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あらまし  個人の健康管理を目的とし、生活習慣と健康状態に関する時系列データを蓄積し生活習慣と健康状態
の相関ルール解析を行う健康データマイニングシステムを開発した．健康に少し不安がある、あるいは健康増進を

したい一般健常者を対象としたシステムであり、家庭で取得した日常のデータを携帯電話からインターネット経由

で解析を行うサーバに蓄積し、解析結果を携帯電話に返すサービスの実現を目指している．食事による摂取エネル

ギー、運動による消費エネルギー、睡眠時間、飲酒量、喫煙量など生活習慣データ項目を入力変数（独立変数）と

し、血圧、体重、体脂肪率など健康データ項目を出力変数（ターゲット変数）として、決定木とアソシエーション

ルール解析によりルールを抽出した． 
キーワード  Webとインターネット、データマイニング、健康 DB 

 
 

1. はじめに  
1.1. 研究の背景  
最近リモートの患者をケアする遠隔医療への Web

テクノロジーの応用が世界的に注目を集めている

[1-3]．急速に発展した Web テクノロジーは、さらに予
防医学や健康管理の面でもその活用が期待されている． 
特に我が国では少子高齢化の進展が著しく、国民一人

一人が健康で長生きして若年層の負担を軽減すること

が喫緊の課題となっており、病気の一次予防や健康増

進のために日常の個人ベースの健康管理が必要である

ことが指摘されている [4]．これは、病気に関するリス
クが遺伝的体質や生活環境により一人一人異なるため

であり、正にテーラーメイドの健康維持・管理手法の

開発が必要になっている．  
 

1.2. 研究の概要  
そこで、我々は携帯電話と Web テクノロジーを活用

した個人健康管理システムを開発した [5,6]．このシス
テムは、携帯電話を端末として日常の生活習慣データ

と健康データをインターネット経由で時系列的にサー

バコンピュータに蓄積する仕組である．蓄積されたデ

ータはその統計を判りやすいグラフ表示で見ることが

できる他、個人の生活習慣と健康状態の間に何らかの

規則性が見出せれば相関ルールとしてユーザの携帯電

話に通知する．そして、これらの情報を参考にユーザ

が自分で自分の健康管理を行うことを期待している．

本論文では、開発した個人健康管理システムにおいて、

時系列的に蓄積されたデータから生活習慣と健康状態

の間に規則性を見出す手法（健康データマイニング）

について検討した結果を報告する．   
 

2. 研究の方法  
2.1. 個人健康管理システムの構成  
システムの構成を図１に示す．Web クライアントを

携帯電話に限定しているが典型的な MVC アーキテク
チャの Web サイトである．筆者の大学（高崎健康福祉
大学）の LAN とは独立に研究室に小規模の LAN を構
成している．１台目のサーバ機はファイアウォールと

DNS の役割を、２台目のサーバ機は Web サーバ、メー
ルサーバおよび DB サーバの役割を、３台目のサーバ
機はデータマイニングサーバの役割をそれぞれ持つ．

１台のクライアント機は SPSS 社のデータマイニング
ツール「Clementine」を用い手動でデータ解析を行う
ための DB クライアントである．  
生活習慣データや健康データといった個人情報を

扱うため、Web クライアントである携帯電話と Web サ
ーバ間の通信は暗号化された HTTPS プロトコルを用
いている．またシステムの利用者は不特定多数なので

通常のパスワード認証を用いている．  
 

2.2. 健康データマイニングのコンセプト 
健康データマイニングのコンセプトを図２に示す。

ここでは、個人の現在の健康状態がなんらかの形で日

常の生活習慣の影響を受けていると仮定する．そして、

その関係は複数の項目が絡んだ複雑なもので、個人差

も大きいものと考える．健康データマイニングの目的

 



 

は、日常の生活習慣データと健康データを個人毎に時

系列的に蓄積し、その中から生活習慣と健康状態の間

になんらかの規則性を見出し個人毎のルールとして抽

出することである [7]．  
したがって、健康データマイニングでは、生活習慣

データ項目を入力変数（独立変数）、健康データ項目を

出力変数（ターゲット変数）として位置付け、「生活習

慣データ Y=y ならば健康データ X=x の傾向がある」と
いったルールを個人毎に抽出する．即ちルールの前提

部には生活習慣データ項目が、結論部には健康データ

項目が含まれる．システムのユーザはこのような個人

毎のルールを自己の健康管理や健康増進のために役立

てることができる．  
なおここではルールをシンプルにするために生活

習慣データ項目間の関連性については考慮しなかった． 
  

 

 

 

 

 

 
 図１．個人健康管

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
図２．健康データ

 

2.3. 健康データマイニングプロセス 
本研究での健康データマイニングにおいては、ルー

ルの抽出過程が明瞭な決定木と、シンプルな if-then ル
ールを抽出するアソシエーションルール解析を試みた．

前者は C5.0 アルゴリズム [8,9]を用い、後者はルールの
自動抽出に適している ITRULE アルゴリズム [10]を用
いた．  

2.3.1. 入力変数の定義  
決定木、アソシエーションルール解析ともに如何に

有効な入力変数を定義するかがポイントとなる．本研

究の最終目標は、インターネット上の不特定多数ユー

ザの大量の日常データを処理することなので、あまり

にも多くの（有効でない）入力変数はいたずらにコン

ピュータの処理時間を消費するだけである．  
そこで、関心のある健康データ項目（出力変数）と

入力変数になりうる生活習慣データ項目の時系列デー

タをもとに、相関を事前にチェックし入力変数（フィ

ールド）を自動定義する手法を開発した．以下、図３

を用い入力変数（フィールド）の自動定義のアルゴリ

ズムについて説明する [7]．  
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ルド自動定義のアルゴリズム  

心のある健康データ項目を、e
ド）の候補となる生活習慣デー

n日におけるデータ値、 e iは e
、sは遅延期間である．ここで、  



 

⊿h nm  = h n  – h m                 (1) 
 
なる量と、  

 

  e t
ij  = e i  + e i-1  + ・・・+e j             (2) 

 
なる量を定義する．遅延期間は s = n- i で定義する．  
次に蓄積された時系列データについて、n-m, i-j, sをパ
ラメータとして変化させながら (n-m=1~10, i-j=0~9, 
s=1~3)、⊿h nmとe t

ijの間のピアソンの積率相関係数を

計算する．ここで、n日より前の生活習慣データがn日
の健康データに影響を与えると仮定する (i≦n-1)．各
(n-m, i-j, s)のセットにつきピアソンの積率相関係数
を計算し、もし、１つ以上の相関係数がある閾値R s

より大きいものがあれば、そのeをhに対する入力変数
として採用する．そして、実際の入力フィールドは相

関係数が最大となる (n-m, i-j, s)のセット ((n-m) max , 
(i-j) max , s max )をもとに自動定義する。例えば、(i-j) max =2, 
s max =2 であれば、eに関わる入力フィールドを  

 
     e i  + e i-1  + e i-2  (i=n-2)                (3) 
 
と自動定義する．(i-j) maxが大きいということは、長期

間の生活習慣データの蓄積が現在の健康データに影響

を与え、 s maxが大きいということは、生活習慣データ

が遅れをもって現在の健康データに影響を与えるとい

うことになる．  
生活習慣データ項目eの値が数値でなくシンボル値の
場合は、時系列データに基づくhとの相関係数は、シ
ンボル値を適当に数値に変換して計算する．例えば、

シンボル値が“多い”、“普通”、“少ない ”、であれば、
それぞれ 3, 2, 1 と変換する．例として、e i =”多い“、
e i-1 =”少ない“、であれば、e i  + e i-1  = 3 + 1 =4 とする．  
ただし、入力変数として採用されルールマイニングを

行うときには入力フィールドの値はシンボル値をその

まま用いる．  
 

2.3.2. 出力変数の定義  
 健康データマイニングにおける出力変数（フィール

ド）は、関心ある健康データ項目である．健康データ

項目hの値がシンボル値の場合は、⊿h nmを計算すると

きには、2.3.1（前項）で述べたシンボル値を持つ生活
習慣データ項目と同じように数値に変換する．ただし、

ルール生成プロセスでは出力変数（フィールド）値は

シンボル値をそのまま用いる．  
 一方、健康データ項目 h の値が数値の場合は、全て
の時系列データを“高い”、“中間”、“低い”というシ

ンボル値を持つ３つのクラスに分類する．この分類に

おいて３つのクラスの境界値は、それぞれのクラスの

データ頻度が同程度になるように自動設定する．  
 

2.3.3. ルール自動生成の手法  
 開発した個人健康管理システムでは、インターネッ

ト経由で不特定多数のユーザが日常のデータを蓄積し、

それに対してタイミングよくデータ解析（健康データ

マイニング）を行い有効なルールを提示する必要があ

る．従って、データがある程度蓄積されると自動的に

実行されることがサービスとして必須である．そこで、

我々は決定木の他に、多くのデータセットの中から自

動的にルールを抽出するのに適した手法として、情報

理論に基づくアソシエーションルール解析手法である

ITRULE アルゴリズム [10]を用いることにした．  
 ITRULE アルゴリズムは、  
 

If Y=y, then X=x with probability p          (4) 
  
という簡単なルールを生成する．健康データマイニン

グでは、Y は生活習慣データ項目で y はその条件、X
は健康データ項目で x はその値である．結論部は関心
ある健康データ項目１つに制限するが、前提部を複数

にすることを許容する．即ち、Z を別の生活習慣デー
タ項目、 z をその条件として、  

 
 If Y=y and Z=z, then X=x with probability p    (5) 
 
なるルールを許容する．ルール (5)をルール (4)の特殊化
と呼ぶ．  
 ITRULE アルゴリズムでは、蓄積された多くのデー
タセットから有効なルールを生成するメカニズムとし

て式 (6)に示す J 測度 [10]を用いる．  
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式 (6)において、大括弧内は Y=y という事象が起きた場
合に X の値に関して得られる情報の大きさを表す．ル

ールの場合には X=x か X= xなので２項の和になって
いる．即ち大括弧内は Y=y という前提がある場合とな
い場合で X の値に関する確率分布がいかに異なるかと
いう尺度であるとも言える．J 測度はこれに母集団に
おいて Y=y という事象が起きる確率 p(y)を掛けたもの
で、この値が大きいルールが良いルールということに

なる [10]．  
実際にはルールの J 測度は、蓄積されたユーザ毎の

時系列データセットをサンプル集団として、p(y)をル

 



 

ールの前提条件がデータセットからのサンプルと一致

する確率、p(x)をルールの結論がデータセットからの
サンプルと一致する確率、p(x |y)を前提条件で条件付け
られたルールの結論の条件確率、として計算する．  
具体的なルールの自動生成プロセスは以下に述べ

るように、ユーザ毎の時系列データセットをサンプル

集団とし J 測度が大きいルールが生き残るように実行
される．  
① 各出力フィールドX i（関心のある健康データ項目）

を順番に処理する．即ち、次の出力フィールドを

対象とする前に、現在の出力フィールドに対して

すべてのルールを生成する．  
② 各出力フィールドX iに対して、ある１つの値x kを

選択する．そして、次の値を対象とする前に、現

在の値を結論とする全てのルールを生成する．  
③ 各値x kに対して、それぞれの入力フィールドY jを

選択する．  
④ 各入力フィールドY jに対して、それぞれの条件y q

を選択する．それぞれの条件は、入力フィールド

のデータ型によって異なる．  
a) シンボル値フィールドの場合、フィールドの

各値が条件となる．  
b) 数値型フィールドの場合、値はソートされ、

各値が２分割境界としてテストされる．具体

的には、各分割に対して J 測度が算出され、
最も大きい J 測度を持つ分割が選択される．
従って、「選択された分割値より大きい」と

「選択された分割値以下」の２つの条件のみ

が可能となる．  
⑤ ルール [Y j =y qならばX i =x k ]に対して、J測度を算出

する．  
⑥ 算出されたJ測度の値が、ルール格納テーブル中の
同じ結論（X i =x k）を持つルールの中で最大の J値
より大きい場合、またはテーブル中のルール数が

設定された最大数未満でかつ設定された最小サポ

ート率および最小確信度基準を満たしていればテ

ーブルにルールが格納され（必要に応じてJ値の低
いルールが置き換えら）、さらに式 (7)で示すJ s値が

評価される．それ以外の場合は、次の入力フィー

ルドの条件に進む．ここで、サポート率とはサン

プルデータセット中で、ルールの前提部が真のレ

コード数の割合、確信度とはルールの前提部が真

のレコード中で、結論部が真のレコード数の割合

である．  
⑦ J sの値が、ルール格納テーブル中のルールのJ値の
最小値より大きい場合にはルール特殊化（前提条

件の追加）を試みる．  
⑧ すべての入力フィールド条件、入力フィールド、

出力フィールド値、および出力フィールドを検討

し終わるまで処理を繰り返す．  
 
ここで、前述のJ s値とルールの特殊化について説明

する．ITRULEアルゴリズムではテーブルにルールが格
納されると、そのルールを特殊化する（前提条件にさ

らに別の条件を追加する）潜在的な利点があるかどう

か調べる．このために式 (7)で定義されるJ s値を評価す

る [10]．  
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J s値は特殊化を行った場合の J値の上限値である．従
って、この値がその時点でのルール格納テーブル中で

同じ結論部を持つルールにおける最小の J値より大き
い場合にはルールの特殊化を試みる．即ち、前提条件

にさらに別の入力フィールドを追加して、元の特殊化

されていないルールの場合と同様な処理（①～⑧）を

実行する．そして、特殊化されたルールのJ値がその時
点でのルール格納テーブル中の最小の J値を超えてい
れば、そのルールを置き換える．  
特殊化は、追加する入力フィールドがなくなるまで処

理を続けることが出来るが、健康データマイニングで

は、前提条件が多いあまりにも複雑なルールは適当で

はないので、２次のオーダーで止める（即ち前提条件

は最大２つとする）ことにした．  
 

3. 健康データマイニングの実例  
3.1. ボランティアユーザの蓄積データ 
あるボランティアユーザが蓄積した日常の生活習

慣データ項目と健康データ項目およびそれぞれのデー

タ型を表１に示す．  
 
表１．ボランティアユーザが蓄積したデータ項目と

データ型  
生活習慣データ項目（データ型）  健康データ項目（デ

ータ型）  
運動による消費エネルギー（数値）  
食事による摂取エネルギー（数値）  
アルコール摂取量（シンボル値）  
睡眠時間（数値）  
睡眠の深さ（シンボル値）  
ストレス（シンボル値）  

体重（数値）  
体脂肪率（数値）  
最大血圧（数値）  
最小血圧（数値）  
脈拍数（数値）  

 
 運動による消費エネルギー（kcal）はユーザが身に
付けている歩数計とフィットネスクラブの記録から、

食事による摂取エネルギー（kcal）は朝、昼、夜のメ
ニューからユーザの判断でデータ登録を行っている．  

 



 

アルコール摂取量、睡眠の深さ、ストレスはユーザ

の判断でそれぞれ５段階（飲み過ぎ、多い、適度、少

ない、非常に少ない）、３段階（ぐっすり、やや浅い、

あまり眠れなかった）、３段階（多い、普通、少ない）

のシンボル値でデータ登録している．  
 血圧（mmHg）と脈拍（回 /分）は、オシロメトリッ
ク法による自動血圧計を用い、家庭でほぼ毎日朝同じ

条件で測定している．血圧は測定のエラーを少なくす

るために、３回計測しその平均をデータ登録している． 
 体重（kg）と体脂肪率（％）は、生体インピーダン
ス法による体脂肪率計を用い、やはり家庭でほぼ毎日

朝同じ条件で測定しデータ登録している．  
 

3.2. 入力変数（フィールド）の自動定義  
 ボランティアユーザの関心事は、日常の血圧と体脂

肪に与える生活習慣の影響にあった．従って、出力変

数は最大血圧（心臓収縮期血圧）と最小血圧（心臓拡

張期血圧）および体脂肪率である．そこで、表１の生

活習慣データ項目とこれらの健康データ項目の時系列

データを基に 2.3.1 で述べた手法により入力変数（フ
ィールド）を定義した．この時、ピアソンの積率相関

係数はそれぞれのデータ項目について時系列の最初の

80 データを基に計算し、相関が有意であると判断でき
る相関係数の基準を 0.3と仮定してR s =0.3と設定した．
結果を表２にまとめた．  
 
表２．計算された相関係数と各出力変数に対して定義

された入力変数（フィールド）  
A．  対象出力変数：最小血圧  

入力変数  r 定義された入力フィールド  
消費エネルギー  -0.333 e i +e i-1 +・・・+e i-5 (i=n-1)
摂取エネルギー  0.337 e i (i=n-2) 
アルコール摂取量  0.377 e i (i=n-2) 
ストレス  0.330 e i (i=n-1) 
実効睡眠時間  -0.312 e i +e i-1 +・・・+e i-6 (i=n-1)
B．対象出力変数：最大血圧  

入力変数  r 定義された入力フィールド  
消費エネルギー  -0.309 e i +e i-1 (i=n-1) 
摂取エネルギー  0.345 e i (i=n-2) 
アルコール摂取量  0.322 e i (i=n-2) 
ストレス  0.310 e i (i=n-1) 
C．対象出力変数：体脂肪率  

入力変数  r 定義された入力フィールド  
消費エネルギー  -0.369 e i +e i-1 +・・・+e i-4 (i=n-2)
摂取エネルギー  0.321 e i +e i-1 +・・・+e i-4 (i=n-2)
アルコール摂取量  0.608 e i (i=n-2) 
 
表２において、rは 2.3.1 で述べたパラメータセット

((n-m) max , (i-j) max , s max )におけるピアソンの積率相関
係数の値で、このパラメータセットに基づき入力フィ

ールドは定義されている．  
表２A における実効睡眠時間は睡眠時間を睡眠の深

さの値（1（ぐっすり）、2（やや浅い）、3（あまり眠れ
なかった））の平方根で割って重み付けをしたものであ

る．なお重み付けの方法はこれに限ったことではない． 
 

3.3. 決定木によるルール生成  
3.3.1. 血圧と生活習慣  
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C5.0 アルゴリズムで生成した最小血圧と最大血圧
に関する決定木の例を図４に示す．サンプル集団のレ

コード数は約 230 である．このユーザの場合、２日前
のアルコール摂取量と摂取エネルギーおよび昨日のス

トレスが、現在の血圧に影響を与えるキーの生活習慣

データであることが判る．即ち、過度の飲酒が２日後

の朝の血圧を上昇させ、前日の強いストレスが翌朝の

血圧を上昇させ、少な目の食事摂取が２日後の朝の血

圧を下げる傾向にあることが判る．  
 

3.3.2. 体脂肪と生活習慣  
C5.0 アルゴリズムで生成した体脂肪率に関する決

定木の例を図５に示す．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５．体脂肪率に関する決定木の例  

 
このユーザの場合、２日前から５日間の合計の摂取エ

ネルギーと消費エネルギーが、現在の体脂肪率に影響

を与えるキーの生活習慣データであることが判る．即

ち、５日間の多目の食事摂取が２日後に体脂肪率の増

加となって現れ、５日間の継続的なエネルギー消費が

２日後に体脂肪率の減少となって現れる傾向があるこ

とが判る．血圧と異なり、５日間という継続的な生活

習慣が現在の体脂肪率に影響を与えていると言える．  
 

3.4. アソシエーションルール解析によるルール自動
生成  

3.4.1. ルール自動生成の流れ  
ITRULE アルゴリズムを用いたアソシエーションル

ール解析の自動化を試みた．データマイニングサーバ

での処理の流れを図６に示す．  
１）データチェック  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開始

  図６．ルール自動生成の流れ図  
 
このプロセスは、各ユーザ毎に、どの程度の生活習慣

データと健康データが蓄積されたかをチェックする．

ユーザがデータ蓄積を開始して、最初の３ヶ月間でデ

ータ数がある閾値N sを超えていると、健康データマイ

ニング対象ユーザとして登録し、自動的に入力フィー

ルド定義、ルール生成プロセスを実行する．ここでは、

10%程度のミッシングデータが許容されると仮定し、
N s =80 と設定した．  
 ２）相関チェック  

 このプロセスは、n-m, i-j, sをパラメータとして変化

させ（n-m=1~10, i-j=0~9, s=1~3）、最初の３ヶ月間蓄

積された時系列データをもとに、各ユーザ毎に⊿h nm

とe t
ijの間のピアソンの積率相関係数 rを計算する．も

し、 rの最大値がある閾値R sを超えていたら、対応す

るe t
ijが自動的に入力変数（フィールド）として定義さ

れる．ここでは、 80~90のデータ数において相関が有

意であると判断できる相関係数の基準を0.3と仮定し、

R s =0.3と設定した．  

３）ルール生成  

 このプロセスは、2.3.3で述べた手法により生活習慣

と健康状態の相関ルールを自動生成する．あまりにも

複雑なルールはユーザを混乱させ、生活習慣の改善や

健康増進を行うための指針にならないと考え、前提条

件は２つまでに制限した．ルールの最小サポート率S s

と確信度C sは可変で、ここでは、それぞれの出力変（健

康データ項目）について生成されるルール数が10個以
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下になるようにS s =0.04、C s =0.60~0.65に設定した．  

 

3.4.2. 生成されたルール  
決定木を生成した同じユーザの約１年間にわたり

蓄積された時系列データ（データセット数 330~340）
をもとに、最小血圧、最大血圧、体脂肪率についてル

ールを自動生成した．  
１）血圧  
 S s =0.04、C s =0.65 と設定して自動生成された最小
血圧に関する８個のルールを図７に、最大血圧に関す

る５個のルールを図８にまとめた．ここで、インスタ

ンス Iはルールの前提が真のレコード数、サポート率S
は Iを総レコード数で割った値、確信度Cはルール全体
が真のレコード数を Iで割った値である．ルールはS×
Cの値が大きい順にソートして表示している．ここで
ルール４はルール３の特殊化で確信度がさらに高くな

っている．  

 

 データセット数は異なるが決定木から得られる情報

とほぼ同質のルールが得られており、２日前のアルコ

ール摂取量と摂取エネルギーおよび昨日のストレスが

朝の血圧に大きな影響を与えていることが判る．これ

らのルールは個人毎に異なると考えられ、ユーザはこ

のような個人特有の情報に基づいて個々の生活習慣の

改善を行うことができる．  
２）体脂肪率  
S s =0.04、C s =0.60 と設定して自動生成された体脂肪

率に関する４個のルールを図９にまとめた．やはり決

定木から得られる情報と同質のルールが得られている．

特に最も確信度が高いルール２は有用で、このユーザ

の場合、５日間の平均消費エネルギーが 280 kcal以下
の時に同じ５日間の平均摂取エネルギーが 2000 kcal
を超えていると体脂肪率が増加する傾向があることが

判る．従って、ユーザは具体的な数値目標をもって体

脂肪率の管理に取り組むことができる．  
なお、２日前のアルコール摂取量が、相関係数の大

きな入力フィールドとして選ばれている（表２C）が、
ここでのルール生成条件においてはアルコール摂取量

は前提条件に含まれないという結果になっている．  

 

4. 考察  
4.1. 健康データマイニングの自動化プロセス 
 健康データマイニングにおいては、それぞれの出力

変数（健康データ項目）に対する入力変数（フィール

ド）の選定が最もキーとなるプロセスである．全ての

生活習慣データ項目の、全ての i-j, sの組み合わせを入

力フィールドとしてデータマイニングを実行すること

は、個人健康管理システムのユーザが不特定多数であ

ることを考慮すると、あまりにも膨大な計算量になる．

またこのようにして得られるルールは複雑で判り難い

ものになると予想される．  
 

出力フィールド： 最小血圧 
レコード総数： 333

高い：   ≧ 86 mmHg I ： インスタンス
中間：   82-85 mmHg S：サポート率
低い：   ≦ 81 mmHg C： 確信度

ルール導出条件： 最大前提数 = 2, S≧0.04, C≧0.65

前提部 結論部 I S C
1 [ストレス1=少ない,  摂取1< 1625 kcal ] [最小血圧=低い ] 40 0.12 0.7
2 [酒量1=飲み過ぎ                            ] [最小血圧=高い ] 36 0.108 0.72
3 [ストレス1=多い                              ] [最小血圧=高い ] 35 0.105 0.69
4 [ストレス1=多い,  消費6< 1819 kcal    ] [最小血圧=高い ] 27 0.081 0.81
5 [酒量1=飲み過ぎ, 摂取1>2025 kcal　　] [最小血圧=高い ] 22 0.066 0.86
6 [ストレス1=少ない,   酒量1=飲み過ぎ  ] [最小血圧=高い ] 23 0.069 0.78
7 [ストレス1=普通,  睡眠7> 41.67 時間  ] [最小血圧=中間 ] 16 0.048 0.75
8 [酒量1=少ない,  摂取1> 1945 kcal     ] [最小血圧=中間 ] 16 0.048 0.69

・ストレス1： 昨日のストレス
・摂取1： ２日前の摂取エネルギー
・酒量1： ２日前のアルコール摂取量
・消費6： 昨日から６日間の消費エネルギー
・睡眠7： 昨日から７日間の実効睡眠時間

 
図７．最小血圧に関して自動生成されたルール  

 
 

出力フィールド： 最大血圧 
レコード総数： 340

高い：   ≧ 137 mmHg I ： インスタンス
  中間：   132-136 mmHg S：サポート率
低い：   ≦ 131 mmHg C： 確信度

ルール導出条件： 最大前提数 = 2, S≧0.04, C≧0.65

前提部 結論部 I S C
1 [酒量1=飲み過ぎ                             ] [最大血圧=高い ] 37 0.109 0.73
2 [ストレス1=少ない,　摂取１< 1625 kcal  ] [最大血圧=低い ] 40 0.118 0.65
3 [酒量1=飲み過ぎ, 摂取1< 2175 kcal　　] [最大血圧=高い ] 26 0.077 0.81
4 [ストレス1=少ない,   酒量1=飲み過ぎ   ] [最大血圧=高い ] 23 0.068 0.78
5 [ストレス1=多い,  消費2< 508 kcal       ] [最大血圧=高い ] 20 0.059 0.8

・ストレス1： 昨日のストレス
・摂取1： ２日前の摂取エネルギー
・酒量1： ２日前のアルコール摂取量
・消費2： 昨日から2日間の消費エネルギー

 
 図８．最大血圧に関して自動生成されたルール  
 

出力フィールド： 体脂肪率 
レコード総数： 331

高い：   ≧ 18.0 % I ： インスタンス
  中間：   17.3-17.9 % S：サポート率
低い：   ≦ 17.2 % C： 確信度

ルール導出条件： 最大前提数 = 2, S≧0.04, C≧0.60

前提部 結論部 I S C
1 [摂取5> 9925 kcal                           ] [体脂肪率=高い ] 37 0.112 0.62
2 [摂取5> 9925 kcal,　消費5< 1417 kcal ] [体脂肪率=高い ] 29 0.088 0.72
3 [消費5> 1747 kcal　                         ] [体脂肪率=低い ] 21 0.063 0.62
4 [摂取5< 8225 kcal                           ] [体脂肪率=低い ] 14 0.042 0.71

・摂取5： ２日前から５日間の摂取エネルギー
・消費5： ２日前から５日間の消費エネルギー

 
図９．体脂肪率に関して自動生成されたルール  
 



 

そこで、ルール生成プロセスの前処理として、３ヶ

月間の時系列データをもとにした相関チェックにより、

入力フィールドにある程度ふるいをかけた．即ち、各

健康データ項目について、生成されるルールの前提部

となる候補を予め“相関係数”という尺度を使って絞

り込んだ．しかし、⊿h nmとより大きい相関係数をも

つ e t
ijが必ずしもより有効な入力フィールドとはかぎ

らない．何故ならば、ルールは因果関係であり相関関

係とは異なるからである．すでに指摘したように２日

前のアルコール摂取量は体脂肪率と大きな相関を示す

（r=0.608）が、体脂肪率に関するルールの前提条件に
は入ってこない．この場合は問題ないが、相関係数が

閾値R sより小さいが有効な入力フィールドを見逃す

可能性がある．相関が非線形の場合、みかけの相関係

数が小さく計算されることがあるからである．未だこ

こで述べたケースしかないが、今後の検討課題である． 
 

4.2. 定義された入力フィールドの寿命  
本研究のデータマイニング実行例では、入力フィー

ルドを最初の３ヶ月間のデータセットをもとに自動定

義し、ルール生成は３ヶ月毎に１回と設定した．ここ

で、日数とともにデータ数は増えていくが、定義した

入力フィールドはどの位の期間有効であろうか．ユー

ザは、生成されたルールに基づいて生活習慣を改善す

るかもしれないし、同時に加齢を重ねる．従って、入

力フィールドは時間によって変化するものと捉えるべ

きである．本研究のシステムでは、暫定的に入力フィ

ールドは１年間有効とし、１年経つとまた最新の３ヶ

月間のデータを基に入力フィールドを再定義するよう

システムをデザインした．  
 

4.3. システムの最適化  
健康データマイニングの自動化システムでは、シス

テム管理者は以下の４つのパラメータを調整すること

が出来るようにした．  
N s：３ヶ月間の蓄積データ数がこの値を超えている

と、データマイニングプロセスを開始する．  
R s：入力フィールドが定義されるための最小のピア

ソン積率相関係数．  
S s：ルール格納テーブルに格納されるための最小の

サポート率．  
C s：ルール格納テーブルに格納されるための最小の

確信度．  
今 回 の 研 究 で は 、 N s =80 、 R s =0.3 、 S s =0.04 、

C s =0.6~0.65 に設定して、あるボランティアユーザに
とっていくつかの有用なルールを得ることができた．

今後、できるだけ多くの不特定ユーザが満足できるル

ールが生成されるように、これらのパラメータを最適

化する必要がある．  
 

5. おわりに  
筆者らが提案した個人健康管理のための健康データ

マイニングシステムが、システムのボランティアユー

ザの生活習慣と血圧と体脂肪率の関係において、健康

管理に有用なルールを抽出できることを示した．健康

データマイニングは、決定木およびアソシエーション

ルール解析に、本研究で開発した入力フィールドの自

動定義アルゴリズムを組み合わせることで実現した．

今後、多くのボランティアユーザを募り、システムを

最適化することが課題である．  
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