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ダイナミックタイムワーピング距離に基づくストリーム処理

櫻井 保志† Christos Faloutsos†† 山室 雅司†
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あらまし 本論文は，ダイナミックタイムワーピング (DTW; Dynamic Time Warping) に基づいて，与えられた問

合せシーケンスと類似した部分シーケンスをデータストリームから検出することを目的とする．DTWは時間軸上で

のスケーリングを考慮した距離尺度であり，主として有限長の蓄積データに用いられてきた．しかし，センサー監視

などのストリーム処理システムでは，全てのデータを蓄積してから処理することが困難である．本論文では，このよ

うな問題を解決する手法である SPRINGを提案する．SPRINGは精度を犠牲にしないにもかかわらず，その計算コ

ストはデータストリームの長さに依存せず一定である．実験では，SPRINGがデータストリームから正確に部分シー

ケンスを検出し，そしてナイーブな手法と比較して大幅な性能向上を達成していることを明らかにした．
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Abstract The goal in this paper is to monitor numerical streams, and to find subsequences that are similar to a

given query sequence, under the DTW (Dynamic Time Warping) distance. DTW is a very popular distance measure

and it has been studied for finite, stored sequence sets. However, in many applications such as sensor monitoring, it

is infeasible to save all the historical data. We propose SPRING, a novel algorithm and its variants, that can solve

the problem. SPRING does not sacrifice accuracy, while it requires constant space and time per time-tick. Our

experiments on real and realistic data illustrate that SPRING indeed detects the qualifying subsequences correctly,

and that it can offer dramatic speed-ups compared with the naive implementation.
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1. は じ め に

金融，ネットワーク監視，モバイルサービス，センサーネッ
トワーク管理など，データストリーム処理の応用は多岐にわた
る．このため，計算理論，データベース，データマイニング，
ネットワークなど様々な分野で研究が盛んに行われている．こ
れらの応用の中で，特に重要な要素技術として時系列データス
トリームの監視技術を挙げることができる．データストリーム
は高いビットレートで送信され，そのデータサイズは限りなく
大きい．実用においては全てのデータをメモリ空間に格納でき
ないため，ストリーム監視の高速化は重要かつ非常に挑戦的な
研究課題である．
ストリーム監視では，部分シーケンスマッチングのメカニズ

ムが必要とされる．各々のデータストリームのサンプリング
レートが異なる場合や周期が変化する場合もあるため，シーケ
ンスマッチングにおいては時間軸方向の調整ができることが望
ましい．本論文では，ダイナミックタイムワーピング (DTW;

図 1 DTW距離に基づく全体シーケンスマッチング．黒の矩形は最適
なワーピングパスを示しており，タイムワーピング行列の中で，
左下から右上へと伸びている．

Dynamic Time Warping) に基づいたデータストリーム監視の
問題を扱う．DTWは，シーケンス間の距離を最小化するよう
に時間軸方向にシーケンス長を調整する性質を持っており，有
用な距離尺度である．

DTW距離は動的計画法によって計算される．図 1は，動的
計画法の行列を示したものであり，本論文ではタイムワーピン



図 2 DTW距離に基づく部分シーケンスマッチング．ナイーブな方法
では，毎時刻作成される行列を全て更新する必要がある．

グ行列と呼ぶ．タイムワーピング行列は，DTWの関数の値を
保存しており，DTWの基礎をなす．タイムワーピングパスは，
タイムワーピング行列の要素集合であり，シーケンス間の位置
合わせを表現している．
本論文で扱う問題は次の通りである．伸長しているシーケ

ンス，すなわちデータストリーム X(= x1, . . . , xn)，そして固
定長の問合せシーケンス Y (= y1, . . . , ym) が与えられたとき，
DTW距離に基づいて Y と類似した X の部分シーケンスを検
出する．問題の詳細な定義については，3. 1節で述べる．ナイー
ブな方法では，図 2で示すように，全ての時刻において作成さ
れる行列を，毎時刻全て更新する必要がある．図 2 において，
長さ l，開始点 xt (終了点 xt+l−1) の部分シーケンスが問合せ
条件に適合するとき，このような部分シーケンスを検出するた
めには O(n2m) の時間と O(nm) のメモリ空間を必要とする．
データストリーム監視では限られた時間とメモリ空間で処理を
行うことが求められる．本論文では，精度を犠牲にすることな
く，このような計算コストを劇的に低減化できることを示す．
本論文の貢献は次の通りである．
（ 1） 本論文では，ベストマッチ問合せ (best-match query)

と範囲問合せを組み合わせた問題であるディスジョイント問合
せ (disjoint query) を定義する．これはデータストリーム環境
に適した問題である．
（ 2） データストリームにおいて部分シーケンスマッチング
を行うための新手法である SPRINGを提案する．本手法は高
速，正確，省メモリでデータストリームを処理することができ，
メモリ消費量と単位時間あたりの計算コストは，データスト
リームの長さに依存せず一定である．
（ 3） 実データと人工データを使った実験を行い，SPRING

が優れていることを示した．ナイーブな手法と比べ，最大で 65

万倍の性能向上を達成した．
文献 [4]では本研究の第 1ステップとして，ベストマッチ問

合せとディスジョイント問合せを定義し，それらを処理するた
めのアルゴリズムについて述べている．本論文ではディスジョ
イント問合せに関して 2つのアルゴリズムを提案し，それらを
詳細に説明する．さらに，それらアルゴリズムの動作の違いに
ついて実験によって評価し，分析を行う．

2. 関 連 研 究

関連研究は大きく 2種類に分類することができる．第 1のグ
ループは DTWに関するものであり，シーケンスマッチングの
ための様々な手法が提案されている．もう一方のグループは，
データストリームに関するものである．

DTWに基づくシーケンスマッチング手法は，音声認識やバ
イオインフォマティックスなど，様々な分野で提案されている．
DTWに基づく探索の高速化については，データベースの分野

において様々な取り組みがあるが，これらは主として蓄積され
たデータ集合のためのものである [2], [6], [7]．
データストリームについては，Lp 距離に基づくストリーム

の比較，クラスタリング，要約を行うための様々な手法が提案
されている．例えば，Gilbert らはウェーブレット変換のため
のインクリメンタルなアルゴリズムを提案した [1]．Zhuらは，
リアルタイムでのストリーム監視に焦点を合わせ，StatStream

を提案している [8]．文献 [5]では，データストリーム間の遅延
相関を検出するアルゴリズムである BRAIDが提案されている．
しかしながら上記のいずれも，DTWを考慮したデータスト

リーム監視の問題を扱ったものではない．

3. 提 案 手 法

本章では，まず問題設定について述べ，そして提案手法の基
本的なアイデアについて説明する．最後に，アルゴリズムにつ
いて詳細に述べる．

3. 1 準 備
3. 1. 1 DTW距離
2つのシーケンス間の DTW距離とは，最適にそれらのシー

ケンス長を調整した後の距離の和である．よりフォーマルには，
以下の通りである．
長さ nのシーケンス X = (x1, x2, . . . , xn)と長さmのシー

ケンス Y =(y1, y2, . . . , ym) を考える．これらの DTW 距離
D(X, Y )は以下のように定義される．

D(X, Y ) = f(n, m)

f(t, i) = ||xt − yi|| + min

⎧⎨
⎩

f(t, i − 1)

f(t − 1, i)

f(t − 1, i − 1)

(1)

f(0, 0) = 0, f(t, 0) = f(0, i) = ∞
(t = 1, . . . , n; i = 1, . . . , m)

ここで ||xt − yi|| = (xt − yi)
2 は 2つの数値の距離を表す．L1

距離 (||xt − yi|| = |xt − yi|) など，他の選択でも構わない．提
案するアルゴリズムはその選択とは完全に独立したものである．
シーケンス間の DTW距離は動的計画法，すなわち X の各

要素と Y の要素を昇順にマッチングしていくことによって求め
ることができる．DTWは O(nm)の時間を要するため，特に
長いシーケンスを扱う場合，計算コストが著しく大きくなる．
ただし，メモリの使用量は O(m)である．これはアルゴリズム
がタイムワーピング行列の中の 2列 (すなわち，現在の列と直
前の時刻の列) のみを用いて距離計算を行うためである．

3. 1. 2 問 題 定 義
データストリームX は，x1, x2, . . ., xn, . . . の値から成る半

無限長のシーケンスである．ここで xn は最近の値であり，時
刻が進む毎に nは増加する．X[ts : te]を ts から te までの部分
シーケンスとする．本論文の目的は，固定長の問合せシーケン
ス Y と高い類似性を有する X[ts : te]を発見することである．
もしX が固定長であれば，問題設定は 2つのバージョン，ベ

ストマッチ問合せ (best-match query) と範囲問合せとして明
確化される．X が固定長である場合のベストマッチ問合せは本
論文において重要なファーストステップである．本論文におけ
る部分問題は以下の通りである．
［問題 1］（ベストマッチ問合せ） 長さ n のシーケンス X と
長さ m のシーケンス Y が与えられたとき，とり得る全ての
部分シーケンス X[t : j] の中で，Y からの距離が最小となる



X[ts : te]を検出する．すなわち，t = 1, . . . , nと j = t, . . . , nに
ついて，全てのペアにおいてD(X[ts : te], Y ) <= D(X[t : j], Y )

が成り立つ．
本研究において最終的に解決したい問題は，X が半無限長の

ストリームである場合の部分シーケンスマッチングである．こ
の場合，ベストマッチ問合せはあまり重要ではない．なぜなら，
過去に検出したものよりも類似した部分シーケンスが将来発生
するかどうか分からないためである．それに対して，範囲問合
せの考え方はデータストリームに適している．ここでデータス
トリームの範囲問合せ処理とは，閾値 ε以下の距離を示す部分
シーケンスを検出するような問合せ処理である．
しかし，範囲問合せの考え方を問題設定に導入するにあたり

考慮すべき点がある．問合せシーケンス Y が部分シーケンス
X と適合する場合，極小値をとるベストマッチ X[ts : te]と区
間が重複 (overlap) する他の多くの部分シーケンスも適合して
しまう．このような余分な部分シーケンスは，次のように 2重
に害を及ぼす．(a) 利用者に冗長な情報を与えて悩ませること
になる．(b) 不必要な結果についても報告させるために，アル
ゴリズムの処理速度を低下させる．したがって，本論文では，
このような余分な部分シーケンスを除外するために，標準的な
範囲問合せに第 2の条件を追加することを提案する．
これ以降，極小値をとる部分シーケンスについて言及する際，

これを最適な部分シーケンスと表現する．本論文において最終
的に解決したい問題を以下のように定義する．
［問題 2］（ディスジョイント問合せ） ストリーム，すなわち伸
長している長さ nのシーケンス X，そして固定長mの問合せ
シーケンス Y，閾値 εが与えられたとき，以下の条件を満たす
全ての部分シーケンス X[ts : te]を検出する．
（ 1） 部分シーケンスは問合せシーケンスに類似している．
すなわち，D(X[ts : te], Y ) <= ε．
（ 2） 極小値をとる最適な部分シーケンス，すなわち，最
初の条件を満たし，かつ区間が重複する部分シーケンスのグ
ループの中で D(X[ts : te], Y ) が最小となる部分シーケンス
X[ts : te] のみを報告する．
さらに，本研究ではストリーム処理を指向している．最適な部
分シーケンスを検出することを保証し，かつ可能な限り早くそ
れを出力する．
論述を簡単にするために，まずベストマッチ問合せに焦点を

合わせる．その後，データストリームのためのディスジョイン
ト問合せの処理について議論する．

3. 1. 3 ナイーブな方法
固定長のデータシーケンス X に対するベストマッチ問合せ

(問題 1)に関して，最も素直な方法は，全ての部分シーケンス
X[ts : te] (1 <= ts <= te <= n)を考えて一般的な動的計画法を適
用することであり，これは O(n2)個のタイムワーピング行列を
必要とする．時間計算量は O(n3m) (もしくは，単位時間あた
り O(n2m)) となる．この方法では，計算コストが高いだけで
なく，ストリーム環境に適用することができない．
最善ではないが，これよりも好ましい方法を以下に述べる．

最適な部分シーケンス X[ts : te] を見つけるために，O(n) 個
のタイムワーピング行列を用い，Y との距離が最小となる部
分シーケンス X[ts : te]を検出する．本論文ではこの方法をナ
イーブな手法と呼ぶ．

t番目のタイムワーピング行列 (すなわち，時刻 tから始まる
タイムワーピング行列) において，要素 (k, i)の距離を ft(k, i)

をとする．X と Y の部分シーケンスマッチングの最小距離は

以下のように求めることができる．

D(X[ts : te], Y ) = fts(te − ts + 1, m) = min(ft(k, m))

ft(k, i) = ||xt+k−1 − yi|| + min

⎧⎨
⎩

ft(k, i − 1)

ft(k − 1, i)

ft(k − 1, i − 1)

(2)

ft(0, 0) = 0, ft(k, 0) = ft(0, i) = ∞
(t = 1, . . . , n; k = 1, . . . , n − t + 1; i = 1, . . . , m).

ナイーブな手法はO(n)の行列を必要とするため，毎時刻O(nm)

個の距離値を更新する必要がある．
ディスジョイント問合せも同様に処理される．ナイーブな手

法は全ての部分シーケンスの距離を計算し，重複した部分シー
ケンスの中から最小距離を示すものを 1つ選択する．

3. 2 基本的なアイデア
本論文で提案する手法は，2つのアイデアから成る．
3. 2. 1 スターパディング
ナイーブな手法は，毎時刻，新しいタイムワーピング行列を

作成する．O(n)の行列を必要とするナイーブな手法を用いる
代わりに，X の部分シーケンスの最小距離を 1つの行列を用い
て計算する．
第 1のアイデアとして，常に距離 0を示す値，*，をシーケ

ンス Y に添える．この値は (−∞ : +∞)の区間とみなすこと
ができる．具体的には，Y の開始点にこの値を付ける．Y =

(y1, y2, . . . , ym) を問合せシーケンスとすると，その派生であ
る Y ′ をを導入する．

Y ′ = (y0, y1, y2, . . . , ym) (3)

y0 = (−∞ : +∞).

オリジナルのシーケンス Y を扱う代わりに，Y ′ を用いてX の
部分シーケンスと Y との DTW距離を計算する．
［知見 1］ X の部分シーケンスの最小距離を求めるためにス
ターパディング (star-padding)を導入する．距離計算には，1

つのタイムワーピング行列しか必要としない．
ナイーブな手法が最小距離を求めるために単位時間あたり

O(nm) 個の距離値を更新するのに対し，スターパディングは
O(m)個の値しか更新しないため，時間とメモリ量の大幅な低
減化につながる．さらにスターパディングについては，後で述
べるように (4. 1節の定理 1)，最小距離を出力することが保証
されている．

3. 2. 2 拡張タイムワーピング行列
部分シーケンスマッチングの最小距離を得るためにスターパ

ディングを提案したが，このアイデアのみでは問題を解決する
ことはできない．ここで別の問題がある．単にスターパディン
グのみを用いた場合，最適な部分シーケンスの開始点に関する
情報を失ってしまう．すなわち，1つの行列をスキャンするこ
とによって最小距離を得ることができるが，スキャンの後，ど
の部分シーケンスが最小距離を出力したのかを判断することが
できなくなる．
そこで，第 2のアイデアである拡張タイムワーピング行列を

用いる．これは，各々の候補部分シーケンスの開始点に関する
情報を扱うことができるようにタイムワーピング行列を改良し
たものである．ここで，d(t, i) (t = 1, . . . , n; i = 1, . . . , m) を
行列の中の要素 (t, i) における距離とする．そして，s(t, i) を
d(t, i)に対応する開始点とする．すなわち，s(t, i)から tまで
の部分シーケンスが距離 d(t, i)を示すものとする．



図 3 SPRING によるディスジョイント問合せの処理．SPRING は
たった 1 つの行列を用いて最適な部分シーケンスを検出する．

［知見 2］ 拡張タイムワーピング行列は，各々の部分シーケン
スの距離値と開始点を保持する．したがって，適合する部分
シーケンスをストリーム処理によって認識することができる．
拡張タイムワーピング行列を用いることにより，距離値だけ

でなく，距離値に付随する開始点も更新する．このことによっ
て，どの部分シーケンスが最小値を出力したのかをストリーム
処理の間も認識することができる．

3. 3 SPRING

本節では，3. 1. 2節で述べた問題を解決するためのアルゴリ
ズムを提案する．

SPRING はデータストリームから高い類似性を検出する手
法である．図 3は，どのように SPRINGが類似部分シーケン
スを検出するかを例示している．図のように SPRINGはX と
Y ′ の拡張タイムワーピング行列を扱う．この行列の中で各要
素 (t, i) は距離値と開始点の両方を保持している．ベストマッ
チ問合せの際には，SPRING は最も類似した部分シーケンス
X[ts : te] を出力し，ディスジョイント問合せの場合には適合
する全ての部分シーケンスを出力する．アルゴリズムを示す前
に，ここでスターパディングと拡張タイムワーピング行列の詳
細について述べる．

Y ′ = (y0, y1, . . . , ym)を Y = (y1, . . . , ym)のスターパディン
グとする．ここで，y0 = (−∞ : +∞) である．長さ n のシー
ケンス X が与えられたとき，X と Y ′ の行列から，最小距離
D(X[ts : te], Y )を得ることができる．

D(X[ts : te], Y ) = d(te, m) = min(d(t, m))

d(t, i) = ||xt − yi|| + dbest (4)

dbest = min

⎧⎨
⎩

d(t, i − 1)

d(t − 1, i)

d(t − 1, i − 1)

d(t, 0) = 0, d(0, i) = ∞
(t = 1, . . . , n; i = 1, . . . , m).

拡張タイムワーピング行列は距離 d(t, i)のみならず，以下のよ
うな部分シーケンスの開始点も保持する．

s(t, i) =

⎧⎨
⎩

s(t, i − 1) (d(t, i − 1) = dbest)

s(t − 1, i) (d(t − 1, i) = dbest)

s(t − 1, i − 1) (d(t − 1, i − 1) = dbest).

(5)

D(X[ts : te], Y )の開始点は次のように得られる．

ts = s(te, m). (6)

Algorithm SPRING-first

input: a new value xt at t

output: qualifying subsequence if any

for i = 1 to m do

Compute di and si by Equations (7) (8);

endfor

if dm <= ε then

ts = sm; te = t;

Report (dm, ts, te);

// Reset the array of di

for i = 1 to m do

di = ∞;

endfor

endif

Substitute d′i for di;

Substitute s′i for si;

図 4 ディスジョイント問合せのための基本的なアルゴリズム．重複し
たものの中から最初の部分シーケンスを出力する．

最適なワーピングパスは距離計算から求めることができる．そ
して，最適な部分シーケンスの開始点に関する情報は，その最
適ワーピングパスの上を伝播していく．

3. 3. 1 アルゴリズム
di と d′

i を m 個の距離値の配列とし，si と s′i を m 個の
整数値の配列とする．また，時刻 t において，di = d(t, i)，
d′

i = d(t − 1, i)，si = s(t, i)，s′i = s(t − 1, i)とする．各々の
部分シーケンスの DTW距離については，以下のようにインク
リメンタルに計算することができる．

di = ||xt − yi|| + dbest (7)

dbest = min(di−1, d′
i, d′

i−1)

d0 = d′
0 = 0

同様に，部分シーケンスの開始点もインクリメンタルに更新す
ることができる．

si =

⎧⎨
⎩

si−1 (di−1 = dbest)

s′i (d′
i = dbest)

s′i−1 (d′
i−1 = dbest)

(8)

したがって，SPRINGは毎時刻m個の距離値とm個の整数値
を更新する．
ベストマッチ問合せのためのストリーム処理は単純である．

式 (7)と式 (8)を用い，利用者が求める時に最良の部分シーケ
ンスを出力する．
ディスジョイント問合せに関して，インクリメンタルな計算

を行うための基本的なアルゴリズムを図 4に示す．毎時刻に発
生するデータ点について，インクリメンタルに距離 di を更新
し，そしてその di の計算結果にしたがって開始点 si を決定す
る．もし距離値が閾値 ε以下である場合，部分シーケンスとそ
の距離を報告し，di の配列を初期化する．

3. 3. 2 アルゴリズムの改良
図 4では基本的なアルゴリズムである SPRING-first を示し

た．SPRING-first では，距離が ε以下である部分シーケンス
を発見すると即座に報告する．これは問題 2の最初の条件を満
たしており (つまり，dm <= ε)，利用者が素早いレスポンスを求
める場合には有用である．
しかし，このアルゴリズムは問題 2の第 2の条件を満たして



いない．距離が ε以内であるような部分シーケンスが重複する
場合，このアルゴリズムには最適な部分シーケンスを見落とす
可能性がある．そこで，本論文ではアルゴリズムをより洗練さ
せ，問題 2の第 2の条件に関して，検出漏れが無いことを保証
する．図 5は改良したアルゴリズムであり，SPRING-optimal

と呼ぶ（注1）．SPRING-optimalでは，重複する部分シーケンス
を調査している間，最小距離 dmin を更新し，di と si の配列が
以下の条件を満たすときに dmin を示す部分シーケンスを出力
する．

∀i, di >= dmin ∨ si > te (9)

ここで te は，dmin を出力する部分シーケンス X[ts : te]の終
点である．最適な部分シーケンスを出力した後，di の配列と
dmin を初期化する．式 (9)は，次の (a)(b)いずれかを満たす
ことを意味する．(a) これから出現する候補部分シーケンスは
最適なものとならない．(b) これから出現する候補部分シーケ
ンスは現在の最適部分シーケンスと重複することはない．
ここで図 6を用いてアルゴリズムがどのように動作するのか

について具体的に説明する．
［例 1］ ε = 15, X = (5, 12, 6, 10, 6, 5, 13), Y = (11, 6, 9, 4)

とする．行列の要素 (t, i)は d(t, i)と s(t, i)を含んでいる．t = 3

において，d(3, 4) = 14 <= ε を出力する候補部分シーケンス
X[2 : 3]を検出する．t = 4では，d(4, 4) = 38は εよりも大き
な距離値であるが X[2 : 3]を最適な部分シーケンスとして出力
しない．なぜなら，これから出現する部分シーケンスが最適な
部分シーケンスになる可能性があるためである．t = 5におい
て最適な部分シーケンスX[2 : 5]を検出する．そして，X[2 : 5]

を t = 7において出力する．それは，これから出現するものは
最適な部分シーケンスになる可能性がないことを確認できたた
めである．X[2 : 5]を出力した後，行列の距離値を初期化する．
ただし，t = 7を開始点とする部分シーケンスは次のグループ
の候補部分シーケンスになり得るため，d(7, 1)については初期
化しない．

4. 理論的な分析

本節では，理論的な分析を行い，SPRINGの精度と計算量に
ついて述べる．証明については文献 [4]に述べられている．

4. 1 精 度
［定理 1］ シーケンス X と Y が与えられたとき，X と Y ′ (Y

のスターパディング) との DTW距離は，X の全ての部分シー
ケンスと Y との間の最小距離である．
［補題 1］ ベストマッチ問合せにおいて，SPRINGは探索漏れ
を発生させないことを保証する．
［補題 2］ ディスジョイント問合せにおいて，SPRINGは探索
漏れを発生させないことを保証する．

4. 2 計 算 量
X を伸長している長さ n のシーケンス，Y を固定長 m の

シーケンスとする．

［補題 3］ ナイーブな手法は O(nm)のメモリ量と単位時間あ
たり O(nm)の計算時間を要する．
［補題 4］ SPRING は O(m) のメモリ量と単位時間あたり
O(m)の計算時間を要する．

（注1）：本論文では提案手法とその派生手法を総称して SPRING と呼ぶ．

Algorithm SPRING-optimal

input: a new value xt at t

output: qualifying subsequence if any

for i = 1 to m do

Compute di and si by Equations (7) (8);

endfor

if dmin <= ε then

if ∀i, di >= dmin ∨ si > te then

Report (dmin, ts, te);

// Reset dmin and the array of di

dmin = ∞;

for i = 1 to m do

if si <= te then

di = ∞;

endif

endfor

endif

endif

if dm <= ε ∧ dm < dmin then

dmin = dm; ts = sm; te = t;

endif

Substitute d′i for di;

Substitute s′i for si;

図 5 ディスジョイント問合せのための改良アルゴリズム．重複したも
のの中から最適な部分シーケンスを出力する．

54 110 14 38 6 7 88
y4 = 4

(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

53 46 10 2 10 17 18
y3 = 9

(1) (2) (2) (2) (4) (4) (4)

37 37 1 17 1 2 51
y2 = 6

(1) (2) (2) (4) (4) (4) (4)

36 1 25 1 25 36 4
y1 = 11

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

xt 5 12 6 10 6 5 13

t 1 2 3 4 5 6 7

図 6 SPRING-optimal の例．行列の各要素について，上の値は距離
を，括弧内の値は開始点を示している．

5. 評 価 実 験

SPRINGの有効性を検証するため，実データと人工データを
用いた実験を行った．実験は 1GBのメモリ，Intel Xeon 2.8GHz

の CPUを搭載した Linuxのマシン上で実施した．
5. 1 シーケンスパターンの発見
ディスジョイント問合せにおける部分シーケンスマッチングに

ついて，提案手法の有効性を実証するために実データと人工デー
タを用いたケーススタディを示す．図 7は，SPRINGが適合す
る部分シーケンスを検出している様子を示している．これらの図
に関する実験では，改良アルゴリズムである SPRING-optimal

を用いている．
5. 1. 1 MaskedChirp

MaskedChirpは，ノイズを含む不連続なサイン波から構成さ
れている人工データであり，各々のサイン波の周期は異なって
いる．このようなデータは実データを似せたものである．例え
ば音声データであり，無音部分と周期が異なる発声部分を含む．
図 7 (a) では，SPRINGが全ての発生部分 (1番目から 4番目
の部分シーケンス)を完璧に検出していることが分かる．そし
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図 7 MaskedChirp，Temperature，Kursk，Sunspots, Humidity を用いたシーケンスパター
ンの発見．左と右の列はそれぞれ問合せシーケンスとデータシーケンスである．



て，ノイズにもロバストである．
提案手法は最適な部分シーケンスを出力することを保証して

いるにもかかわらず，検出した部分シーケンスの出力時間はそ
の部分シーケンスの終了点と非常に近い．例えば，4番目の部
分シーケンスの出力時間は 19817であり，終了点 18900と大差
がない．また提案手法には，出力時間が閾値 εに依存しないと
いう好ましい性質がある．

5. 1. 2 Temperature

このデータ集合は，温度センサーの計測値であり，その温度
は摂氏で表されている．センサーは約 1分毎に計測値を送信し
ている．このデータ集合では多くの時刻で計測値が欠けている．

Temperatureでは，天候によって約 20度から 32度まで大き
く変動しているパターンが 2つ存在することが図 7 (b)から分
かる．多くの計測値が欠けているにもかかわらず，SPRINGは
温度が大きく変動している日々を見つけている．

5. 1. 3 Kursk

図 7 (c)のデータ集合は，異なる場所に設置された複数のセ
ンサーにおける振動の記録であり，ロシアの潜水艦 Kursk [3]

の爆発の様子を捉えている．各々のシーケンスはいくつかのス
パイクを有する．
二つのシーケンスの爆発は良く似ているが，大きなスパイク

の間隔は微妙に異なっている．この現象は，水温のような環境
条件の違いによるものである．SPRINGは環境要因の違いによ
る影響を受けずに爆発の様子を捉えている．

5. 1. 4 Sunspots

太陽の黒点には周期性があることが良く知られている．例え
ば，1640年から 1715年頃には太陽黒点数が極端に少なく，マ
ウンダー極小期と呼ばれている．観測できる黒点の数は 9.5年
から 11年の周期で増減し，周期の平均は約 10.8年である（注2）．

7 (d)の各々の値は毎日の黒点の数を示している．SPRING

はバースト的な黒点周期を捉えており，時期によって変化して
いるにもかかわらず，その周期を認識している．

5. 1. 5 Humidity

このデータは，異なる場所に設置された小さなセンサーから
収集したものであり，ここでも多くの時刻で計測値が欠けてい
る (図 7 (e)参照)．
データシーケンスの中には問合せシーケンスと類似した湿度

パターンが存在するが，問合せシーケンスの湿度パターンの方
が若干短い．SPRINGは類似した湿度パターンをうまく検出し
ている．

5. 2 性 能
4. 2 節では SPRING の計算量を示したが，本研究において

は実際的な状況でそれを確認するために実験を行った．図 8は，
ディスジョイント問合せに関する SPRINGとナイーブな手法
との計算時間の比較である．図は，SPRING-optimalの実験結
果であるが，SPRING-firstの実験結果も同様の傾向を示して
いる．データ集合には MaskedChirp を用い，シーケンス長 n

を変化させている．本実験における問合せシーケンスの長さは
256である．図では，タイムワーピング行列の更新と部分シー
ケンスの検出の合計時間を平均し，計算時間として示している．
実験結果から，SPRINGの性能がナイーブな方法と比べ，非

常に高いことが分かる．この傾向は 4. 2節における理論的な議
論と合致する．ナイーブな手法のO(nm)と比較して，SPRING

は計算コストの大幅な低減化を達成しており，それは nに依存

（注2）：http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/sun/sscycle.html

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

1e+03 1e+04 1e+05 1e+06

W
al

l c
lo

ck
 ti

m
e 

(m
s)

Sequence length

Naive
SPRING

図 8 データシーケンス長に対する計算時間．SPRING は最大で
650,000 倍の高速化を達成している．
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図 9 データシーケンス長に対するメモリ使用量．SPRING はシーケ
ンス長に依存せず一定のメモリ使用量を示している．

せず一定である．本実験では，最大で 650,000倍の高速化を達
成している．
図 9はタイムワーピング行列のためのメモリ使用量を示した

ものである．本論文では最適な部分シーケンスの位置情報のみを
出力することを想定してきたが，SPRINGは最適な部分シーケ
ンスのワーピングパスに関する情報についても出力することが
可能である．図において，SPRINGは前者の場合，SPRING(path)
は後者の場合のメモリ使用量を示している．SPRING(path)の
メモリ使用量は検出した部分シーケンスの長さに依存するが，
ナイーブな手法よりも大幅に低減化させている．また SPRING

は，4. 2節で議論した通り，ストリームの長さに依存せず一定
のメモリ使用量を示している．

5. 3 提案手法の比較
3. 3節では，ディスジョイント問合せのために 2つのアルゴリズ

ム，SPRING-firstと SPRING-optimalを提案した．SPRING-

firstは即座に検出結果を出力するが，検出した部分シーケンス
が最適なものであることを保証していない．本節では，εを変
化させたときの SPRING-first と SPRING-optimal のふるま
いの違いについて考察する．図 10は，異なる閾値 (ε = 10, 000

と ε = 15, 000)についての 2 つのアルゴリズムの比較である．
データ集合として Humidityを用いている．ε = 10, 000に関す
る SPRING-optimalの結果は図 7 (e)に示している．

SPRING-optimalから得られる 1番目の部分シーケンスにつ
いては，εを変化させても違いが表れないことが図 7 (e) と図
10 (a)から分かる．また，図 10 (a)において SPRING-optimal

は第 2の部分シーケンスを出力している．これは，εを大きく
したためである．これに対して SPRING-first は，ε を大きく
した場合全く異なる結果を示しており，図 10 (c)において最適
な部分シーケンスを見逃している．
これらのアルゴリズムはしばしば同じ結果を出力するが，
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図 10 SPRING-first と SPRING-optimal の比較．

SPRING-first の結果出力は ε に依存する．SPRING-optimal

は εの変化に対してロバストである．最適な部分シーケンスを
検出するために，注意深い εのパラメータ設定を利用者に求め
ないという利点を持っている．

6. ま と め

本論文では，データストリームのための DTWに基づく部分
シーケンスマッチングの問題を扱い，その問題を解決するため
の手法である SPRINGを提案した．ナイーブな手法と異なり，
SPRING はたった 1 つの行列を使って最適な部分シーケンス
を検出することが可能である．SPRING は検出漏れがないこ
とを保証しながらも，計算時間とメモリ使用量を大幅に削減し
ており，それはシーケンス長に依存せず一定である．本論文で
は理論的な検証のみならず，実験でもこの優位性を確認してお
り，ナイーブな手法と比べて最大で 650,000倍の高速化を達成
している．

DTWについては従来，蓄積された有限長のシーケンス集合
に関する取り組みが中心であった (例えば，文献 [2], [6])．本論
文の焦点はデータストリーム処理であるが，SPRING は蓄積
された有限長のシーケンス集合に適用することも可能である．
SPRINGと上記の手法を組み合わせることによって，より一層
の高速化が見込まれる．
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