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ニュースストリームからの選言パターン抽出
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あらまし 頻出な選言パターンは，単一系列データ上で APRIORI に基づいた逆単調性を満たす効率的なアルゴリズ

ムを論じることができ，精巧なテキストマイニング技法として知られている．本稿では，この考え方をニューススト

リームに適用し，過去の頻度に対して忘却関数を用いた重み付け法を用いることで時間変化に適切に追従し，任意の

時間において確率的にエラー保証された近似解を提供するオンライン型単一パスアルゴリズムを提案する．また実験

によりその有用性を検証する．
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Abstract Frequent disjunctive pattern is known to be a sophisticated method of text mining in a single document

that satisfies anti-monotonicity, by which we can discuss efficient algorithm based on APRIORI. In this work, we

propose a new online and single-pass algorithm which can extract current frequent disjuctive patterns by a weighting

method for past events from a news stream. And we discuss some experimental results.
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1. 前 書 き

これまで，文書データから重要な語句や規則を抽出するため

に，統計的推定やデータマイニング手法などの定量的な分析を

適用することは容易ではないと言われてきた [6], [9]．しかし，

テキストを対象とした研究が注目されるにつれ，この手法を適

用する研究が開始されている [23]．

データマイニング手法の特徴は，頻度の数え上げや共起性の検

出にあり [25], [26]，この手法を，系列データ (sequence data)，

特に文字列テキストに適用するアプローチをテキストマイニン

グと呼ぶ．

一方，近年のネットワークやWeb 技術の発達により，ネッ

トワーク上を流れる膨大な量の動的なデータであるデータスト

リーム (data stream)に対するデータマイニング研究が注目さ

れている [7]．一般にデータストリームは，(1)大量，(2)高速，

(3) データ分布の動的変化，(4) 連続的という特徴を持ってお

り，これを対象とする手法には，限られた計算資源で高速かつ

長期間の解析が要求され，任意の時点において正しい解が出力

されるような手法であることが望ましく，過去のデータマイニ

ング手法を適用するのは困難であると言われている [7], [19]．

データストリームの中でも特に，時系列順にニュース記事や

放送内容のアノテーション・トランスクリプションが配信され

るものを，ニュースストリーム (news stream)と呼ぶ．本稿で

はこのニュースストリームを対象とする．一般に，ニュース記

事の発行間隔は不定であるが，発行される記事は速報性が高い

ため，本稿では記事の発行時間と記事の内容時間は一致するも

のと仮定する．

ニュースストリーム環境下では，絶えず記事が発生しており，

新しい記事と過去の記事が混在している．ユーザは，一般に新

しい記事の内容に興味を持っていることが多く，両データを同

等の重みで扱うことはできない．従って本稿では，各記事内に

発生する語句については平等にオブジェクトとして扱うが，新

しい記事に生じるものほど重要であるとする．

APRIORI など静的なデータを対象としたデータマイニング

の主要な研究の多くでは，探索空間の削減にパターンの逆単調

性を用いる．しかし，系列パターンでは成り立たない [2], [5]．

また，APRIORI を用いたテキストマイニング操作は組み合わ

せ探索問題であり，一般的に多くの計算資源を要するため，実

際には小規模な問題やサンプリング手法などによりこれを回避

する [17]．著者らは，選言 (disjunctive)パターンを導入し，こ

の上で逆単調性をみたす出現尺度を提案した [15]．

一般的に利用者が興味あるパターンを発見する場合，検出結



果を見ながら設定条件を変化させるというプロセスを繰り返す

ことが多い．各ステップは効率よく処理できても，全体として

データを繰り返し走査するため，膨大な読込みが生じ，最終結

果を得るまでに多くの時間を要する．また，各処理が独立であ

るため，設定条件を変更するたびに再計算が必要となる．

これらの問題を回避するため，オンライン分析手法が提案さ

れている [1]．特にデータストリーム環境下では，その性質上，

過去に遡った再計算が困難であるので，オンライン分析の考え

方がより重要となる．筆者らは，オンライン分析を導入し，静

的なデータ環境下で，効率的な選言パターン抽出法を提案し

た [24]．

本稿では，ニュースストリーム環境下で，時間変化に適切に

追従し，任意の時点において効率的に近似解を提供するオン

ライン型単一パスアルゴリズムを論じる．即ち，特定の形式の

データ構造を構築し，過去の頻度に対して適切な重み付けを行

い，確率的にエラー保証された頻出な選言パターンを抽出す

る方法を提案する．2 章で関連研究を紹介し，3 章では選言パ

ターンとその逆単調性を満たす出現尺度を示す．4 章でデータ

の構築法及びそのデータからの選言パターン抽出法の提案を行

い，5 章でいくつかの実験結果を示し，6 章で結びとする．

2. 関 連 研 究

データストリームに対するデータマイニング手法としては，

損失カウント (Lossy Counting) が提案されている [11]．これ

は，トランザクションデータストリームを対象としたオンライ

ン型単一パスアルゴリズムであり，確率的にエラー保証された

頻出アイテム集合を高速に生成する手法である．また，この考

えを応用した研究も提案されており，例えば，センサーネット

ワークへの応用がある [8]．反面，時間変化への適応性が考慮さ

れていない．

一方，StreamT [19]では忘却型減衰モデルを導入することで

時間変化問題を解決している．しかし，半構造データストリー

ムを対象としており，本稿で扱うようなニュースストリームへ

応用することは困難である．

データストリーム環境下での研究としては，忘却関数による

重み付け [14], [20], [21] や，Tilted-Time Window による重み

付け [4] などが提案されているが，いずれの研究もニュースス

トリームに対するデータマイニングを想定していない．

厳密解を求めるアルゴリズムとしては，[12] が提案されてお

り，上位 k 個のパターンを対象とすることで実行効率を改善し

ているが，本手法のように全ての頻出パターンの抽出を対象と

するアルゴリズムではない．

3. 選言パターン (Disjunctive Pattern)

与えられたアルファベット (あるいはアイテムとも言う)の集

合 I = {i1, .., iL}, L > 0 に対し，系列データ (記事)S とはア

ルファベットの順序リスト s1...sm,∞ > m > 0 をいう．S に

は同じアルファベットが複数回生じてよく，S に含まれる (重

複を含めた)語の数 m に対し，S をm-系列データという．

選言パターン (あるいは単にパターン) p とは t1t2...tn で表さ

れ，各 ti はアルファベット aまたは選択 [a1a2...am], m > 0 (各

aj は相異なるアルファベット) である．パターン p = t1t2...tn，

q = v1v2...vm, m <= n があるとき，q が p の部分パターン で

ある (q v p と記す)とは，1 <= j1 < ... < jm <= n があり，各

vk は tjk に対応して次を満たす (混乱の無い限り vk v tjk と

記す)：

vk がアルファベット a のとき， tjk = a もしくは a

を含む選択

vk が 選択 [a1a2...am] のとき，tjk = [b1b2...bl] でか

つ {a1, .., am}⊂={b1, .., bl}

［例 1］ ”ac”は ”abcd”の部分パターンである．同様に，”[ac]”

は ”[abcd]” の，”bd” は ”[ab]b[cd]de” の，”b” は ”[ab]” の，

そして”ac”は ”[ab][cd]” の部分パターンである．

しかし，”ab”は ”[ab]”の部分パターンではない．また”[ab]”

は ”ab” の部分パターンではない．2

系列データ S = c1c2...cm にパターン p = t1t2...tn が

適合する (match) とは，t1 がアルファベット a1 のとき，

t1 = a1 = ci1 , 1 <= i1 <= m でありかつ 部分パターン t2...tn

が系列データ ci1+1...cm に適合するときを言う．t1 が選択

[a1a2...am] のとき a1, ..., am のある並びからなるパターン

aj1 ...ajm が系列データ c1...ci1 に適合し，かつ 部分パターン

t2...tn が系列データ ci1+1...cm に適合するときを言う．

［例 2］ 系列データ S が a1a2b3b4b5a6(各アルファベットの

添え字はS中における出現位置) であるとき，パターン a は

Sに 3 回適合 (a1, a2, a6) する．また，パターン ab は 6 回適

合 (a1b3, a1b4, a1b5, a2b3, a2b4, a2b5) する．一方 [ab] は 9 回適

合する．2

系列データ S に関してパターンから非負整数への関数M が

逆単調性 (Anti Monotonicity, AM) を満たすとは，パターン

p, q に対して q v p のときMS(q) >= MS(p) が成り立つとき

を言う．以下で考慮する系列データは単一であり S を略す．

逆単調なM が与えられ，また最小頻度を与えるしきい値 σ

(最小支持度) が与えられているとする．このとき，M(q) < σ

ならば q v p となる p はM(p) >= σ ではない．この性質を用

いれば，部分パターンの探索範囲を減少させることができる．

しかし，例 2のような単純な適合頻度では逆単調性が得られな

い．そこで本稿では逆単調性を満たす出現尺度を提案する [15]．

系列データ S = s1s2...sr，パターン p を t1t2...tn とすると

系列先頭頻度は以下のように表される．

H(S, p) =
∑r

i=1
V al(S, i, p)

ただし V al(S, i, p) は次を満たすとき 1, さもなければ 0 であ

るとする:

S(i)を S の i番目からの接尾辞 si...sr とする．t1がア

ルファベット aのとき，si = aかつ t2t3...tn が S(i+1)

に適合する．t1 が選択 [a1a2...am] のとき，si = aj

となる j があり (例えば j = 1)，[a2a3...am]t2...tn が

S(i + 1) に適合する．



H(S, p) は S またはその接尾辞において p が先頭から適合す

る回数を表している．しかし，系列先頭頻度は逆単調性を満た

さない．そこで， p のすべての部分パターン q を調べ，その

H(S, q) のうちの最小の値を全体出現頻度とする．

D(S, p) = MIN{H(S, q)|q v p}

また，この計算は p の接尾辞 (n 個存在)のうち，長さの小

さいものから順にその最小値を決定するとすれば以下のように

書き直すことができる．系列データ S, パターンを p とすると，

D(S, p) = MIN{H(S, p), D(S, p(2))}

ただし，p(2)は pより 1つ長さの短い部分パターンである．こ

のとき，D(S, p)は逆単調性を示すことが知られている [15]．

［例 3］ S を caabbbc, p = ab とすれば H(S, p) = 2,

D(S, p) = 2である．p = acとすればH(S, p) = 2, D(S, p) = 2

である．また p = [ac] とすれば H(S, p) = 3, D(S, p) = 2 で

ある (実際の適合頻度は 4 回)．ac や [ac] の部分系列 a,c が分

離して生じていても適合するとみなすため，系列先頭頻度や適

合回数とは合わない．

2

ここで，系列先頭頻度について S の長さに対して適切な重み

付けを与える．これは，一般に長大な系列ほど単語の出現数が

増加し，その頻度値が系列内容の重要性に対応しなくなる可能

性が高いためである．ここでは，各頻出語の出現頻度として索

引語頻度 (term frequency)を用いる [22]．すなわち，系列デー

タ S における，要素数 n のパターン p に対する，重みを考慮

した系列先頭頻度 Hw(S, p) は，次で定義される．

Hw(S, p) = H(S,p)
|S|−(n−1)

ただし，|S| は S 中の総単語数を表す．従って，全体出現頻度

も以下のように書き直すことができる．

Dw(S, p) = MIN{Hw(S, p), Dw(S, p(2))}

本稿では以降，この重み付けられた系列先頭頻度 Hw(S, p)

および全体出現頻度 Dw(S, p) を用いる．

4. ニュースストリームからの選言パターン抽出

ニュースストリームからの選言パターン抽出問題とは以下で

定義される．

入力: ニュースストリーム NS, 最小支持度 σ , 許容誤差 ε

問題: 現在時刻 timenow において，出現頻度が (σ − ε) 以

上となるような全てのパターンを出力せよ．

ニュースストリームNS とは，系列データを要素とする無限

長順序リスト S1...Si...Sj ... であり，Si とは，S1 を基準として

NS 中に現れる i 番目の系列データであることを示す．また，

NS 中の各 Si はそれぞれ発行時刻 timei を持ち，i <= j なら

ば timei <= timej である．本研究では，発行時刻 timei が等

しい複数の系列データ Si1 ...Siwsize は，単一の系列データ Si

とみなす．ここで，wsize をウインドウサイズと呼び，何らか

の上限値を有する，一度の計算で同時に処理できる系列デー

タ数とも考えられる．現在時刻 timenow は問い合わせが行わ

れた時刻を表すが，各時点で解釈が若干異なる．以下，本稿

では最小支持度 σ 以上の頻度を持つパターンを頻出パターン

(frequent pattern)と呼ぶ．データストリームを扱う問題の多

くでは，データの規模が巨大でかつ長期的な解析を想定してお

り，一般に解として出力される頻出アイテム集合を近似解とす

ることで計算コストを抑える．本稿で提案する手法は，近似解

を出力する手法の一つである損失カウント [11] の手法に基づく．

損失カウントでは，各アイテムの推定頻度とその頻度の最大誤

差の情報を用いて，次の規則に基づきデータ構造を構築する．

規則 1: あるアイテムがデータ構造中に存在する時，その正

確な頻度は推定頻度以上でかつ推定頻度と最大誤差の合計よ

り小さい．

規則 2: あるアイテムがデータ構造中に存在しない時，その

正確な頻度は許容誤差以下である．

このようにして構築されたデータ構造から任意の時点で出力さ

れる解は，許容誤差 ε によって確率的に保証された頻出アイテ

ム集合，すなわち σ − ε 以上の頻出パターン集合となる．

本稿では，上記の問題に対して以下の 3つのフェーズからな

るオンライン型単一パスアルゴリズムを提案する．

（ 1） 系列データからの候補パターン集合生成

（ 2） 候補パターン集合からの選言パターン束構築

（ 3） 選言パターン束からの頻出パターン集合抽出

アルゴリズムは，ある時点でニュースストリームから系列

データが入力されるたびに (1),(2)を繰り返し実行し，ユーザ

からの任意の問合せに対して (3)を実行することで，その時点

での結果を出力する．フェーズ (1)では，出現位置リスト と呼

ぶ情報を用いることで効率的に候補パターン集合を生成する．

フェーズ (2)では，選言パターン束 と呼ぶ特殊なデータ構造を

上記の規則に従い構築する．フェーズ (3) では，(2) で構築し

たデータ構造から，任意の時点において高速に頻出パターン抽

出を行う．

また，本手法では，発行時刻に基づく重み ω を用い，発行時

刻が新しい系列データ上に生じる頻度ほどより大きな重みを与

える．ここではフェーズ (2)と (3)において，選言パターン束

中の各節点へのアクセス時に忘却関数 (decay function)による

重みを計算し，発行時刻の古い系列データ上で生じる頻度を指

数的に減衰させる．

ω = uλ(timenow−timelast)

ここで timelast とは，選言パターン束中の各節点の最終更新

時刻である．λ は忘却定数 0 <= λ <= 1 を表し，この値が小さく

なるほど ω も小さくなり，頻度の忘却の度合いが大きくなる．

また u は，

u =

{
1 (timenow − timelast <= τ)

0 (timenow − timelast > τ)



で表される単位ステップ関数 (unit step function)であり，τ は

有効期間を表す．従って，節点の最終更新時刻からの経過期間

が有効期間外であれば，λ がどんな値をとっても，ω = 0とな

る．次章では各フェーズについて示す．

5. 提 案 手 法

5. 1 系列データからの候補パターン集合生成

NS 中の系列データ S が入力されると，候補パターン (can-

didate pattern) の生成を行う．生成には，候補パターン p の

S 中での出現開始位置 head と終了位置 tail を保持した出現

位置リストを用いる．すなわち，p の S 中での出現位置を

Pp(head, tail) とするとき，p に関する出現位置リスト listp を

次のように定義する．

listp = {Ppi(head, tail), ..., Ppmax(head, tail)}

ここで maxは系列先頭頻度 H(S, p) を表し，各 headは同じ

リスト中では重複しない．

出現位置リストを用いて，系列データ S からパターンの要素

数が n であるような n -候補パターン集合 Cn を生成する手順

を以下に示す．

入力: 系列データ S

出力: n -候補パターン集合 Cn

手順:

n = 1 の時: S を 1回走査して 1-候補パターンとその出現

位置リストを生成し，C1 に追加する．

n > 1 の時: (n− 1)-候補パターンの出現位置リストから，

順次 n -候補パターンとその出現位置リストを取得し，Cn に

追加する．

上述の手順で，(n − 1)-候補パターン p,q の出現位置リスト

listp, listq から n-候補パターン pq の出現位置リスト listpq を

得る手順を示す．

入力: 出現位置リスト listp, listq

出力: 出現位置リスト listpq

手順:

（ 1） listp, listq を突き合わせ，Ppi (tail) < Pqj (head)

を満たす Ppi (head)，Pqj (tail) をすべて見つけ，それぞれ

を Ppqkのhead, tail として listpq に追加する．

（ 2） すべての出現位置を追加し終わったら listpq を出力

する．

listp = {Ppi(head, tail), ..., Ppimax(head, tail)}
listq = {Pqj (head, tail), ..., Pqjmax(head, tail)}
listpq = {Ppqk (Ppi(head), Pqj (tail))|Ppi(tail) < Pqj (head)}

［例 4］ S を caabbbcとすると，パターン a,b,cの出現位置リ

スト lista, listb, listc はそれぞれ，

lista = {Pa1(2, 2), Pa2(3, 3)}
listb = {Pb1(4, 4), Pb2(5, 5), Pb3(6, 6)}
listc = {Pc1(1, 1), Pc2(7, 7)}

また，パターン abと [ac]の出現位置リスト listab, list[ac] は，

listab = {Pab1(2, 4), Pab2(3, 4)}
list[ac] = {P[ac]1(1, 2), P[ac]2(2, 7), P[ac]3(3, 7)}

となる．2

5. 2 候補パターン集合からの選言パターン束構築

生成された候補パターン集合を用い，選言パターンに対する

オンライン分析を行うため，アイテム集合 I ，系列データ S に

対して，図 1のような，あるしきい値を持つアイテムに関する

べき集合 2I 上の束 (lattice)を構築する．この束を選言パター

ン束（Disjunctive Pattern Lattice, 以下 DPL）と呼ぶ．DPL

とは，閉路の無いラベル付き根付き有向グラフ (V, E) であり，

V は節点の有限集合, E は有向辺の集合 (E ⊂
= V × V ) を表す．

DPL にはただ一つの 根節 (root)が含まれ，ラベルを有さない．

根からの距離が n の節点 v ∈ V は n -候補パターンを表し，

三項組 (推定頻度:f , 最大誤差:∆, 節点最終更新時刻:timelast)

をラベルとして持つ．ここで，f とは timelast の時点までに

計算されたパターンの推定頻度値であり，∆ とは DPL に節点

が追加された時点までに生じた可能性のある，パターンの最

大の頻度誤差値を示しており，[11]の手法に基づき計算される．

(n + 1)-候補パターン v′ が v を部分パターンに持つとき，有向

辺 e(v, v′) ∈ E が存在する．

［例 5］ S ∈ NS を cabcbba，time = 1, ε = 0.1 とした時，

DPL は図 1のように構築される．例えば v[a, b]は，ラベルとし

て (f : 0.29, ∆ : 0.0, timelast : 1)を持つ．また，e(va,v[a, b]),

e(vb,v[a, b])から，va, vb をそれぞれ部分パターンとして持つこ

とがわかる．

2 NULL
f:0.29, Δ:0.0, time:1a b c

[a, b] [a, c] [b, c][a, b] c
f:0.43, Δ:0.0, time:1 f:0.29, Δ:0.0, time:1

f:0.29, Δ:0.0, time:1f:0.29, Δ:0.0, time:1f:0.29, Δ:0.0, time:1 f:0.14, Δ:0.0, time:1

root

図 1 ε = 0.1 で構築された DPL

系列データ Si から生成された n -候補パターン集合中のパ

ターン p ∈ Cn について，DPL D への節点としての追加，更
新，削除の各操作を次に示す．

入力: 候補パターン集合 C, 許容誤差 ε

出力: DPL D
操作:

追加: ∃vp /∈ D かつ
∑

Dw(Si, p) >= ε(Nall −Nlast) で

あれば，ラベル (
∑

Dw(Si, p), εNlast, timei)を持つ節点と

して D へ vp を追加する．



更新: ∃vp ∈ D かつ (
∑

Dw(Si, p) + ωf + ∆ >= εNall)

であれば，vp のラベルを (
∑

Dw(Si, p) + ωf, ∆,timei) と

して vp を更新する．

削除: ∃vp ∈ D かつ (
∑

Dw(Si, p) + ωf + ∆ < εNall)

であれば，vp およびその下位節点 (n + 1 以降) を全て削除

する．

Nall とは Si も含め，いままでに処理された全系列データ数

を表し，Nlast は Si を除く，いままでに処理された系列データ

数 Nall − wsize を表す．∑
Dw(Si, p) とはNlast +1 からNall までの系列データの全

体出現頻度 Dw(S, p) の合計を表しており，次の式で表される．

∑
Dw(Si, p) =

∑Nall

l=Nlast+1
Dw(Sil , p)

また，重み ω の計算に用いられる現在時刻 timenow は，こ

こではアルゴリズム側から見た時刻を表しているので，Si の発

行時刻 timei と一致する．

［例 6］ 図 1の DPL 中の，節点 va を更新することを考える．

今，ε = 0.1, Nall = 3, timenow = 3, wsize = 1, λ = 0.98,

τ = 3,
∑

Dw(S, a) = 0.2 の時，ω = 0.982 = 0.96, 頻度∑
Dw(S, p) + ωf + ∆ = 0.2 + 0.28 + 0 = 0.48 となる．

εNall = 0.3 であるので，va の新しいラベルは (f : 0.48, ∆ :

0, timelast : 3)と更新される．また，ある時点で vc を DPL中

から削除することを考える場合，その下位節点 v[a,c], v[b,c], v[a,b]c

も削除される．それぞれの操作を反映した DPL を図 2に示す．

2 NULL
f:0.48, ΔΔΔΔ:0.0, time:3a b c
[a, b] [a, c] [b, c][a, b] c

f:0.43, Δ:0.0, time:1 f:0.29, Δ:0.0, time:1
f:0.29, Δ:0.0, time:1f:0.29, Δ:0.0, time:1f:0.29, Δ:0.0, time:1 f:0.14, Δ:0.0, time:1

root

図 2 DPL に対しての更新・削除操作

5. 3 選言パターン束からの頻出パターン集合抽出

構築された DPL からのパターン抽出は，深さ優先探索

(Depth-First Search)で行う．以下にその手順を示す．

入力: DPL D, 最小支持度 σ, 許容誤差 ε

出力: 頻出パターン集合 F
手順:

（ 1） NULL 節点から開始して，(σ − ε)Nall <= ωf を満

たす 1-頻出パターン節点を 1つ選択し，その節点をスタック

F へ出力する．
（ 2） その節点の持つ 1 辺を選択し辿る．

（ 3） 次の節点が，過去に訪れたことがなく，かつ (σ −
ε)Nall <= ωf を満たせば，節点を F へ出力し (2) へ戻る．

（ 4） 過去に訪れていれば，1 つ前の節点に戻り (2) から

開始する．

（ 5） すべての訪問可能な節点の探索が終わったら F を
出力する．

ただし，重み ω の計算に用いられる現在時刻 timenow は，

ここではユーザ側から見た時刻となるので，ユーザの問い合わ

せた時刻そのものとなる．

［例 7］ 図 1において，σ = 0.5, ε = 0.1, Nall = 1, timenow =

2, λ = 0.98, τ = 3 とするとき，(σ − ε)Nall = 0.4 以上の度

数を有するすべてのパターンを抽出する．この探索は図 3のよ

うな順路に従い，頻出パターン集合 F を得る．図中の丸囲い
数字は，探索の順序を示す．例えば，パターン a については，

ω = 0.98 であるので，ωf = 0.28 となり頻出とはならない．し

かし，パターン b については，ωf = 0.42 となるので頻出パ

ターンとして出力される．2 NULL
f:0.29, Δ:0.0, time:1a b c

[a, b] [a, c] [b, c][a, b] c
f:0.43, ΔΔΔΔ:0.0, time:1 f:0.29, Δ:0.0, time:1

f:0.29, Δ:0.0, time:1f:0.29, Δ:0.0, time:1f:0.29, Δ:0.0, time:1 f:0.14, Δ:0.0, time:1
1 2

3 4
5

F b

root

図 3 DPL からの頻出パターン抽出

6. 実 験

6. 1 実験の方法

本稿では，4種類の実験を行う．実験 1では，大量のニュー

スストリームに対して，提案手法の規模耐性を評価する．実験

2では，各しきい値と DPL 構築に要する負荷の関係を調べる

ため，提案手法の DPL 構築に関する性能を評価する．実験 3

では，DPL からの頻出パターン抽出性能を評価する．実験 4

では，DPL のスペース効率および時間変化への追従性を評価

する．また最後に，実験結果の妥当性を検討し，提案手法で用

いた忘却関数による重み付け法の意味を考察する．

なお，以下の実験で生成される候補パターンは，(a, [ab],

[ab]c, [abc]d, [abcd]e 等のように) 選言の深さを 1 レベル，パ

ターン長を 5 までに制限する．また，1つのパターン中に選択

パターンが 1 回だけ出現するものに限定する．

実験データとして，Reuters-21578 text categorization test

collection を使用する．これは 1987 年のロイター社の発信記

事を日時順に並べたコーパスであり，全記事数は 21,578 件で



ある．今回は，この記事から 2200 件分の記事 (同発行時刻の

記事 100 件を 1 組として，時系列順に 22 組)を用いる．時刻

は日単位で扱い，それぞれの記事の発行時刻は，1 組目の発行

時刻を基準とした相対時刻で考える．各記事については，不要

語 (stop word)の削除および単語のステミング [22]を行ったも

のを実験データとして使用する．以下に記事内容の一例と，表

1に実験データの詳細を示す.

shower continu week bahia cocoa zone allevi drought

earli januari improv prospect temporao humid level

restor...

また実験では，4 種類の忘却定数 λ を用い，それぞれ

1.00(重み付け無し),1.007(有効期間 1 週間), 0.98(1ヶ月で重

み約 0.5), 0.91(1週間で重み約 0.5)である．

データ [組] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

時刻 [day] 0 5 7 11 14 15 19 21 25 26 28

差 [day] - 5 2 4 3 1 4 2 4 1 2

組 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

時刻 [day] 32 34 36 40 41 46 95 96 113 235 236

差 [day] 4 2 2 4 1 5 49 1 17 122 1

表 1 実験データの詳細

6. 2 実 験 結 果

実験 1では，許容誤差 ε を 0.005, 0.008, 0.010 と変化させ，

忘却定数 λ を 0.98 に固定し，実験データ 2200 件に対して，50

件処理する毎に DPL 構築時間を計測し比較を行う．実験結果

を図 4に示す．

0100002000030000400005000060000700008000090000100000
50 300 550 800 1050 1300 1550 1800 2050Number of ArticlesExcution Time [msec]

ε=0.005(10^-1 scale) ε=0.008 ε=0.010

図 4 規模耐性実験

実験 2では，(1)許容誤差 ε, (2)実験データの同時処理件数,

(3) 忘却定数，の各しきい値と DPL 構築に要する負荷の関係

を，DPL への節点の追加・更新・削除の各操作回数および実行

時間で比較を行う．(1)では，実験データの同時処理件数を 50

件に固定し，ε を 0.005, 0.008, 0.010と変化させ比較する．(2)

では，ε を 0.008 に固定し，実験データの同時処理件数を 25,

50, 100件と変化させ比較する．(3)では，実験データの同時処

理件数を 50 件，ε を 0.008 に固定し比較する．実験結果を表

2, 表 3, 表 4にそれぞれ示す．

λ 1.00 1.007

ε .005 .008 .01 .005 .008 .01

追加 [回] 1301 461 258 1360 483 275

更新 [回] 1579 614 364 1368 530 316

削除 [回] 1125 400 223 1206 425 241

実行時間 [sec] 1041.1 67.8 36.2 1054.3 66.8 36.9

λ 0.98 0.91

ε .005 .008 .01 .005 .008 .01

追加 [回] 1388 487 281 1453 521 296

更新 [回] 1230 486 289 903 359 223

削除 [回] 1233 429 247 1293 462 261

実行時間 [sec] 929.1 61.2 36.1 738.6 56.5 35.7

表 2 ε を変化させた時の負荷

λ 1.00 1.007

同時処理数 [件] 25 50 100 25 50 100

追加 [回] 2597 461 172 2618 483 187

更新 [回] 1450 614 266 1328 530 221

削除 [回] 2494 400 134 2524 425 156

実行時間 [sec] 224.7 67.8 48.3 239.1 66.8 50.7

λ 0.98 0.91

同時処理数 [件] 25 50 100 25 50 100

追加 [回] 2626 487 188 2643 521 203

更新 [回] 1210 486 196 1024 359 124

削除 [回] 2532 429 158 2549 462 172

実行時間 [sec] 208.9 61.2 44.3 196.4 56.5 39.4

表 3 実験データの同時処理件数を変化させた時の負荷

λ 1.00 1.007 0.98 0.91

追加 [回] 461 483 487 521

更新 [回] 614 530 486 359

削除 [回] 400 425 429 462

実行時間 [sec] 67.8 66.8 61.2 56.5

表 4 λ を変化させた時の負荷

実験 3では，許容誤差 εを 0.005，実験データの同時処理件数を

100 件，忘却定数 λを 0.98に固定し，実験データを 300 件分用

いて構築したDPL から，最小支持度 σ を 0.005,...,0.010(0.001

刻み), 0.015, 0.020, 0.030 と変化させ，頻出パターン抽出の実

行時間を比較する．実験結果を表 5に示す．

実験 4 では，許容誤差 ε を 0.005，最小支持度 σ を 0.010，

実験データの同時処理件数を 100 件に固定し，忘却定数 λ が

1.00 と 0.91 の時のそれぞれにおいて，DPL 中の節点 (候補パ

ターン)数と実際に頻出パターンとして抽出されるパターン数

を比較する．また，同条件で実験データ 300 件分用いて構築し



σ .005 .006 .007 .008 .009 .01 .015 .02 .03

時間 [msec] 47 46 32 31 31 31 31 31 16

パターン数 101 101 72 51 39 37 7 5 2

表 5 頻出パターン抽出の実行時間

た DPL から，7 日毎に DPL へ問い合わせを行い，各時点で

抽出される頻出パターン数の変化を比較する．実験結果を図 5,

表 6にそれぞれ示す．

020406080100120140
100 600 1100 1600 2100Number of ArticlesNumber of  Candidate / Frequent P

atterns λ=1.00(Candidate) λ=1.00(Frequent)λ=0.91(Candidate) λ=0.91(Frequent)

図 5 DPL 中の節点数と頻出パターン数

経過日数 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

λ = 1.00 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

λ = 1.007 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

λ = 0.98 37 31 20 18 8 7 7 6 5 4 2

λ = 0.91 28 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0

表 6 経過日数による頻出パターン数

6. 3 考 察

実験結果の考察を行う．実験 1において規模耐性実験を行っ

ている．全体的には，許容誤差 ε が小さいほどパターンの探

索範囲が増加するために効率は悪化し，ε が 2 倍で実行時間は

25.7 倍となる．また，入力される実験データに対して，実行時

間はほぼ線形に推移するが，前半 (0 件から 300 件)では DPL

への節点の追加が頻繁に行われるために効率が悪化し，後半

(2050 件から 2200 件)では大きな時間変化の影響により効率が

悪化する．いずれの場合も，ε が小さいほどその影響も大きい．

実験 2 では DPL 構築の負荷を調べている．(1) 許容誤差 ε

を変化させての比較では，ε が小さくなるほど負荷は増加して

おり，ε が 2 倍で忘却定数 λ が 1.00 の時に実行時間 28.8 倍，

全操作回数 (追加, 更新, 削除の各操作の合計回数)は 4.74 倍の

悪化，λ が 0.91 の時に実行時間 20.7 倍，全操作回数は 4.68 倍

の悪化とそれぞれなる．これは，ε 減少に伴い生成される候補

パターン数が増加することによると考えられる．

(2)実験データの同時処理件数の比較を行っている．同時処

理件数を増やすことで負荷は減少しており，同時処理件数が 4

倍で忘却定数 λ が 1.00 の時に実行時間 4.65 倍，全操作回数は

11.3 倍の改善，λ が 0.91 の時に実行時間 4.99 倍，全操作回数

は 12.5 倍の改善とそれぞれなる．これは，各記事の処理ごと

に発生する DPL への各操作が，同時処理件数を増やすことで

一括的に実行されることによると考えられる．

(3)忘却定数 λ の比較を行っている．λ が小さくなるほど負

荷は減少しており，具体的には追加や削除の操作回数が増え，

更新の操作回数が減少している．これは，λ を小さくすること

で，時間変化の影響を大きく受けることとなり，DPL 中の候

補パターンの頻繁な入れ替えによると考えられる．

実験 3においては，DPL からの頻出パターン抽出実験を行っ

ている．最小支持度 σ が小さいほどパターンの探索範囲が増

加するため，実行時間も増加しており，σ が 6 倍で実行時間は

2.9 倍となる．しかし，最も遅い場合でも 47 [msec] であるこ

とから，オンライン分析により，非常に効率よく頻出パターン

が抽出可能であるといえる．

実験 4では，DPL のスペース効率と時間変化への追従性に

ついて調べている．スペース効率については，忘却定数 λ が小

さくなると，削除前の候補パターンが DPL に残るため効率は

悪くなり，λ が 1.00 の時に平均 28 %，λ が 0.91 の時に平均

17 %となる．これは，λ が小さいほど重みの影響を受け，非頻

出となるまでの時間が早いことによると考えられる．

時間変化への追従性については，λが 0.91の時において 1600

件目以降，候補パターンおよび頻出パターン数が著しく減少し

ていることがわかる．また，表 6からも λ が小さいほど新しい

話題をより重視する傾向が見られ，7 日後と 21 日後の頻出パ

ターン数は構築直後 (0 日)と比べそれぞれ，λ が 0.98 の時で

84 %と 54 %，λ が 0.91 の時で 25 %と 0 %となり，λ が 1.007

では 7日後以降，頻出パターンは抽出されていない．これらの

結果から，適切に重み付けを与えることで過去の候補パターン

を削除し，時間変化に適切に追従できていることがわかる．

最後に，実験結果の妥当性を検討し，提案手法で用いた忘却

関数による重み付けの意味を考える．上記の実験では，忘却定

数 λ の小さいもの程，実行効率の改善が見られるが，これは言

い換えれば，他の部分でその対価を払っていると考えることが

できる．そこで，許容誤差 ε を 0.005,実験データの同時処理件

数を 100 件と設定し構築したDPL から，最小支持度 σを 0.01

として抽出できる全頻出パターンの内，その合計頻度が全頻出

パターンの合計頻度の 81 %を占めるような支配的な 13 パター

ンを選択し，各パターンについて λ が 1.00 の時に対するカバ

レージ Cover を比較する．Cover は次の式で表される．

Cover[%] = 任意のλ時のパターン抽出回数 (100 件毎問合せ)
λ=1.00 時のパターン抽出回数 (100 件毎問合せ)

× 100

表 7は，実験データ 2200 件での各パターンのカバレージを

示している．ここでは，λ が小さいほどカバレージが低下して

いることがわかり，0.91 の時では 33.3 [%] にまで低下してい

る．つまり，実行効率は頻出パターンのカバレージを犠牲にす

ることで得られている．忘却関数による重み付けは，前回の頻

度更新からの経過期間が長いほど頻度を早く減衰させる．即ち，

局所的に頻出となるようなパターンを制限し，その結果として



実行効率が改善されている．

さらに，表 1からもわかるとおり，実験データの 1800 件目

以降は時間変化が急激になるため，これ以降は強制的に，前回

更新からの経過期間が長くなる．そこで，この部分を除き，実

験データ 1700 件でのカバレージを表 8に示す．このとき，最

大で λ が 1.007の時に，実験データ 1700件目から 2200件目ま

ででカバレージが 21.4[%]低下していることがわかる．このこ

とからも，忘却関数による重み付けによって，全域的に頻出と

なるようなパターンを妥当な時間内に抽出できると言える．

Cover[%] said mln dir pct year billion campani

λ : 1.00 100 100 100 100 100 100 100

λ : 1.007 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 100 77.3

λ : 0.98 90.9 86.4 77.3 77.3 72.7 40.0 77.3

λ : 0.91 77.3 63.6 63.6 45.5 18.2 6.7 18.2

Cover[%] bank share ct net loss sale 合計

λ : 1.00 100 100 100 100 100 100 100

λ : 1.007 61.5 77.3 77.3 77.3 100 100 78.6

λ : 0.98 0 72.7 77.3 50.0 0 33.3 67.1

λ : 0.91 0 18.2 45.5 13.6 0 33.3 33.3

表 7 各語のカバレージ (2200 件)

Cover[%] said mln dir pct year billion campani

λ : 1.00 100 100 100 100 100 100 100

λ : 1.007 100 100 100 100 100 100 100

λ : 0.98 100 100 100 100 94.1 40.0 100

λ : 0.91 100 82.4 82.4 58.8 23.5 6.7 23.5

Cover[%] bank share ct net loss sale 合計

λ : 1.00 100 100 100 100 100 100 100

λ : 1.007 100 100 100 100 100 100 100

λ : 0.98 0 94.1 100 64.7 0 33.3 82.6

λ : 0.91 0 23.5 58.8 17.6 0 33.3 44.6

表 8 各語のカバレージ (1700 件)

7. 結 論

本稿では，ニュースストリームからの高速な DPL 構築法お

よび DPL からの頻出パターン抽出法を提案した．提案した手

法は，オンライン型の単一パスアルゴリズムであり，確率的に

エラー保証がされた近似解を出力し，忘却関数による重み付け

法を用いることで，時間変化に適切に追従することが可能であ

る．また，いくつかの実験を通して，現実のデータに対して十

分に有効であることを確認した．今後の研究として，データ分

布の変化に対しての実行効率改善などが考えられる．
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