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あらまし  時系列データに対する-多様化方式を提案する．診療履歴や購買履歴等の時系列データを利用すると，

因果関係分析などの時系列分析が実現できる．ただし，プライバシ性の高い時系列データの二次利用には，匿名性

の保証が必要となる．匿名性を保証する技術の一つとして-多様化が知られている．-多様化は，ユーザを特徴付け

る属性である準識別子と，他人に特定されたくない属性であるセンシティブ属性との関連付けを多様化することで

匿名性を保証する．しかし，時系列データに対して単純な-多様化を施した場合，本来一意に特定可能であった時

系列中のセンシティブ属性値の遷移が，レコード群間を接続するあいまいな遷移へ抽象化される．これによって，

時系列分析の精度が低下する問題がある．本稿では，遷移の抽象度を小さくなるような時系列データの-多様化方

式を提案し，プライバシを保護しながらも時系列分析の精度を高く維持した時系列データの提供を実現する．評価

実験では，特定の条件下において遷移の損失率を減尐可能なことを示す．  
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1. はじめに  

診療履歴や購買履歴等のユーザが享受したサービ

スに関する時系列データが電子的に記録されている．

特に近年は，大規模な時系列データがサービス事業者

に蓄積されている．時系列データには，サービスを受

けたユーザを識別するユーザ識別子と，ユーザを特徴

づける性別や生年月日などの属性，サービスを受けた

日時，病名や購買品目などの享受したサービスに関す

る情報が記載されている．時系列データは，ユーザが

サービスを受ける度に蓄積され，ユーザ識別子によっ

て時系列に紐づけられる時系列データの一種である．  

診療履歴等の時系列データには，病名や投薬品名と

いった他人に知られたくない情報 (センシティブ属性 )

と，その遷移が含まれる．センシティブ属性値を含む

データセットは，プライバシの懸念から積極的な二次

活用がなされていない．製薬会社，医療研究機関，デ

ータ解析事業者が各病院の診療履歴のような時系列デ

ータを分析することができれば，病状間の因果関係分

析，病状の経過追跡等が実現できる．これによって，

新たな発見が期待でき，医療の発展に寄与できる．  

これまで，ユーザ識別子の削除等によってプライバ

シを保護する取り組みもされてきた．しかし，ユーザ

を特徴づける準識別子と他の情報の突き合わせにより，

ユーザが一意に特定されてしまう場合がある．  

データセットを加工し，準識別子の組合せから特定

のユーザに関するレコードの識別を防止する技術とし

て匿名化が知られている．匿名化では，複数のユーザ

に関するレコードに対して共通の準識別子を持つよう

に準識別子を加工する．特に匿名化の一種である -多

様化 [2]では，準識別子を加工することでセンシティブ

属性値の特定を防ぎ，センシティブ属性値を一意に特

定できる確立は高々1/となることを保証される．  

上述の匿名化を時系列データに施すことによって，

ユーザを特定されるリスクを軽減することができ，診

療履歴などのプライバシ性の高いデータセットの二次

活用の促進が期待される．特に-多様化を施すことで，

知識から個人が特定された場合でも，病名等のセンシ

ティブ属性値の特定は困難になる．これによって，例

えばサービス提供者である病院から第三者である製薬

会社に -多様化された診療履歴が提供されたとしても，

準識別子から病名を一意に特定されることはない．  

ただし，時系列データに対して -多様化を施すこと

で，データ解析時の精度が低下する．時系列データに

-多様化を施す場合，尐なくとも各時刻のレコード群

に対してそれぞれ -多様性を保証する必要がある．こ

のとき，-多様化されたレコード間の遷移は，センシ

ティブ属性値の集合間の接続関係である．よって，本

来の遷移よりも曖昧な遷移となってしまう問題がある． 

本稿では，上述の問題を解決するために，遷移の曖

昧性を小さくする -多様化手法を提案し，時系列分析

時の精度を高く保った時系列データの提供を実現する． 

本稿の以降の構成は以下の通りである．2 章では，

本稿の関連研究を紹介し，本稿との関係を明らかにす

る．3 章では，本稿が対象とする問題を定義し，解決

する課題について述べる．4 章では，提案手法である

遷移の曖昧性を抑制する -多様化手法について述べる．

5 章では，提案手法の有効性検証のための評価実験に

ついて述べる．最後に 6 章にて本稿をまとめ，今後の

検討課題についても示唆する．  



 

 

2. 関連研究  

データセットから個人の特定を困難にする技術の

一つとして匿名化が知られている．データセット中の

個人特定の困難さを匿名性と呼び，匿名性の指標とし

て， k-匿名性 [1]が広く知られている． k-匿名性を充足

させる処理を k-匿名化と呼び，様々な手法が提案され

ている．また，-多様性 [2]，t-近接性 [3]，m-不変性 [4][5]

等の k-匿名性を発展させた匿名性指標も提案されてい

る．特に-多様化 [2]では，準識別子の組合せからユー

ザのセンシティブ属性値を 種類未満に絞り込めない

ように準識別子を加工する．匿名化処理中の準識別子

の加工には，一般化や摂動化などが用いられる．   

時系列データに対する匿名化方式は，主に移動軌跡

に対する匿名化方式が研究されている [9][10][11]．

Abul ら [9]は， (k, δ)-anonymity という匿名性指標を定

義し，データベースに蓄積された静的な移動軌跡をチ

ューブ状に汎化することで k-匿名化する手法を提案し

ている．髙橋ら [11]は，リアルタイムに蓄積される移

動軌跡を逐次 k-匿名化する手法を提案している．この

手法では，偽識別子を用いて，連続的に到着する位置

情報を紐づけることで時系列を表現している．ただし，

k-匿名性を充足できなくなると偽識別子の再割り当て

を行っているため，短期的な時間変化しか追跡するこ

とができない．本稿の提案手法は，恒久的な時間変化

の追跡を可能としている点が異なる．Abul らの手法は

恒久的な時間変化を追跡可能だが， -多様性の保証に

対応していない点が本稿の提案手法とは異なる．  

 

3. 問題定義  

3.1. 時系列データ 

本稿では，時系列データの匿名化の対象とする．以

下のような時系列データ     を想定する．  

                            

                                 

       は時刻 t におけるユーザ識別子 ID のレコードで

ある．ID はユーザを一意に識別する識別子である．各

   は準識別子を表すである．sa はセンシティブ属性値

である．匿名化の対象となるデータセットは D とする

(      )．  

時系列データの例を図  1 に示す．図１では， sex と

birthyear が準識別子   ，disease がセンシティブ属性 sa

である．  

3.2. 脅威  

時系列データからは以下の知識を用いて特定の個

人に関するレコードを特定することができる．  

(1) ID からレコードを特定  

(2) 準識別子に関する知識からレコードを特定  

 

 

図  1 時系列データの一例  

 

 

上記のようにレコードを特定されることで，他人に

知られたくない情報であるセンシティブ属性値を悪意

のある人物に把握され，プライバシの侵害が生じる．

そのため，時系列データのレコード群から個人の特定

が困難になるように，ID の切り落としや準識別子の抽

象化が必要となる．準識別子も ID と同様に切り落と

すことで特定可能性を排除することができるが，統計

的な分析を可能とするために，可能な限り元データの

精度が保たれることが望ましい．  

匿名性指標の一つである -多様性 [2]は，準識別子の

組合せからユーザのセンシティブ属性値を 種類未満

に特定できないというデータセットの性質である．本

稿では時系列データに対して，準識別子の組合せから

個人のセンシティブ属性値を特定されないようにする

ために，-多様性を充足させる．  

時系列データでは，ID に基づいてレコードを時系列

に紐づけることができた．匿名化後のデータセットで

は，匿名性を保証するために ID を削除しており，異

なる時刻のレコード群を一意に紐づけることができな

い．これまでの時系列データに対する k-匿名化手法で

は，ID と一意に対応付く偽識別子を割り当てることで

時系列の接続関係を保証していた．しかし，偽識別子

を付与することで，以下の攻撃によりセンシティブ属

性値を知られてしまう．  

(3) 攻撃対象のユーザについて，準識別子とある時

刻のセンシティブ属性値を知っているとき，当

該時刻において攻撃対象ユーザと紐づく偽識

別子を一意に特定できる場合がある  

(4) (3)で得た偽識別子から，すべての時刻において

攻撃対象ユーザのセンシティブ属性値を把握

することができる  

上記 (3),(4)の攻撃を想定した場合，偽識別子を匿名

化後のレコードに付与することでプライバシ侵害のリ

スクが生じる．  

ID sex birthyear t disease

Alice 女性 1985 2010 A

Bob 男性 1981 2010 B

Chris 女性 1970 2010 A

David 男性 1968 2010 B

Alice 女性 1985 2011 C

Bob 男性 1981 2011 C

Chris 女性 1970 2011 D

David 男性 1968 2011 D



 

 

3.3. 遷移  

ここで，時刻 t-1 において病名 A，時刻 t において病

名 B であるとき，この 2 時刻間の遷移を「AB」と表

すことにする．A のように前の時刻の部分を前提部，

B のように後の時刻の部分を結論部と呼ぶ．  

       において，前提部は時刻 t-1 のセンシティブ属

性値             であり，結論部は時刻 t のセンシティ

ブ属性値           である．以降，        と          間の

遷移において，前提部を              (=            )，結

論部を              (=          )で表す．  

3.4. 時系列データの l-多様性  

時系列データの -多様性について考える．特に，従

来の -多様性のような各時刻のセンシティブ属性値の

多様性だけでなく，センシティブ属性値の遷移につい

てまで考慮した多様性について考える．  

3.2 節の攻撃 (3)(4)に対処するためには，異なる時刻

のレコード間において，その遷移が多様性される必要

がある．これは，それぞれの時刻で -多様化を各々実

施することで実現される．  

時系列データの各時刻のセンシティブ属性値が -多

様化されることによって，各時刻間のセンシティブ属

性値の遷移も多様化される．  

図  3 では，t =2011 において Alice と David のレコー

ドを用いて等価クラスが形成されている． Alice は

t=2010 と 2011 の間に遷移 AC を持ち，David は BD

を持つ．この二つのレコードのように異なる前提部，

結論部を持つ二つのレコードで等価クラスが作られる

と，遷移のあいまい化が生じる．本来，AC と BD

という 2 種類の遷移が存在していたが， 2-多様化によ

って本来存在しない AD と BC という遷移の存在

が推測されるようになる．このような本来存在しない

遷移は -多様化によって生じたノイズであり，匿名化

後のデータセットを利用する際に，各種分析の精度を

低下させる可能性がある．  

一方，時刻 t-1 と t の間の遷移の-多様性は，多様性

を保証する向きに基づいて以下の 3 つに大別できる．  

(a) Out-arrow -diversity 

前提部から紐づく結論部が尐なくとも 種類存

在する  

(b) In-arrow -diversity 

結論部から紐づく前提部が尐なくとも -種類存

在する  

(c) Dual-arrow -diversity 

前提部から紐づく結論部が尐なくとも 種類存

在し，結論部から紐づく前提部も同様に尐なく

とも種類存在する  

時系列の 3 つの -多様性の模式図を図  2 に示す．図  

2 中の各図形シンボルはそれぞれセンシティブ属性値

を表し，異なる図形シンボルは異なるセンシティブ属

性値を持つ．  

攻撃者の知識から，どのセンシティブ属性値に遷移

したかを完全に知られたくない場合には，Dual-arrow 

l-diversity の充足が必要となる．一方，攻撃者の知識

から，一つのセンシティブ属性値だけは知られてもい

い場合，Out-arrow -diversity や In-arrow -diversity の

保証でもよい．例えば，Out-arrow -diversity では，前

提部が一意に特定可能である．たとえ前提部が一意に

特定できたとしても，準識別子の抽象化方法を工夫す

ることによって，病名と個人との対応付けをあいまい

にすることが可能である．  

センシティブ属性値の中にはそれほど重要でない

ものも存在する．そういった属性値が特定されてもよ

い場合に， Out-/In-arrow -diversity は活用できる．

Out-/In-arrow -diversity の保証で十分な局面では，時

系列分析の精度を高く保つことが期待できる．  

本稿では，まず Out-arrow -diversity を保証する手法

の検討および提案を行う．その後，Out-arrow -diversity

を保証する手法を拡張する形で，Dual-arrow -diversity

を保証する手法の検討，提案を行う．  

 

 

 

図  2 遷移の l-多様性  (l=2) 

 

3.5. 匿名時系列データ 

本稿では，時系列データを匿名化したデータセット

を匿名時系列データと呼ぶ．時刻 t における匿名時系

列データ       は以下のような構造から成る．  

                                 

gid は等価クラス (Equivalence Class)の識別子である．

汎化によって -多様性を充足させる場合，同一の等価

クラスのレコードは，同一の準識別子を与えられる．

異なる時刻にまたがって同一の gid は利用されないこ

ととする．pgid は，時刻 t+1 にどの gid であるかを表

すポインタの役割を果たす． gid と pgid を用いること

で，時刻 t と t+1 の遷移を表現することができる．  

図  1 の時系列データを匿名化 (2-多様化 )した匿名時

系列データの例を図  3 に示す．図  3 中の ID は，匿名

化前後のレコードの対応付けを明確にするために図示

しており，匿名時系列データを公開する際には付与さ

れ な い ． 匿 名 化 後 の デ ー タ セ ッ ト を D* と す る

(       D*)．  

t-1 t t-1 t t-1 t

(a) Out-arrow -diversity (b) In-arrow -diversity (c) Dual-arrow -diversity



 

 

 

図  3 匿名化データ (Out-arrow l-diversity) 

 

図  4 匿名化データ (Dual-arrow l-diversity) 

 

Dual-arrow -diversity を保証する場合は，図  4 のよ

うなデータ構造で匿名化データを生成する．図  3 の形

式では，前提部から結論部への遷移を -多様化するだ

けであったが，図  4 では遷移の双方向に対して -多様

化が実現される．遷移テーブルは，等価クラス間の遷

移のみを表現する．  

3.6. ノイズを軽減した時系列データの-多様化  

時系列データを -多様化する際には，可能な限りノ

イズが出現しないことが望ましい．本稿では，ノイズ

数を抑えた -多様化手法を提案する．  

準識別子の各属性は，異なる時刻のレコードを組み

合わせても従来の -多様性を充足するように抽象化す

る．このとき，異なる時刻の複数のレコードを考慮し

て準識別子を抽象化する必要があるため，準識別子は

大きく抽象化されてしまう．本稿ではこの課題を対象

とせず，今後の課題とする．  

Out-arrow -diversity の充足には，種類の結論部を

持つレコード群が必要となる．Out-arrow -diversity を

実現する場合，同じ前提部を持ちつつ異なる結論部の

レコード群で等価クラスを形成できれば，ノイズを出

現させずに -多様化を実現できる．   

一方，Dual-arrow -diversity を充足するためにはよ

り多くのレコードが一つの等価クラスに必要となる．

ノイズの出現させないためには 2 個のレコードが必要

である．そのため，準識別子はあいまい化されやすい．  

 

図  5 ノイズを低減した匿名化データ (l=2) 

 

本 稿 で は Out-arrow -diversity と Dual-arrow 

-diversity を充足し，その上でノイズの出現を抑えた

匿名化手法をそれぞれ提案する．  

 

4. 提案手法  

Out-arrow -diversity を充足し，匿名化後の遷移から

推測されるノイズの出現を抑制する匿名化手法を提案

する．Out-arrow -diversity を充足させるアルゴリズム

OALDC (Out-Arrow L-Diversification Clustering) と

Dual-arrow -diversity を 充 足 さ せ る DALDC 

(Dual-Arrow L-Diversification Clustering)を提案する．  

4.1. OALDC 

Out-arrow -diversity を充足させる際にノイズを出現

させない方法として，前提部 sapr が共通するレコード

群から結論部 sacn が -多様化されるような等価クラス

の生成がある．  

ノイズの出現数を最小化するような匿名化の実現

は，膨大な等価クラスの生成パターンを網羅する必要

があり，NP-困難である．本提案では Greedy なアルゴ

リズムによって，ノイズ出現数が尐ない匿名化手法を

提案する．OALDC は以下の 3 ステップからなる．  

 Step 1：前提部 (時刻 t-1 のセンシティブ属性値 )

が同じレコードでグループを形成  

 Step 2：Step 1 で形成したグループ内で結論部が

種類の値を持つように等価クラスを生成  (ク

ラスタリング ) 

 Step 3: Step 2 でいずれの等価クラスにも挿入さ

れなかったレコード群を，結論部が -多様化さ

れるように等価クラスを形成  

OALDC では，各時刻のレコード群をクラスタリン

グの対象とする．すべてのレコード ts[t]を Step 1 によ

って，前提部 ts[t].sapr に基づいてグループ化する．Step 

1 で形成されたグループ毎に，Step 2 のクラスタリン

グを行う．Step 2 では，対象となるレコードからそれ

ぞれクラスタを生成し，同一の前提部を持つレコード

群を結論部に基づいて階層的クラスタリングを行い，

ID gid pgid sex bir thyear t disease

Alice G1 G3 Any 1981～1985 2010 A

Bob G1 G4 Any 1981～1985 2010 B

Chris G2 G3 Any 1978～1980 2010 A

David G2 G4 Any 1978～1980 2010 B

Alice G3 Any 1978～1985 2011 C

Bob G4 Any 1978～1985 2011 C

Chris G4 Any 1978～1985 2011 D

David G3 Any 1978～1985 2011 D

(a)遷移テーブル (b)  レコードテーブル

ID gid pgid gid sex bir thyear t disease

Alice G1 G2 G1 Any 1981～1985 2010 A

Bob G1 G2 G1 Any 1981～1985 2010 B

Chris G1 G2 G1 Any 1968～1970 2010 A

David G1 G2 G1 Any 1968～1970 2010 B

Alice G2 G2 Any 1968～1985 2011 C

Bob G2 G2 Any 1968～1985 2011 C

Chris G2 G2 Any 1968～1985 2011 D

David G2 G2 Any 1968～1985 2011 D

ID gid pgid sex bir thyear t disease

Alice G1 G3 Any 1981～1985 2010 A

Bob G1 G4 Any 1981～1985 2010 B

Chris G2 G3 Any 1978～1980 2010 A

David G2 G4 Any 1978～1980 2010 B

Alice G3 Any 1978～1985 2011 C

Bob G4 Any 1978～1985 2011 C

Chris G3 Any 1978～1985 2011 D

David G4 Any 1978～1985 2011 D



 

 

Out-arrow -divesity を充足するクラスタ (等価クラス )

を生成する．このクラスタリングでは，異なる結論部

ts.sacn を持ち，準識別子が近い値を持つクラスタ同士

を併合していく．このときのクラスタ間距離は以下の

式によって評価する．  
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ここで，  は各クラスタを表す．       はクラスタ C

に含まれる前提部のセンシティブ属性値の集合を表し，

      はクラスタ C に含まれる結論部のセンシティブ

属性値の集合を表す．          は，クラスタ  と  を

併合したときの併合後クラスタに含まれるレコード群

の準識別子の最大値，最小値間のユークリッド距離で

あり，抽象化度合いを表している．  

OALDC のクラスタリングでは，              の

クラスタ同士は併合を行わない．全てのクラスタが併

合できなくなったらクラスタリングを終了する．  

Step 3 では，Step 2 で l-多様性を充足できなかった

レコードを前提部が同一か否かに関わらず，Step 2 と

同様のクラスタリングによって， -多様化させる．  

Out-arrow -diversity を充足させる場合，異なる前提

部を持つ 個のレコード群で等価クラスを形成すると，

最悪で尐なくとも 2 個の時系列が推測できてしまう．

このとき，(-1)個のノイズが発生する．Step 1 と 2 の

ように前提部が同一の 個のレコード群で等価クラス

が形成できれば，推測される遷移は本来の遷移と完全

に同一であり，ノイズは発生しない．  

Step 3 では，ノイズが発生しない理想形を形成でき

なかったレコード群に対する処理を行う．先に述べた

通り，異なる前提部を持つレコード群で等価クラスを

生成すると多くのノイズが発生する．  

Step 2 で -多様性を充足できなかったレコード (余剰

レコード )群に対しても，ノイズ数を低減するような -

多様化を行うことは可能である．本稿では，余剰レコ

ードに対するノイズ数を低減する -多様化方法は扱わ

ず，今後の課題とする．   

このようにして生成された各等価クラスは，等価ク

ラスに含まれるレコードの準識別子が同一の値となる

ように抽象化を行う．ここでは，一般化 (Generalization)

によって準識別子の抽象化を行った．  

図  5 は，図  1 に示した時系列データに対して，提

案手法によって生成した =2 の Out-arrow -diversity を

保証した匿名時系列データの例である．等価クラス G3

は，AC と AD の遷移を持つレコードから形成され

ており，ノイズは発生していない．  

4.2. DALDC 

DALDC は，Dual-Arrow -diversity を充足させるアル

ゴリズムである．CALDC に比べて情報損失が多いが，

遷移を前向き・後向きに参照したとしても，SA を 種

類未満に絞り込むことができず，より強力な匿名性を

保証できる．  

DALDC は以下の 4 ステップから成る．  

 Step 1：前提部 (時刻 t-1 のセンシティブ属性値 )

が同じレコードでグループを形成  

 Step 2：Step 1 で形成したグループ内で結論部が

種類の値を持つように等価クラスを生成  (ク

ラスタリング ) 

 Step 3: Step 2 で形成した等価クラスを前提部が

種類の値を持つようにクラスタリングを行い，

新たな等価クラスを生成する．  

 Step 4: Step 3 でいずれの等価クラスにも属して

いないレコード群に対して -多様化を施し，等

価クラスを形成する．  

Step 2 までは OADLC と同様である．Step 2 で結論

部を-多様化したレコード群を，Step 3 では，前提部

が -多様化されるようにクラスタリングを行う．この

クラスタリングでは，結論部の集合が類似しており，

異なる前提部を持つクラスタ同士を併合していく．  

DALDC の Step 3 におけるクラスタリングでは，ク

ラスタ (等価クラス )間の距離を以下の式で評価する．  
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          は   と   を併合して等価クラスを形成す

るときに，前提部から結論部へ推測され得る遷移の数

を表している．距離          を用いてクラスタリング

を行うことで，推測され得る遷移の数が尐なくなるよ

うなクラスタ (等価クラス )が形成される．  

 

5. 評価  

提案手法の有効性を評価するために，評価実験を行

った．本稿では，遷移の抽象化度と，実行時間を評価

した結果について述べる．  

5.1. データセット 

評価用を実施するために，独自に開発したプログラ

ムで図  1 と同様のスキーマを持つデータセットを人

工的に生成した．  

 

 



 

 

時系列データ中の sex, birthyear は日本国における年

齢・性別毎の人口分布に基づいてランダムに生成した． 

disease は，KDD Cup 2000[12]で提供されている相関

ルールマイニング用データセットの各アイテムを

disease の値とした．ユーザ毎の disease 値の遷移は，

相関ルールマイニング用データセットから相関ルール

マイニングを行った結果から人工的に生成した．まず，

対象データセットに対して，相関ルールマイニングを

実施し，相関ルールとその確信度を抽出した．相関ル

ールの前提部を時刻 t の病名，結論部を時刻 t+1 の病

名とした．初期時刻の病名は，データセット中のアイ

テムの出現確率を元に確率的に決定した．時刻 t+1 の

病名への遷移は，確信度を正規化した値を遷移確率と

して与え，確率的に遷移させた．その後、対象とする

時刻をずらし，再帰的にデータの生成を実施した．  

本稿では，評価対象のデータセットとして，1000 個

の ID を持ち，それぞれ 4 つの時刻を持つデータセッ

トを作成した．センシティブ属性となる disease は 30

種類である．  

5.2. Baseline 方式  

評価実験における比較対象の手法として，時系列の

遷移あいまい化の軽減を考慮しない手法との比較を行

う．ここでは，時系列の遷移あいまい化の軽減を考慮

するか否かの差が明確になるように，それ以外の部分

を同一な手法を Baseline 手法として実装した．  

4.1 OALDC で示した Step 1 と Step 2 を用いずにクラ

スタ間の距離             を用いた階層的クラスタリ

ングによって， -多様化する方式を Baseline 方式とし

て実装した．Baseline 手法と提案手法との比較を行う． 

従来の-多様化手法も Baseline 手法と同様の傾向を

示すと考えられる．  

5.3. 遷移の抽象化率の評価  

時系列データを多様化すると，前提部から結論部へ

の遷移が曖昧に抽象化される．ここでは，本来のデー

タセットから読み取れる遷移数と，匿名化後のデータ

セットから推測可能な遷移数との比 (増加率 )を求める． 

まず，各等価クラス中の推測可能な遷移数は，以下

の式によって求められる．  

                          

上記を用いると，匿名化後のデータセットから推測

可能な遷移数の，元の遷移数からの増加率は，以下に

よって導出できる．  

           
           

        
 

この評価値を遷移抽象化率      と呼ぶ．OADLC と

DALDC によって生成したデータセットの遷移抽象化

率      を図  6 に示す．  

 

 

図  6 遷移抽象化率  

 

遷移抽象化率      は，1 のとき全く損失がないこと

を表す．全ての について二つの提案手法は，Baseline

手法よりも遷移抽象化率が低く，遷移のあいまい化を

抑制することができている．特に =2 では，遷移抽象

化率が 1 に近く，損失が尐ない．Baseline 手法と比較

すると，OALDC，DALDC 共に半分以下の遷移抽象化

率を示している．  

Out-arrow –diversity を 保 証 し た OALDC が ，

Dual-arrow –diversity を保証した DALDC よりも小さ

な遷移抽象化率を示している．これは， Dual-arrow 

–diversity を 充 足 さ せ る た め に は ， Out-arrow 

–diversity を充足させるよりも多くのレコードが必要

であり，遷移抽象化率を軽減することが困難であった

と考えられる．しかしながら =2 においては OALDC

と DALDC との差は大きくない．前提部から結論部へ

の推論に対してのみ多様性を保証している OALDC よ

りも，前提部から結論部への推論，結論部から前提部

への推論の双方に対して多様性を保証可能な DALDC

の採用が適していると考えることができる．  

以上より，提案方式は時系列データの遷移のあいま

い化の抑制を考慮しない Baseline 方式よりも低い遷移

抽象化率を示し，元の前提部と結論部の接続関係をよ

り保ったまま，多様性を保証できると言える．  

5.4. 平均クラスサイズ 

ここでは，匿名化処理後の等価クラスのサイズを評

価する．ここで，クラスサイズとは，等価クラス内の

レコード数を表す．クラスサイズが大きいほど，レコ

ードの選択率は悪くなる． DALDC は， OALDC や

Baseline 手法よりも 倍程度大きなクラスサイズとな

ることが推測できる．  

図  7 は，等価クラスのサイズの平均値である平均ク

ラスサイズを計測した結果を示している．OALDC は

=2～4 において，Baseline 手法と同程度の平均クラス

サイズである．ただし =5 においては，Baseline 手法  

0

1

2

3

4

5

6

7

2 3 4 5

L
o

ss
T

R

#-Diversity

OALDC DALDC Baseline



 

 

 

図  7 平均クラスサイズ  

 

 

図  8 匿名化実行時間  

 

よりもサイズが大きくなっている．これは前提部が共

通するレコード群で可能な限り多様性を保証するため

生じていると考えられる．  

一方，DALDC は他の手法と比較して，非常に大き

なクラスサイズである．OALDC や Baseline 手法と比

較した際に，倍程度大きなクラスサイズとなることが

期待されるが，それよりも小さなクラスサイズである．

これは，Dual-arrow -diversity を充足しながら遷移抽

象度を 1 に近づけようとすると，クラスサイズは大き

くなるが，遷移抽象度が 1 よりも大きくなる等価クラ

スだけが生成できるような場合，クラスサイズは小さ

くなる傾向にあるためと考えられる．例えば，遷移抽

象度が であるとき，クラスサイズは 程度となり， 2

よりも大幅に小さい．  

5.5. 実行時間  

二つの提案手法と Baseline 手法とが匿名化に費やし

た実行時間を計測した．計測した計算機環境には仮想

マシンを利用した．計測用の仮想マシンには，2.4GHz

の CPU を 2 コア，8GB のメモリ，128GB のストレー

ジを割り当て，OS には CentOS 5.6 を利用した．仮想

マシンのホストは， Intel Xeon E5645 2.4GHz 12 コアの

CPU，192GB のメモリ，6TB のストレージを持つ．  

提案手法，Baseline 手法共にプログラミング言語には

Java 言語 (Java1.6.0_29)を，DBMS には PostgreSQL 8.4.9

を利用した．  

実行時間を計測した結果を図  8 に示す．提案手法は

Baseline 手法よりも短い実行時間で匿名化処理を完了

している．OALDC と DALDC は前提部に基づいてあら

かじめデータをグループ化し，そのグループに対して

クラスタリングを行っている．これによって，クラス

タリングの対象とするデータ数を限定でき，全データ

を一度にクラスタリングの対象とする Baseline 手法よ

りも高速に匿名化を完了できたと考えられる．  

 

6. おわりに  

本稿では，時系列データの -多様化する際に，遷移

のあいまい化を抑制する二つの手法を提案した．一つ

は，前提部から結論部へ推測可能な遷移を 種類以上に

多様化する手法 (OALDC)であり，もう一方は前提部と

結論部の双方から推測可能な遷移を 種類以上に多様

化する手法 (DALDC)である．評価実験により両手法が，

Baseline 手法よりも大幅に遷移のあいまい化を抑制で

きることを示した．   

今後は提案手法の計算コストの削減やより効率的

に各多様性指標を充足可能なアルゴリズムの構築を目

指し，提案手法のさらなる改良を行う．また，データ

セット中の遷移の偏りの有無やその度合いによっては

遷移の抽象化率をうまく低減出来ない場合が想定され

る．様々なデータセットを用いた評価実験を行い，提

案手法の有効性を統計的に示すことも今後の課題の一

つである．また，既存の様々な -多様化方式や，時系

列データに対する k-匿名化方式との比較も今後の課題

である．   
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