパターン情報１２３として記憶部に残ることとなるため、Stai
lを末尾とする時系列パターングループ導出処理における頻出アイテムパターン抽出処理



(12) JP 4953834 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

を終了する。
【００４５】
　図６の処理手順において、Stailの出現する最後の位置よりも前に現れるアイテムとし
て選出されたアイテムのリストは特許文献１、２、非特許文献１におけるトランザクショ
ンデータと等しいため、特許文献１、２、非特許文献１など従来の頻出アイテムセット抽
出処理手法によって、頻出アイテムパターン抽出のためのアイテムパターンの頻度を数え
上げることが可能であることは言うまでもない。
【００４６】
　図７は、特定の時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ導出処理における
頻出アイテムパターンからの時系列パターン導出処理（５０３）の手順の詳細を説明する
フローチャートである。特定の時系列パターンStailを末尾とし、頻出アイテムパターンF
patとから構成される時系列パターングループ｛Fpat｝→Stailに属する時系列パターンを
導出するとする。Stailを含むシーケンスレコードsrについて、srからStailが最後に出現
する位置よりも前の部分を切り出し、時系列パターンSrestとする（７０２）。次に、Sre
stからFpatに含まれないアイテムを全て削除する（７０３）。残ったSrestについて、Fpa
tに含まれるがSrestに含まれないアイテムが存在する場合、次のレコードシーケンスの処
理を行う。Fpatに含まれる全てのアイテムがSrestに含まれる場合、srからStailが出現す
る最後の位置よりも前にあり、Fpatに含まれるアイテムのみからなる時系列パターンが抽
出されたことになるため、SrestとStailからSrest→Stailなる時系列パターンを作成し、
記憶部１０２の時系列パターングループ情報１２４として、時系列パターングループ｛Fp
at｝→Stailと時系列パターンSrestと頻度の組を登録する。新規に登録する場合は頻度は
１となり、既に登録済みの場合には頻度を１増加させることによって、時系列パターンの
頻度を数え上げる（７０５）。Stailを含む全てのシーケンスレコードの処理が終了した
時点で、導出されたそれぞれの時系列パターンについてその支持度を計算し（７０６）、
｛Fpat｝→Stailに属する時系列パターン導出処理を終了する。
【００４７】
　図７の処理手順では、ある時系列パターングループに属する時系列パターンを全て抽出
した後に最大グループサイズの条件を判定する手順としたが、図７に示した時系列パター
ン導出手順において、時系列パターングループに属する時系列パターン数の数え上げを時
系列パターンの作成と同時に行い、該時系列パターン数が最大グループサイズを超えた時
点で時系列パターン導出処理を中止しても良いことは言うまでもない。
【００４８】
　図８は、ある時系列パターンを末尾に含む時系列パターングループを抽出する処理（４
０５，８０４，８０８）の手順を詳細に説明するフローチャートである。部分時系列パタ
ーンが１つのアイテムセットの場合、該アイテムセットを末尾とする時系列パターングル
ープ抽出処理となるが、その処理手順は等しい。ある時系列パターンStailを末尾に含む
時系列パターングループを抽出するとする。はじめに、前述した手順によってStailを末
尾とする時系列パターングループを導出する（８０１）。Stailを末尾とする時系列パタ
ーングループ導出処理８０１において、長さ２以上の頻出アイテムパターンが抽出された
場合、長さ２以上の頻出アイテムパターンに含まれるアイテムPitemから、Pitem→Stail
なる時系列パターンを作成し、Pitem→Stailを末尾に含む時系列パターンを抽出する（８
０４）。長さ２以上の頻出アイテムパターンに含まれる全てのアイテムについて同様の処
理を行う。次に、Stailの先頭のアイテムセットを含む頻出アイテムセットFsetについて
、Stailの先頭のアイテムセットをFsetに置き換えた時系列パターンStail’を作成し（８
０７）、Stail’を末尾に含む時系列パターンを抽出する（８０８）。Stailの先頭のアイ
テムセットを含む全ての頻出アイテムセットについて同様の処理を行う。
【００４９】
　Stailの先頭のアイテムセットを含む全ての頻出アイテムセットの処理が終了した時点
で、ある時系列パターンStailを末尾に含む時系列パターングループを抽出する処理を終
了する。
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【００５０】
　以上が、本発明の解析方法である。このように解析処理において、ある頻出アイテム、
及び、該頻出アイテムを末尾に含む時系列パターングループ抽出を続けて行うことによっ
て、メモリ上で処理するシーケンスレコードの読み出し処理の繰り返しを回避することが
出来る。さらに、時系列パターングループに属する時系列パターン導出処理において頻出
アイテムパターンに限定すること、時系列パターングループ抽出処理において長さ２以上
の頻出アイテムパターンが抽出された場合と先頭のアイテムセットを含む頻出アイテムセ
ットが存在する場合に限定することによって、解析処理負荷を低減することが出来る。
【００５１】
　なお、最大グループサイズの入力を省略することが可能であり、その場合は最大グルー
プサイズを無限大に設定することによって、時系列パターングループの抽出が可能である
ことは言うまでもない。
【００５２】
　また、最小支持度と最大グループサイズの設定はユーザの入力である必要はなく、シス
テムやプログラムによって設定することも可能であることは言うまでもない。
【実施例２】
【００５３】
　第２の実施形態として、表１と表２に示したデータベースを例に取り、各処理部におい
て行われる処理を説明する。ここで、最小支持度を０．４、最大グループサイズを３とす
る。
【００５４】
　処理部１０１における頻出アイテムセット抽出処理では、データベースからシーケンス
レコードを読み出し、各レコードに含まれるアイテムからアイテムセットを作成し、シー
ケンス数を数え上げることによって表３に示す頻出アイテムセットが抽出される。
【００５５】
【表３】

【００５６】
　次に、処理部１０１における時系列パターングループ抽出処理に移る。時系列パターン
グループ抽出処理では、頻出アイテムから作成される時系列パターンを末尾とする時系列
パターングループを抽出する。まず、アイテムＡを末尾に含む時系列パターングループ抽
出処理が行われる。
【００５７】
　はじめに、アイテムＡを末尾とする時系列パターングループが抽出される。データベー
スから、アイテムＡを含むシーケンスレコードを読み出し、アイテムＡが最後に出現する
位置よりも前に現れる頻出アイテムの組合せから、頻出アイテムパターンを抽出する。例
えば、シーケンスＩＤ１の場合、アイテムＡより前に現れるアイテムとして、ＢとＣが取
り出され、これらから作成可能な全てのアイテムの組合せが作成され、頻度が数え上げら
れる。同様にシーケンスＩＤ２，３，４ではそれぞれ、ＢとＣとＤ、ＡとＢとＣとＤ、Ｃ
とＤが取り出され、これらから作成可能な全てのアイテムの組合せを作成し、頻度を数え
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上げることによって、表４に示す頻出アイテムパターンが抽出される。
【００５８】
【表４】

【００５９】
　その後、各頻出アイテムパターンについて、該頻出アイテムパターンとアイテムＡから
時系列パターングループを作成し、該時系列パターングループに属する時系列パターンを
導出する。１つのアイテムからなる頻出アイテムパターンの場合、（頻出アイテムパター
ン）→Ａの時系列パターンのみであることが明らかであるため、データベースからシーケ
ンスレコードを読み出す必要はない。例えば、頻出アイテムパターン｛Ｂ｝の支持度は０
．６であることから、時系列パターンＢ→Ａ（支持度 ０．６）をデータベースからシー
ケンスレコードを読み出すことなく抽出出来る。同様に、頻出アイテムパターン｛Ｃ｝と
｛Ｄ｝についてもそれぞれ、時系列パターンＣ→Ａ（支持度 ０．６）、Ｄ→Ａ（支持度 
０．６）が抽出される。
【００６０】
　アイテム数が２以上の頻出アイテムパターンについては、データベースからシーケンス
レコードを読み出し、該アイテムパターンを構成するアイテムからなる部分時系列パター
ンを取り出すことによって、時系列パターングループに属する時系列パターンを抽出する
。例えば、頻出アイテムパターン｛Ｂ，Ｃ｝の場合、時系列パターングループ｛Ｂ，Ｃ｝
→Ａが作成され、アイテムＡを含むシーケンスレコードからアイテムＡの最後の出現位置
よりも前の部分時系列パターンを取り出し、頻出アイテムパターンＢ，Ｃに含まれないア
イテムを削除した残りが頻出アイテムパターンＢ，Ｃのアイテムを全て含む場合に時系列
パターンを作成する。例えば、シーケンスＩＤ２から、アイテムＡが現れる最後の位置よ
り前の部分時系列パターンＢ→Ｃ，Ｄが取り出され、頻出アイテムパターンＢ，Ｃに含ま
れないアイテムＤを削除することによって、部分時系列パターンＢ→Ｃが作成される。ま
た、シーケンスＩＤ５から、アイテムＡが現れる最後の位置より前の部分時系列パターン
Ｃ，Ｄ→Ｅが取り出され、頻出アイテムパターンＢ，Ｃに含まれないアイテムＤとＥを削
除することによって、部分時系列パターンＣが作成されるが、該部分時系列パターンはア
イテムＢを含まないため、時系列パターンを作成しない。その他、アイテムＡを含むシー
ケンスＩＤ１と３のシーケンスレコードについて同様に処理することによって、それぞれ
時系列パターンＣ→Ｂ→Ａ、Ｂ→Ｃ→Ａが作成される。時系列パターンＢ→Ｃ→Ａ、Ｃ→
Ｂ→Ａの頻度がそれぞれ２と１であることから、時系列パターングループ｛Ｂ，Ｃ｝→Ａ
の支持度は０．６、グループサイズは２であり、該時系列パターングループに属する時系
列パターンとして、Ｂ→Ｃ→Ａ（支持度 ０．４）とＣ→Ｂ→Ａ（支持度 ０．２）が抽出
され、出力部に出力される。同様にして、頻出アイテムパターン｛Ｂ，Ｄ｝、｛Ｃ，Ｄ｝
、｛Ｂ，Ｃ，Ｄ｝から、それぞれ時系列パターングループ｛Ｂ，Ｄ｝→Ａ（支持度 ０．
４、グループサイズ２）、属する時系列パターンＢ→Ｄ→Ａ（支持度 ０．２）とＤ→Ｂ
→Ａ（支持度 ０．２）、｛Ｃ，Ｄ｝→Ａ（支持度 ０．６、グループサイズ ２）、属す
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Ｃ，Ｄ｝→Ａ（支持度 ０．４、グループサイズ ２）、属する時系列パターンＢ→Ｃ，Ｄ
→Ａ（支持度 ０．２）とＤ→Ｂ→Ｃ→Ａ（支持度 ０．２）が抽出され、出力部に出力さ
れる。
【００６１】
　アイテムＡを末尾とする時系列パターングループ導出処理において、長さ２以上の頻出
アイテムパターン｛Ｂ，Ｄ｝、｛Ｃ，Ｄ｝、｛Ｂ，Ｃ，Ｄ｝が抽出されたため、これらア
イテムパターンに含まれるアイテムＢ，Ｃ，ＤをアイテムＡの前に追加することによって
作成される時系列パターンと該時系列パターンを末尾に含む時系列パターンを末尾とする
時系列パターングループ抽出処理を行う。例えば、アイテムＢを追加する場合、時系列パ
ターンＢ→Ａが作成され、時系列パターンＢ→ＡとＢ→Ａを末尾に含む時系列パターンを
末尾とする時系列パターン抽出処理が行われるが、時系列パターンＢ→Ａを末尾とする時
系列パターン導出処理の場合、Ｂ→Ａの前に現れるアイテムから頻出アイテムパターンが
抽出されないため、Ｂ→ＡとＢ→Ａを末尾に含む時系列パターンを末尾とする時系列パタ
ーン抽出処理を終了する。また、アイテムＣを追加する場合、時系列パターンＣ→Ａが作
成され、Ｃ→ＡとＣ→Ａを末尾に含む時系列パターンを末尾とする時系列パターン抽出処
理が行われる。Ｃ→Ａを末尾とする時系列パターングループ導出処理では、頻出アイテム
パターンとして｛Ｂ｝（支持度 ０．４）が抽出されるため、時系列パターングループ｛
Ｂ｝→Ｃ→Ａ（支持度 ０．４、グループサイズ １）、属する時系列パターンＢ→Ｃ→Ａ
（支持度 ０．４）が抽出されるが、アイテム数が２以上の頻出アイテムパターンが抽出
されなかったため、該時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処理を終
了する。同様にして、アイテムＤを追加した場合の処理が行われ、時系列パターングルー
プ｛Ｃ｝→Ｄ→Ａ（支持度 ０．４、グループサイズ １）、属する時系列パターンＣ→Ｄ
→Ａ（支持度 ０．４）が抽出される。
【００６２】
　また、アイテムＡを含む頻出アイテムセットＡ，Ｂが存在するため、Ａ，ＢとＡ，Ｂを
末尾に含む時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処理が行われる。ア
イテムセットＡ，Ｂを末尾とする時系列パターングループ導出処理では、頻出アイテムパ
ターンとして｛Ｄ｝（支持度 ０．４）が抽出されるため、時系列パターングループ｛Ｄ
｝→Ａ，Ｂ（支持度 ０．４、グループサイズ １）、属する時系列パターンＤ→Ａ，Ｂ（
支持度 ０．４）が抽出される。長さ２以上の頻出パターンが抽出されず、アイテムセッ
トＡ，Ｂを含む頻出アイテムセットが存在しないため、Ａ，ＢとＡ，Ｂを末尾に含む時系
列パターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処理を終了する。
【００６３】
　以上の処理によって、アイテムＡを末尾に含む時系列パターングループ、つまり、アイ
テムＡ、及び、Ａを含む頻出アイテムセットを末尾とする全ての頻出時系列パターングル
ープと該時系列パターングループに属する時系列パターンを抽出することが出来る。
【００６４】
　本実施例の場合、アイテムＢ，Ｃ，Ｄについて同様に処理することによって、全ての時
系列パターングループと該時系列パターングループに属する時系列パターンを抽出し、出
力部に出力する。出力部に出力される時系列パターングループと時系列パターンを表５に
示す。
【００６５】
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【表５】

【００６６】
　ここで、時系列パターングループ抽出処理において、アイテム数の少ないアイテムセッ
トからアルファベット順で処理を行う例を示したが、処理順序はランダム、支持度の小さ
い順とした場合にも同様の処理によって時系列パターングループの抽出が可能であること
は言うまでもない。一般的には、アイテム数が少なく、支持度の小さいアイテムセットか
ら順に時系列パターングループ抽出処理を行うことが望ましい。
【実施例３】
【００６７】
　本発明の第３の実施形態として、抽出する時系列パターングループの末尾の時系列パタ
ーンが指定された場合を示す。
【００６８】
　図９は、本発明の第３の実施形態におけるユーザインタフェースの例を示している。こ
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のユーザインタフェース９０１は、解析対象のデータベースを指定する解析データベース
指定部９０２、抽出する時系列パターングループの最小支持度を入力する最小支持度入力
部９０３、最大グループサイズを入力する最大グループサイズ入力部９０４、処理の実行
を指令する実行ボタン９０５、抽出された時系列パターングループをその評価値と属する
時系列パターンと共に表示する結果表示部９０６、及び、抽出する時系列パターングルー
プの末尾の部分時系列パターンを指定する末尾時系列パターン入力部９０７を有する。解
析データベース指定部９０２、最小支持度入力部９０３、最大グループサイズ入力部９０
４、実行ボタン９０５、及び結果表示部９０６は、それぞれ図２に示した解析データベー
ス指定部２０２、最小支持度入力部２０３、最大グループサイズ入力部２０４、実行ボタ
ン２０５、及び結果表示部２０６と等しい。本実施例では、解析対象のデータベース、最
小支持度、最大グループサイズの他に末尾時系列パターンを入力することによって、入力
した末尾時系列パターンを末尾とする時系列パターングループのみを抽出する。
【００６９】
　図１０は、末尾時系列パターンが指定された場合の時系列パターングループ抽出処理に
おけるユーザによる操作とシステムによる動作のフローを示した図である。はじめに、ユ
ーザは解析対象のデータベースを指定し、抽出する時系列パターングループの最小支持度
と最大グループサイズ、及び、抽出する時系列パターングループの末尾の時系列パターン
を入力する（１００１）。次に、実行を指示する（１００２）ことによって、時系列パタ
ーングループ抽出処理を開始する。システムは、実行指示と同時に解析対象データベース
、最小支持度、最大グループサイズ、末尾時系列パターンを取得し、時系列パターングル
ープ抽出処理を開始する（１００３）。末尾時系列パターンを末尾とする時系列パターン
導出処理を行い、時系列パターングループと該時系列パターングループに属する時系列パ
ターンを抽出する（１００４）。最後に、抽出された時系列パターングループを出力部１
０５に出力する（１００５）。ユーザは出力部１０５に出力された時系列パターングルー
プをチェックすること（１００６）によって、時系列パターングループ抽出処理を終了す
る。
【００７０】
　図１１は、末尾時系列パターンを指定された場合の時系列パターングループ抽出の全体
処理手順を説明するフローチャートである。はじめにユーザは解析対象のデータベースを
入力部１０４にて指定し（１１０１）、抽出する時系列パターングループの最小支持度と
最大グループサイズを入力部１０４に入力し（１１０２）、さらに、抽出する時系列パタ
ーングループの末尾の時系列パターンを入力部１０４に入力する（１１０３）。処理部１
０１は、入力された解析対象データベース、最小支持度、最大グループサイズ、末尾時系
列パターンを記憶部１０２に保持する。記憶部１０２では解析対象データベースをデータ
ベース名やファイル名として、最小支持度と最大グループサイズを数値として、末尾時系
列パターンを文字列やアイテムセットのリストとして保持する。末尾の時系列パターンが
指定された場合は頻出アイテムセット抽出部１１１の処理は行わず、時系列パターングル
ープ抽出部１１２の処理が開始される。時系列パターングループ抽出部１１２は、入力さ
れた末尾の時系列パターンについて、該時系列パターンを末尾とする時系列パターングル
ープ導出処理を行い（１１０４）、導出された時系列パターングループと該時系列パター
ンに属する時系列パターンを出力部１０５に出力する。
【００７１】
　以上によって、末尾の時系列パターンが指定された場合の時系列パターングループ抽出
が行われる。
【実施例４】
【００７２】
　図１２は、本発明の第４の実施形態のシステム構成例を示す図である。このシステムは
処理装置１２０１、記憶装置１２０２、データ格納装置１２０３、入力装置１２０４、出
力装置１２０５がバス又はネットワークである通信路１２０６を介して相互接続されてい
る。各装置の処理は第１の実施形態と同じであり、処理装置１２０１は処理部１０１、記
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憶装置１２０２は記憶部１０２、データ格納装置１２０３はデータ格納部１０３、入力装
置１２０４は入力部１０４、出力装置１２０５は出力部１０５の処理を行うことによって
、時系列パターンを抽出することが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　タイムスタンプ（時刻）又は順序関係を示す情報を含むデータ系列を解析対象とし、デ
ータの出現順序を伴うデータの関連性を解析するソフトウェア、サービスに本発明を適用
出来る。汎用のデータマイニングソフトウェア、統計解析ソフトウェアの時系列パターン
マイニング機能に本発明を追加することも出来る。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるシステム構成例を示す図。
【図２】本発明の第１の実施形態におけるユーザインタフェース例を示す図。
【図３】本発明の第１の実施形態におけるユーザ操作とシステム動作の関連を示したフロ
ー図。
【図４】本発明における時系列パターングループ抽出処理の概要を示すフローチャート。
【図５】本発明におけるある特定の時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ
導出処理を示すフローチャート。
【図６】本発明における頻出アイテムパターン抽出処理を示すフローチャート。
【図７】本発明における頻出アイテムパターンからの時系列パターン導出処理を示すフロ
ーチャート。
【図８】本発明における特定の時系列パターン及び該特定の時系列パターンを末尾に含む
時系列パターンを末尾とする時系列パターングループ抽出処理を示すフローチャート。
【図９】本発明の第３の実施形態におけるユーザインタフェース例を示す図。
【図１０】本発明の第３の実施形態におけるユーザ操作とシステム動作の関連を示す図。
【図１１】本発明における末尾時系列パターンが指定された場合の時系列パターングルー
プ抽出処理の概要を示すフローチャート。
【図１２】本発明の第４の実施形態のシステム構成例を示す図。
【符号の説明】
【００７５】
１０１…処理部、１０２…記憶部、１０３…データ格納部、１０４…入力部、１０５…出
力部、１２０１…処理装置、１２０２…記憶装置、１２０３…データ格納装置、１２０４
…入力装置、１２０５…出力装置、１２０６…通信路
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