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弱ラベルを用いた時系列データへの詳細ラベル付与
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あらまし 本論文では，深層学習を用い，各時系列データ中の一部分に対するラベルしか明らかになっていない中

で，時系列データ中の全ての時刻に対してラベルを付与するためのアルゴリズムを提案する．提案手法は，多次元セ

ンサーデータが与えられたときに，その時系列データの中から重要な特徴を発見し，それらの情報を統計的に要約・

表現する．さらに，要約情報に対して深層学習を適用することにより，時系列データを効率的かつ効果的に分類し，

Attention機構によって明らかになっているラベルに相当する時系列パターンを特定する．そして，学習済みのモデル

は時系列データが入力されたときに，その中に含まれるパターンの数とそれぞれに対するラベルを推定する．実デー

タを用いた実験では，提案手法が効率的に各時系列データからパターンを発見し，高精度にラベルを付与しているこ

とを確認した．

キーワード 時系列データ，特徴自動抽出，深層学習，分類

1 は じ め に

近年，センサーの小型化や低価格化が進み，ウェアラブル

デバイス，自動車，スマートファクトリーといった多くの

IoT(Internet of Things)アプリケーションによって大量の時系

列データが生成/収集されている [6], [8]．一般に，実際に生成さ

れる時系列データは複数のパターンやトレンドを持つことが多

い．具体的な例として，ウェアラブルデバイスにより収集され

たセンサーデータでは，活動内容に応じて複数の動作パターン

を持つ．そうした時系列データを構成する様々なパターンを捉

えることやデータ間で共通するパターンを発見することは重要

な課題である．さらに，発見されたパターンに対してラベルを

付与することでより質の高いサービスを実現することができる．

一方，データに対するラベルの付与は教師あり学習が用いら

れる．近年では，深層学習がめざましく発展し，画像やセンサー

データに対して高い分類精度を達成するモデルが数多く報告さ

れている [20], [24]．しかしながら，深層学習には大量の学習用

データが必要となる．一般的に，センサーデータに対する分類

問題では単一のパターンのみが含まれるデータとそのパターン

がラベルとして付与されたものが対となる．したがって，デー

タ収集においては，所望の出力と同様のデータとラベルを収集

しなければならず，新たなケースに導入する場合は人的・時間

的コストが非常に高い．また，時系列データからのパターン検

出に関しても，先行研究 [9], [22]はパラメータの設定が出力に

大きな影響を与えるため，事前知識を必要とせず，ユーザの介

入を必要としない手法が望ましい．本研究では，前述のような
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図 1: データの収集と提案手法の具体例

学習用データの収集にかかる負担を削減しつつ，全ての時刻に

対してラベルを付与するため，時系列データからの自動パター

ン抽出と深層学習を用いたアルゴリズムを提案する．

本論文で扱う問題は以下のとおりである．

問題：複数のパターンを含む大規模時系列データ集合 D と各

データに含まれるパターンのうちの 1つであるラベル yが与え

られたとき，D を表現する時系列パターンを抽出し，それら全

ての時系列パターンに対してラベルを付与する．



より具体的には，複数のセンサーから生成された多次元時系

列データ集合が与えられたとき，(a) 各データに含まれる時系

列パターンの変化点と種類を自動的に把握し，(b) 得られた情

報から生成した特徴量に対して深層学習における Attention [1]

を適用することで付与されたラベル (データラベル) に相当す

るパターンを特定する．そして，(c) データセット全体の中か

ら潜在的に存在する共通パターンを自動で発見することによ

り，(d) 各時系列データ中の一部分に対するラベルしか明らか

になっていない中で，データから発見された全てのパターンに

対してラベルを付与する．つまり，提案手法はデータ収集にお

ける詳細なラベル付けを不要とし，データ収集の負担を大きく

削減しながらも，時系列データに対してセグメンテーションと

ラベルの付与を実現する．

ここで，各時系列データに付与されているラベルを「データ

ラベル」，各時系列パターンに付与されるラベルを「セグメント

ラベル」と呼ぶ．また，多次元時系列データにおける時系列パ

ターンを本論文では「レジーム (regime)」と呼び，各データに

含まれるものをローカルレジーム，データセット全体で共通す

るものをグローバルレジームとする．

1. 1 具 体 例

ここでは，工場における作業者の作業記録の作成を例とする．

図 1は，提案手法を用いて作業記録を作成する際のデータ収集

と作業ラベル推定の様子を示す．収集するデータは図上部のよ

うに複数の作業を含む時系列センサーデータとその中で行われ

た作業の 1つをデータラベルとして付与したものをセットとす

る．このような方法をとることで，一定時間おきにその時点で

行なっている作業を入力する必要がなく，1度で済むため作業

者の負担を軽減することができる．提案手法は各時系列データ

に含まれる作業の数と変化点を自動で発見し，得られたローカ

ルレジームの中からデータラベルに相当する部分を特定する．

そして，データセット内で共通するパターンであるグローバル

レジームを利用して穴埋め式に補い合うことで，全ての時刻に

対してラベル (セグメントラベル)を付与する．

1. 2 本論文の貢献

提案手法は以下の特徴を持つ．

• 各時系列の要約情報として時系列パターン (レジーム)の種

類を把握し，適切な変化点を自動的に発見する．さらに，

提案手法はパターン変化点の最適解の検出を保証する．

• 複数のパターンを有する時系列データの特徴を効果的に学

習するための多層ニューラルネットワークを構築し，高い

精度でラベル (データラベル) を分類するとともにラベル

に相当する部分のパターンを特定する．

• データセット全体の要約情報として，大量の時系列データ

間で共通する時系列パターンを検出し，それらにラベルを

割り当てる．

• 共通パターンを利用してラベルが存在しない部分を補い，

全てのパターンに対してラベル (セグメントラベル) を付

与する．

結果として，データ収集におけるラベル付けにかかる時間的・

人的コストを大きく削減し，さらに学習済みのモデルは入力さ

れた時系列データからパターンの数と時間を推定するとともに

各パターンにラベルを付与することを可能とする．

本論文の構成は以下の通りである．2章では関連研究につい

て述べる．3章では問題定義，4章では提案手法，5章では評価

実験について述べ，6章にて本論文をまとめる．

2 関 連 研 究

時系列データからの情報抽出に関しては，Li らが文献 [12]

において，欠損を含む大規模時系列シーケンス集合のための

アルゴリズムである DynaMMo を提案している．DynaMMo

は LDSに基づき，時系列データのパターンを発見し，シーケ

ンスのセグメント化の能力を持つ．また，隠れマルコフモデル

(HMM: Hidden Markov model) は音声認識を含む様々な分野

において，時系列解析手法として広く利用されている．Wang

ら [22]は pHMM (pattern-based hidden Markov model) を提

案している．pHMM は時系列のセグメント化とクラスタリン

グのための動的モデルであり，時系列シーケンスをマルコフモ

デルに基づいて線形のセグメントに分割する能力をもつ．著者

らは文献 [15] において，隠れマルコフモデルに基づく多次元時

系列シーケンスのための特徴自動抽出手法を提案した．

時系列データの回帰・分類問題に対しては近年発展の目覚ま

しい深層学習モデルが多数報告されている [2], [13], [24]．Yao

ら [24]は複数のセンサーから得られる多次元時系列データの分

類回帰モデルとして DeepSense を提案した．DeepSense は時

系列データを微小時間間隔に分割（セグメント化）し，各セグ

メントから多層 CNNを用いて各センサーの軸間の特徴，およ

びセンサー間の特徴を抽出後，それらに RNNを適用すること

で高精度を達成した．また，画像の分類問題にはセマンティッ

クセグメンテーションと呼ばれる画像を画素単位で分類するタ

スクがある [3], [14]．しかしながら，教師あり学習であるこの

タスクには画素ごとにラベル付けされたデータセットが必要で

あり，新たなケースに導入するとなると学習用データの作成に

膨大な手間がかかる．

深層学習は様々な問題に対して高い精度を発揮するモデルを

構築する一方で，ネットワークのパラメータから判断根拠を人

間が理解可能な形で取り出すことが難しいという解釈性の問題

を抱えている．この問題に対して，Bahdanauら [1] は自然言

語翻訳タスクのための Attention を提案した．Attention は，

RNN Encoderによって入力系列を単一の固定長ベクトルに埋

め込む際に，各隠れ層の出力ベクトルの加重平均を用いること

で，機械翻訳における文脈中の重要な単語を加味して翻訳する

ことが可能である．Attention は機械翻訳以外の様々な分野で

性能向上に貢献し [25]，時系列データ解析のために適用された

研究事例 [5], [16], [21], [23], [26] も多数報告されている．著者ら

は文献 [26]において，Attention を用いて時系列データの中か

らラベル分類において要因となったパターンを直感的に抽出す

る手法を提案した．



本研究の特徴としては，文献 [26]を応用し，時系列データか

らの特徴自動抽出と深層学習における Attention を用いること

によって，学習用データの収集にかかる手間を削減しつつ，時

系列データのセグメンテーションとラベルの付与を可能とする

ことである．

3 問 題 定 義

ここでは，本論文で必要な概念について定義を行う．

X = {X(k)}K
k=1 をK 個のセンサーによって観測された長さ

tの多次元時系列データとし，各センサー k は d(k) 個の測定軸

を持つとする．本研究では，このような多次元時系列データに，

データ中のある部分シーケンスに対するラベルであるデータラ

ベル y が付与されたデータ集合 D = {Xi}
N
i=1 に対してセグメ

ンテーションを施し，発見された全てのパターンに対してラベ

ルを割り当てる．

本研究ではまず，単一の時系列シーケンス X をm個のセグ

メント集合 S = {s1, · · · , sm}に分割する．ここで，siは i番目

のセグメントの開始点，終了点を含み (つまり，si = {ts, te})，

各セグメントは重複がないものとする．次に，発見したセグメ

ント集合を類似セグメントのグループ（レジーム: regime ）に

分ける．これをローカルレジームと呼び，各レジームは統計モ

デル θで表現される．また，各時系列シーケンスから得られる

ローカルレジームに加えて，データセット全体での共通パター

ンであるグローバルレジームを検出する．続いて，これらの要

約情報を利用した深層学習によって各時系列データを分類する

とともに，付与されたラベル y に対する時系列パターン (ロー

カルレジーム)の重要度である α = {α1, · · · , αm} を算出する．

最終的に，重要度が最大であるローカルレジームに対してラベ

ルを割り当て，共通パターンであるグローバルレジームを利用

してラベルが存在しない部分を補い合うことによって，全ての

ローカルレジームにラベルを付与する．

［定義 1］（ローカルレジーム） 多次元時系列シーケンスX が

与えられたとき，X を表現，要約するML = {m, r, S, Θ, α}

をローカルレジームと呼び，以下で構成される．

（ 1） セグメントの総数mと各セグメントの位置：

S = {s1, . . . , sm}

（ 2） r個のレジームを表現するモデルのパラメータ集合：

Θ = {θ1, . . . , θr}

（ 3） 各セグメントの重要度：

α = {α1, · · · , αm}

［定義 2］（グローバルレジーム） D を表現する全ての要約情

報 MG = {ML
1 , . . . , ML

N , ΘG, Z} をグローバルレジームと

し，ΘG = {θ1, . . . , θg}をシーケンス間で共通するパターンを

示す g 個の統計モデルの集合，Z = {z1, · · · , zg} を各モデル

に割り当てられたラベルであるセグメントラベルとする．

したがって，本論文で扱う問題は以下のように表される．

［問題 1］ 多次元時系列データX ⊂ D が与えられたとき，

（ 1） 要約情報ML，および，MG を抽出する

（ 2） X に含まれる各時系列パターン (ローカルレジーム)か

表 1: 主な記号と定義

記号 定義

D N 個の時系列データ集合 D = {X1, . . . , XN}

X 長さ t のラベル付き多次元時系列データ X = {X(k)}K
k=1

X(k) センサー k における d(k) 次元シーケンス X(k) ∈ R
d(k)

×t

X′ n 個のミニバッチ X′ = {Xi}
n
i=1 ⊂ D

X 深層学習の入力 X ∈ R
d(k)

×2f×m

y 各サンプルに付与されたデータラベル

S m 個のセグメント集合 S = {s1, . . . , sm}

Si i 番目のレジームに含まれるセグメント集合 Si ⊂ S

α m 個のセグメントの重要度 α = {α1, . . . , αm}

Θ r 個のレジームパラメータ集合 Θ = {θ1, . . . , θr}

ML 各サンプル X の要約情報ML = {m, r,S, Θ, α}

MG N 個のサンプル全体の要約情報MG = {ML
1 , . . . ,ML

N
, ΘG, Z}

Z ΘG に割り当てられたセグメントラベル Z = {z1, · · · , zg}

ら特徴量 X を生成し，X に付与されたデータラベル y を

高精度に分類するように学習する

（ 3） 各パターンのデータラベル y の分類問題に対する重要度

αを求める

（ 4） 要約情報 ML とデータラベル y および重要度 α から

MGのセグメントラベルZ を推定し，全ての時系列パター

ンに対してラベルを付与する

結論として，本論文の目的はデータセット全体の最適な要約情

報を抽出し，時系列パターンを発見すること，そして深層学習

を用いて弱教師として付与されているデータラベルを活用し，

全ての時系列パターンに対してラベルを付与することである．

ここで非常に重要な課題は，(a) どのようにX の要約情報ML

を推定するか，(b) どのようにデータセット全体のグローバル

レジームMG を決定するか，(c) 時系列パターンの重要度をパ

ラメータに持つ分類モデルをどのように構築し，高精度に学習

するか，(d)弱教師として与えられているデータラベル y をど

のように還元するかである．

4 提案モデル

本章では問題 1を解決するためのアルゴリズムを提案する．

ただし，4. 2，4. 3節は文献 [26]で提案されたものである．

4. 1 概 要

本論文で提案する手法のフレームワークを図 2に示す．まず

初めに，(1)与えられた多次元時系列シーケンス集合の中から

ミニバッチX ′ を取り出し，セグメンテーションを施すことで

各時系列シーケンスの要約情報ML を抽出する．次に，(2)得

られたML の中から，シーケンス間で共通する時系列パター

ンを表す要約情報MG を検出・更新する．また，(3)深層学習

を用いたモデルに要約情報ML を利用し，各サンプルに付与

されたデータラベル y を分類すると同時に，ラベルに相当する

ML を特定する．最後に (4)MG を用いて全てのML にラベ

ル (セグメントラベル)を割り当てる．以降の節では，入力から

順に特徴抽出のためのアルゴリズムと深層学習モデルの詳細に

ついて説明する．
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図 2: 提案モデルのフレームワーク

4. 2 時系列データからの自動特徴抽出

ここでは，多次元時系列データX が与えられたとき，X の

要約情報を得るためのアルゴリズムについて述べる．提案手法

は以下の 2つのアルゴリズムで構成される．

• 時系列パターンの自動発見：ミニバッチX ′ が与えられた

とき，X ′ 中の各シーケンスに含まれるすべての時系列パ

ターン，すなわち，ローカルレジームML を発見し，要約

情報 {ML
i }n

i=1 を得る．

• 共通パターン分析：{ML
i }n

i=1 から，データセット全体に

共通するパターンであるグローバルレジーム ΘG を検出

し，要約情報MG を更新する．

時系列パターンの自動発見．まず，最も簡単な部分問題とし

て，単一の時系列シーケンスX が与えられたとき，X に含ま

れる時系列パターンを発見する．本研究では，与えられた時系

列データに関する事前知識を必要とせず，自動的に時系列パ

ターンを発見するために，最小記述長 (Minimum description

Length: MDL)に基づく手法である AutoPlait [15]を用いる．

直感的には，データがより圧縮されるようなモデルを最適とす

る．X とモデルパラメータ集合ML が与えられたときの総符

号長 CostT (X; ML) は以下の式で表される．

CostT (X;ML) = CostM (ML) + CostC(X|ML) (1)

ここで，CostM (ML) はモデル表現コスト 1を示し，

CostC(X|ML) はモデルが与えられたときの X の符号化コ

ストを示す．[15]は，貪欲法によってX の分割とモデル推定を

1：本論文では，浮動小数点の表現コストを 4 × 8 ビットとする．

Algorithm 1 RegimeAssignment (X ′, MG)

Input: Mini–batch X′ and G–regimes MG

Output: Updated G–regimesMG, i.e., L–regimes {ML
1 , . . . ,ML

n}

and model parameter set ΘG

1: /* Find L–regimes for each sequence in X′ */

2: for i = 1 : n do

3: {m, r,S, Θ} ← AutoPlait (Xi);

4: for j = 1 : r do

5: θ∗ ← arg min
θ∈ΘG

CostC(Xi[Sj ]|θ);

6: Compute ∆CostC(Xi[Sj ]|θj , θ∗); // Equation (2)

7: if CostM (θj) < ∆CostC(Xi[Sj ]|θj , θ∗) then

8: Add θj into ΘG;

9: else

10: θ∗ ← ModelUpdate (Xi[Sj ]);

11: end if

12: end for

13: end for

14: return {ML
1 , . . . ,ML

n , ΘG};

繰り返し，式 (1)を最小化するX の要約情報ML を自動的に

推定する．

共通パターン分析．続いて，各シーケンスから得られたレジー

ムから，類似する時系列パターンを検出するためのアルゴリズ

ム RegimeAssignment について述べる．

具体的なアルゴリズムの流れをアルゴリズム 1 に示す．ま

ず，Θ ∈ ML 中の各レジーム θj に割り当てられた部分シーケ

ンス Sj に対し符号化コストが最小となるグローバルレジーム



θ∗ を求める．次に，θj，θ∗ それぞれで部分シーケンスを表現

したときの符号化コストの差分を以下の式で求める．

∆CostC(Xi[Sj ], θj , θ
∗)

= CostC(Xi[Sj ]|θ∗) − CostC(Xi[Sj ]|θj) (2)

θj のモデル表現コストが上記のコストより小さくなるとき，θj

は新たな時系列パターンを示し，θj をΘG に追加する．レジー

ムの追加が不要な場合，θj は θ∗ と共通の時系列パターンを示

し，θj に割り当てられた部分シーケンス Sj を用いて θ∗ のモ

デルパラメータを更新する．

4. 3 深 層 学 習

ここでは，前節のモデルで抽出したローカルレジームML に

基づき入力 X を生成し，図 2に示す多層ニューラルネットワー

クによる学習を行う．本論文で用いる深層学習モデルは畳み

込みニューラルネットワーク (Convolutional Neural Network:

CNN) と再帰型ニューラルネットワーク (Recurrent Neural

Network: RNN)，そして Attention 層で構成される．

入力生成と畳み込みニューラルネットワーク (CNN)．

本研究では，画像等の空間的な情報を持つデータを効率的に学

習することができる CNNを用いて効果的に各時系列パターン

の特徴を学習するため，次のように入力データ X = {X (k)}K
k=1

の生成を行う．まず，各時系列シーケンスX 中の各セグメン

トから，非重複かつ微小な幅 τ で分割して要素を取り出す．そ

して各要素に対してフーリエ変換を施し，振幅スペクトルと位

相スペクトルを算出する．周波数領域の次元数を f とすると，

X (k) は d(k) × 2f × mT という形状になる．周波数領域は，時

間領域の時系列データに比べてよりよい情報をもつため，本研

究では上記の方法で生成した特徴量を入力データとする．

提案モデルの畳み込み層は，K 個の “センサー別 CNN”と，

その出力を入力とする “センサー統合 CNN”の 2つから構成さ

れており，3種類の特徴/関係性を抽出することを目的としてい

る．センサー別 CNN では，入力 X (k) に対し，K 個の CNN

が入力に埋め込まれている周波数領域内での関係性と，セン

サーの測定軸間の関係性の 2つの特徴を抽出することを目的と

している．周波数領域の情報はたいてい隣り合う周波数で多く

のローカルなパターンを有しているため，フーリエ変換後の入

力値を CNNで学習する意味は大いにある. 次に，センサー別

CNNで得られたK 個のベクトルを結合した行列をセンサー結

合 CNNの入力とする．ここではセンサー間の関係性を特徴と

して抽出し，得られたベクトルを時間軸方向に連結した行列を

次節で紹介する RNNの入力とする．

再帰型ニューラルネットワーク (RNN)．ここでは，CNN層の

出力に対して，RNNによる時間関係の特徴抽出を行う． RNN

は時系列のデータを扱うために，任意の時刻 tでの出力に過去

の出力を加味する．これにより，時間関係をもつ入力に対して

特徴を抽出することを可能とする．しかしながら，RNNは誤

差関数，各層間の重みに関する勾配計算を行う際に層数の増加

に伴って勾配値が発散や消失してしまう恐れがある (長期依存

性)．この問題に対して，ネットワークへの入力を制御するため

に，RNNの中間層にゲートを加えた LSTM(Long Short-Term

Memory) [7]やGRU(Gated Recurrent Unit) [4]が提案されて

いる．さらに，双方向に学習を行うことによってモデリングの

能力を向上させた bi-directional RNN [17]も報告されており，

本論文では RNN層に双方向の GRUを用い，時間関係の特徴

を抽出する役割を持たせる．

Attention． そして，RNN層の出力 hに対してAttention を

用いることで，セグメントの重要度 (ラベルらしさ)である α

を算出する．

ui = tanh(Wahi + ba) (3)

αi =
exp(uT

i ua)∑
i
exp(uT

i ua)
(4)

v =
∑

i

αihi (5)

式 (4)で計算される αi のベクトル αをセグメントの重要度と

する．また，式 (5)で表現されるように，RNN 層の各出力ベ

クトル hi に対して重み αの加重平均した v を Attention層の

出力とする．これによりラベルに対して正の相関をもつ部分の

αの値が大きくなり，ラベルに相当する時系列パターン (ロー

カルレジーム)を特定することができる．この出力 v に対して

線型結合の出力層を用いることで，各サンプルに対するラベル

y の出力確率を計算する．

さらに，汎化性能の向上のため，クロスエントロピー損失関

数に正則化項を加えたものをコスト関数とする．提案手法のモ

デルを関数 F(·)，訓練データのサンプルの組を (X , y)とする

と，コスト関数 Lは以下のようになる．

L = ℓ(F(X ), y) +
∑

j

λjPj (6)

ℓ(·)はクロスエントロピー損失関数，Pj は正則化項であり，λj

は正則化項の寄与率を調整するパラメータである．

4. 4 ラベルの推定

最後に，4. 2節で抽出された要約情報であるローカルレジー

ムML・グローバルレジームMG と 4. 3節で算出された重要

度 α を用いて，データセットから発見された全ての時系列パ

ターンに対してラベルを付与する．

具体的には，深層学習を適用することによって単一の時系列

データから抽出された複数のローカルレジームに対して重要度

αが算出される．αの値が最も大きいローカルレジームは分類

ラベルであるデータラベルに相当するものとし，ラベルを付与

する．したがって，ラベルが特定されたローカルレジームが属

するグローバルレジームもそのラベルである可能性が高く，ラ

ベルらしさとして重要度 α の値を加算する．この処理をデー

タセットに含まれる全ての時系列データに対して同様に行うこ

とによって，各グローバルレジームがどのラベルに相当するパ

ターンを表現しているかが明らかになる．これをセグメントラ

ベル Z とする．なお，グローバルレジームにラベルが特定され

たローカルレジームが含まれていない場合は，データラベルと



して与えられていない全てのラベルをローカルレジームに付与

し，重要度 αの値を加算する．ここで，全てのローカルレジー

ムはいずれかのグローバルレジームに属しているため，親とな

るグローバルレジームに付与されたセグメントラベルをローカ

ルレジームも持つ．結論として，弱教師として与えられたデー

タラベルを深層学習によって還元し，共通パターンを利用する

ことでラベルが存在しない部分を穴埋め式に補い合い，全ての

時刻にラベルを付与する．また，学習済みのモデルは入力され

たデータに対して，セグメンテーションとラベルの付与を同時

に行う．

5 評 価 実 験

本章では，提案手法の有効性を検証するために，実データを

用いて実験を行い，以下の項目の観点から評価を行なった．

Q1 時系列データに対するセグメントラベル推定精度

Q2 セグメンテーションとセグメントラベルの推定結果

Q3 グローバルレジームの要約情報

提案モデルは損失関数にクロスエントロピー，最適化手法に

Adam [11]，汎化性能の向上のために CNN層には dropout関

数 [18] とバッチ正規化 [10] を適用した．実験は 192GBのメモ

リ，Intel Xeon 3.5GHz の CPU と NVIDIA Quadro M5000

の GPUを搭載したマシン上で実施し，以下のデータセットを

使用した．

• HHAR: 本データセットは，Allanら [19]が 9人のユーザ

に対する 6 種類のアクティビティ (bike，sitting，stand-

ing，walking，climbStair-up，climbStair-down) の加速度

(3 軸)，角速度 (3 軸) をスマートフォンを用いて収集し

たものである．本実験では，ユーザ bの bike，standing，

walkingの 3種類を用い，ランダムに 2つ以上を組み合わ

せてシーケンスを作成し，含まれるアクティビティの中で

最も長い動作をデータラベルとして付与した．サンプル数

は 90である．

• Factory-worker : 本データセットは，工場における作業員

を模した作業である polish(表面を磨く)，wipe(布で拭く)，

clean(ゴミを取り除く)の 3 種類の動作を腕に装着して加

速度 (3軸)，角速度 (3軸)を計測することができるアーム

バンド型のMyo 2を用いて収集されたものである．HHAR

と同様にシーケンスの作成とラベルの付与を行なった．サ

ンプル数は 90，ユーザは 3人である．

5. 1 Q1. ラベル推定精度

はじめに，提案モデルのラベル推定精度を検証するため，以

下のような独自に作成したベースラインと比較手法を用いて 5

分割の交差検証による比較を行なった．

• ベースライン : 各時系列に付与されているデータラベルを

全ての時刻に付与する

2：https://support.getmyo.com/hc/en-us
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図 3: 各データセットにおけるラベル推定精度の比較

• Kmeans(statistics) : 時系列から Sliding Window(幅

τ = 100) ごとの各種統計量 (平均，中央値，分散，標

準偏差)を特徴とし，Kmeansでクラスタリングを行うこ

とによって各時刻にラベルを付与する

精度の評価には，時系列中の正解ラベルと等しいラベルが

割り当てられている time-tickをカウントし，時系列の長さで

割ったものを用いた．本実験では，提案手法のパラメータとし

て，CNN層のフィルター数を 64，RNN層の隠れユニット数

を 200，dropout率を 0.6に設定し，モデル学習を行った．図 3

は，提案手法と上記のベースライン，比較手法とのラベル推定

精度と 95%信頼区間の比較である．提案手法は HHAR のテス

トデータに対して 87.80 ± 0.0197%，Factory-worker において

は 92.31 ± 0.0203%のラベル推定精度を示し，比較手法を大き

く上回った．これにはまず，提案手法が複数のアクティビティ/

作業を含む時系列データから重要な特徴を自動で抽出し，デー

タに含まれる時系列パターンの数と変化点を効率的に把握する

とともに，効果的に共通パターンを発見できていることが影響

している．さらに，各時系列中に含まれるラベルが 1つしか明

らかになっていないという制約条件の中，高い分類精度を発揮

する深層学習モデルにより正確にラベル情報を還元し，グロー

バルレジームとラベルを正しく紐づけることができていること

が考えられる．以上により，提案手法は高い精度で全ての時刻

にラベルを付与することに成功した．

5. 2 Q2. セグメンテーションとセグメントラベルの推定

続いて，図 4に各データセットに対して提案手法によりセグ

メンテーションを施し，全ての時間におけるセグメントラベル

を推定した結果の例を示す．各図の 1段目はオリジナルのセン

サーデータ示し，2段目はセグメンテーションによって抽出さ

れたローカルレジームと付与されたデータラベルに対する重要

度を示す．重要度は，長方形の色が濃いほど高く，薄いほど低

いことを表している．そして，3段目はローカルレジームをグ

ローバルレジームに置き換えセグメントラベルを推定した結果

であり，4段目が正解を示す．また，2・3段目の長方形内の白

字はグローバルレジーム IDであり，3・4段目の左端に示す数
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(a) HHAR データセットのサンプル (データラベル:2=Stand)
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(b) Factory-worker データセットのサンプル

(データラベル:2=Clean)

図 4: 提案手法のセグメンテーションとラベル推定結果

字は以下のようにそれぞれのデータセットに含まれるアクティ

ビティ/作業を表している．

• HHAR: 0=walk，1=bike，2=stand

• Factory-worker : 0=polish，1=wipe，2=clean

図 4(a) は，HHAR データセットにおけるサンプルであり，

“walk→bike→walk→stand” の順にアクティビティを行ない，

“stand”のデータラベルが付与されたものを示している．提案

手法はこのサンプルから m = 4 個のセグメント，r = 3 個の

ローカルレジームを抽出した．2段目の長方形の色の濃さを確

認すると，データラベル (2=stand)に相当するセグメント#4

の重要度が高くなっており，深層学習により適切にラベルの情

報を還元できていると言える．そして，各ローカルレジームを

グローバルレジームに置き換え，グローバルレジームに割り当

てられているセグメントラベルを用いることで，全ての時刻の

アクティビティを推定している (3段目)．

図 4(b)のサンプルは，Factory-worker データセットにおけ

る “clean→wipe→polish→clean” の順に作業を行い，“clean”

のデータラベルが付与されているものである．提案手法はこ

のサンプルから m = 4 個のセグメント，r = 4 個のローカル

レジームを抽出した．このサンプルにおいてもデータラベル

(2=clean) に相当するセグメント#1の重要度が高くなってお

り，深層学習が効率的に多次元のセンサーデータから特徴を抽

出できていることがわかる．また，このサンプルでは “clean”

の作業が 2回行われており，セグメンテーションではそれぞれ

を別の時系列パターンとして認識している (ローカルレジーム

#3，ローカルレジーム#2）．これは例え同一のユーザが同じ動

きをしたとしても，全く同じ動作が繰り返し行われるとは限ら

ないので妥当だと言える．しかし，これらをグローバルレジー

ムにまとめることで，結果として同一の作業と認識している (グ

ローバルレジーム#9)．そして，ラベルが不明であったローカ

ルレジーム#0 と#1 に関してもグローバルレジームに割り当

てられたラベルを付与することで適切なラベルを推定すること

ができている．

5. 3 Q3. グローバルレジームの要約情報

本節では，データセットに共通するパターンであるグローバ

ルレジームの要約情報について触れる．まず，図 5 は各デー

タセットにおいてグローバルレジームに対し割り当てられた

ローカルレジームの数と動作の内訳を示す．提案手法はHHAR

データセットから各シーケンスに含まれる時系列パターンであ

るローカルレジームを 236個検出した．そして，それらを共通

パターンとして 32個のグローバルレジームへと要約した．ま

た，Factory-worker データセットからは，245個のローカルレ

ジーム，21個のグローバルレジームを抽出した．図 5が示すと

おり，多くのグローバルレジームは単一の動作のみを含み，各

データセットのシーケンス間に共通するパターンの抽出に成功

している．続いて，図 6に Factory-worker データセットから

抽出されたグローバルレジーム#0の例を示す．このグローバ

ルレジームは 245個のローカルレジームのうちの 21個を保有

しており，その内訳は “ユーザ Aの wipe”が 1個，“ユーザ B

の wipe”が 20個となった．このことから，提案手法は異なる
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(b) Factory-worker データセット

図 5: 各データセットにおけるグローバルレジームの要約情報
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図 6: Factory-worker におけるグローバルレジーム#0 の要約情報



ユーザ間においても類似した時系列パターンの検出/要約をす

ることが可能であると言える．さらに，深層学習によって算出

された各ローカルレジームの重要度 αを加算した値を図 6(b)

に示す．図 6(b)が示すとおり，Factory-worker データセット

のグローバルレジーム#0 は “wipe” の重要度が高くなってお

り，このパターンが “wipe” を表現していると推定している．

これは前述した要約の内訳の内容と一致することから，弱ラベ

ルとして与えられたデータラベルと検出した時系列パターンの

紐付けが適切に行われたことを示している．

6 む す び

本論文では，各時系列データ中で行われたラベルが 1つしか

明らかになっていないという制約のもとで，時系列データ中の

全ての時刻に対してラベルを付与するためのアルゴリズムを提

案した．提案手法は，与えられた時系列データに関する事前知

識無しにデータセットに含まれる典型的なパターンを発見する

ことが可能である．そして，深層学習を適用することにより，

部分的に存在するラベルを用いて発見された全てのパターンに

対してラベルを付与する．これはラベル付きの学習用データの

収集にかかるコストを大きく削減することに貢献する．実デー

タを用いた評価実験では，提案手法が比較手法と比較して，少

ないラベル数から高い精度で全ての時刻に対してラベルを付与

できることを確認した．
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