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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換手段と、
前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
手段と、
前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に、
区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習手段と、
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前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る区分同士の関係性を示す関係性画像を生成する第１の生成手段と、
前記第１の生成手段により生成された前記関係性画像を出力する第１の出力手段と、
を有するシステム。
【請求項２】
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る指定された区分に関する情報を示す区分情報画像を生成する第２の生成手段と、
前記第２の生成手段により生成された前記区分情報画像を出力する第２の出力手段と、
を更に有する請求項１記載のシステム。
【請求項３】
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心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換手段と、
前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
手段と、
前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に、
区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習手段と、
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る指定された区分に関する情報を示す区分情報画像を生成する生成手段と、
前記生成手段により生成された前記区分情報画像を出力する出力手段と、
を有するシステム。
【請求項４】
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換手段と、
前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
手段と、
前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に、
区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習手段と、
を有し、
前記変換手段は、心身状態の複数の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す
指標である前記複数の心身状態指標それぞれを、前記順序尺度に変換し、
前記学習手段は、前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含
まれる区分毎に、区分間の心身状態の遷移過程を示す情報を含む前記心身状態情報を学習
するシステム。
【請求項５】
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分の中から
指定された区分を基準とした区分間の遷移過程を示す遷移画像を生成する第１の生成手段
と、
前記第１の生成手段により生成された前記遷移画像を出力する第１の出力手段と、
を更に有する請求項４記載のシステム。
【請求項６】
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に含まれる前記複数の区分に含まれる
区分間の遷移過程を示す情報に基づいて、被保険者の心身状態が改善することがないと仮
定した場合に、前記複数の区分に含まれる区分が最終的にどの区分にどのような確率で遷
移するかを特定する特定手段と、
前記特定手段により特定された前記複数の区分に含まれる区分が最終的にどの区分にど
のような確率で遷移するかを示す情報を出力する第２の出力手段と、
を更に有する請求項４又は５記載のシステム。
【請求項７】
前記特定手段は、前記複数の区分それぞれについて、対応する基準時間が自身よりも小
さい区分に対しての遷移が起こらないと仮定することで、被保険者の心身状態が改善する
ことがないと仮定し、前記学習手段により学習された前記心身状態情報に含まれる前記複
数の区分に含まれる区分間の遷移過程を示す情報に基づいて、前記複数の区分それぞれの
区分について、対応する基準時間が前記区分よりも大きい区分に対して遷移する確率を特
定し、特定した確率に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分が最終的にどの区分にど
のような確率で遷移するかを特定する請求項６記載のシステム。
【請求項８】
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前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る区分同士の関係性を示す関係性画像を生成する第２の生成手段と、
前記第２の生成手段により生成された前記関係性画像を出力する第３の出力手段と、
を更に有する請求項４乃至７何れか１項記載のシステム。
【請求項９】
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る指定された区分に関する情報を示す区分情報画像を生成する第３の生成手段と、
前記第３の生成手段により生成された前記区分情報画像を出力する第４の出力手段と、
を更に有する請求項４乃至８何れか１項記載のシステム。
【請求項１０】
前記変換手段は、前記複数の心身状態指標を、前記予め定められた数のレベル数である
４つのレベル数で表される前記順序尺度に変換する請求項１乃至９何れか１項記載のシス
テム。
【請求項１１】
前記学習手段は、前記分類手段による分類処理の結果と、前記複数の心身状態指標それ
ぞれに対応する被保険者に対する介護に関する情報と、に基づいて、前記複数の区分に含
まれる区分毎に、前記区分に対応する心身状態の被保険者に対する介護に関する情報を含
む前記心身状態情報を学習する請求項１乃至１０何れか１項記載のシステム。
【請求項１２】
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換手段と、
前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
手段と、
前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に、
区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習手段と、
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る区分同士の関係性を示す関係性画像を生成する生成手段と、
前記生成手段により生成された前記関係性画像を出力する出力手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項１３】
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換手段と、
前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
手段と、
前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に、
区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習手段と、
前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る指定された区分に関する情報を示す区分情報画像を生成する生成手段と、
前記生成手段により生成された前記区分情報画像を出力する出力手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項１４】
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換手段と、
前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
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手段と、
前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に、
区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習手段と、
を有し、
前記変換手段は、心身状態の複数の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す
指標である前記複数の心身状態指標それぞれを、前記順序尺度に変換し、
前記学習手段は、前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含
まれる区分毎に、区分間の心身状態の遷移過程を示す情報を含む前記心身状態情報を学習
する情報処理装置。
【請求項１５】
システムが実行する情報処理方法であって、
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換ステップと、
前記変換ステップで前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
ステップと、
前記分類ステップでの分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に
、区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習ステップと、
前記学習ステップで学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る区分同士の関係性を示す関係性画像を生成する生成ステップと、
前記生成ステップで生成された前記関係性画像を出力する出力ステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項１６】
システムが実行する情報処理方法であって、
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換ステップと、
前記変換ステップで前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
ステップと、
前記分類ステップでの分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に
、区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習ステップと、
前記学習ステップで学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の区分に含まれ
る指定された区分に関する情報を示す区分情報画像を生成する生成ステップと、
前記生成ステップで生成された前記区分情報画像を出力する出力ステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項１７】
システムが実行する情報処理方法であって、
心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指標である複数の心身状
態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換する変換ステップと、
前記変換ステップで前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標に基づいて、前
記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心身状態を、前記
レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類処理を行う分類
ステップと、
前記分類ステップでの分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分に含まれる区分毎に
、区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習する学習ステップと、
を含み、
前記変換ステップでは、心身状態の複数の調査時点における被保険者の心身状態を点数
で示す指標である前記複数の心身状態指標それぞれを、前記順序尺度に変換し、
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前記学習ステップでは、前記分類ステップでの分類処理の結果に基づいて、前記複数の
区分に含まれる区分毎に、区分間の心身状態の遷移過程を示す情報を含む前記心身状態情
報を学習する情報処理方法。
【請求項１８】
コンピュータを、請求項１２乃至１４何れか１項記載の情報処理装置の各手段として、
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、システム、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
我が国では高齢化が進み、介護への需要が高まったことに対応し、介護保険制度が導入
された。介護保険制度の運用を支援するための技術が考えられている。例えば、特許文献
１には、被保険者に対する不適切な介護サービスの提供を効率的にチェックする方法が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６−３２３５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
介護保険制度が始まり、日本全国において、介護保険制度の被保険者の心身状態に関す
るデータが多量に蓄積され、ビッグデータとなっている。介護保険制度の改善、効率的な
運用等のため、このようなビッグデータを十分に活用した被保険者の心身状態の解析の実
現が望まれている。そこで、非保険者の心身状態の解析の実現等のため、より容易に活用
可能な被保険者の心身状態に関する情報を人工的に学習する仕組みを構築したいという要
望があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明のシステムは、心身状態の調査時点における被保険者の心身状態を点数で示す指
標である複数の心身状態指標を、予め定められた数のレベル数で表される順序尺度に変換
する変換手段と、前記変換手段により前記順序尺度に変換された前記複数の心身状態指標
に基づいて、前記複数の心身状態指標それぞれに対応する調査時点における被保険者の心
身状態を、前記レベル数に応じて決定された心身状態に関する複数の区分に分類する分類
処理を行う分類手段と、前記分類手段による分類処理の結果に基づいて、前記複数の区分
に含まれる区分毎に、区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報を学習す
る学習手段と、前記学習手段により学習された前記心身状態情報に基づいて、前記複数の
区分に含まれる区分同士の関係性を示す関係性画像を生成する第１の生成手段と、前記第
１の生成手段により生成された前記関係性画像を出力する第１の出力手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００６】
本発明によれば、より容易に活用可能な被保険者の心身状態に関する情報を学習するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、調査票の一例を示す図である。
【図２】図２は、中間評価項目得点の一例を示す図である。
【図３】図３は、情報処理システムのシステム構成の一例を示す図である。
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【図４】図４は、解析サーバ等のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、情報処理システムの処理の一例を示すシーケンス図である。
【図６】図６は、心身状態を示すレーダーチャートの一例を示す図である。
【図７】図７は、統計情報と介護情報との一例を示す図である。
【図８】図８は、関係性情報の一例を示す図である。
【図９】図９は、関係性画像の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、遷移画像の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、遷移画像の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、区分情報画像の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、区分情報画像の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、心身状態の遷移過程の一例を示す図である。
【図１５】図１５は、遷移確率行列の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下に、本発明の好ましい実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。
【０００９】
＜実施形態１＞
（介護保険制度概要）
我が国の介護保険制度では、介護が必要になった場合、被保険者が要介護認定の申請を
行えば、保険者が要介護の認定を行うこととなっている。認定調査員による心身状態の調
査票と主治医の意見書から作成された「介護認定審査会資料」とにより、介護認定審査会
において、被保険者の要介護度が判定され、被保険者は、その要介護度に応じたサービス
が受けられることとなる。
図１は、認定調査員による心身状態の調査票の一例を示す図である。認定調査員は、図
１の調査票に示される５５（６２）項目の評価項目について、非保険者の心身状態を評価
することとなる。心身状態の調査時点における被保険者の心身状態は、これらの評価項目
の評価値の組み合わせで表されることとなる。図１の例では、評価項目の評価値が空欄で
あることは、その評価項目についての評価値が、その評価項目について問題がない（正常
である）ことを示す評価値であることを示す。
図１に示されるように、心身状態の調査票に表される複数の評価項目は、第１群「身体
機能・起居動作」、第２群「生活機能」、第３群「認知機能」、第４群「精神・行動障害
」、第５群「社会生活への適応」の５つの群に分けられている。これらの群毎に、評価項
目の評価値に応じた点数を集計することで、被保険者の心身状態を量的な点数で表す中間
評価項目得点が決定される。各評価項目の評価値に対応する点数は、予め定められている
。図２は、群毎に決定された中間評価項目得点の一例を示す図である。図２の例では、被
保険者は、第２群、第３群については、問題がなく、第５群については、問題がある可能
性があることが示される。中間評価項目得点は、心身状態の調査時点における被保険者の
心身状態を点数で示す指標である心身状態指標の一例である。
【００１０】
介護認定審査会は、評価値の組み合わせ、中間評価項目得点等を判定材料として参考に
しながら、被保険者の要介護度を判定する。
被保険者に提供される介護サービスは、訪問系、通所系、短期入所系、多機能系、管理
指導系、居住サービス系、施設サービス系の様に沢山の介護サービスがあり、心身状態に
適した介護サービスの組合せを決定するのは、熟練を要する。したがって、介護計画を立
案する人材（ケアマネージャ）の確保は容易でなく、超高齢社会となっている現状におい
て、我が国の社会保障費は増加の一途であり、効率的で効果的な介護の提供が求められて
いる。
介護保険制度が始まり、日本全国において、被保険者の心身状態の認定データや介護サ
ービスの給付データが多量に蓄積され、ビッグデータとなっている。認定データとは、被
保険者の心身状態の情報（評価項目の評価値の組み合わせ、中間評価項目得点等）等を含
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み、要介護度の認定等に関するデータである。給付データとは、どのような介護サービス
が利用され、価格がどの程度であったか等の被保険者に給付されたサービスに関するデー
タである。そこで、本実施形態では、より容易に解析に利用可能な介護保険制度の被保険
者の心身状態に関するデータを学習し、学習結果を活用する処理について説明する。
【００１１】
（処理の概要）
本実施形態では、情報処理システムは、解析に利用可能なデータとして、既に蓄積され
ているビッグデータに基づいて、被保険者の心身状態毎に、その心身状態の被保険者の要
介護度等の値がどの程度であるか、その心身状態の被保険者にはどのような介護が行われ
ているか、その心身状態の被保険者がその後にどのような心身状態に遷移するか等を示す
情報を生成することで、学習することとする。即ち、情報処理システムは、心身状態が同
一の被保険者に関する種々の情報について、集計値、平均値、差分値等を求めたりするこ
ととなる。
そこで、情報処理システムは、心身状態が同一の被保険者を特定する必要がある。被保
険者の心身状態は、図１の調査票に示される５５（６２）項目の評価項目についての評価
値の組み合わせに表される。しかし、５５（６２）項目の評価項目それぞれについて、取
り得る評価値は、２〜５個あり、被保険者が取り得る心身状態は、少なく見積もっても、
２の６２乗通りと膨大な数となってしまう。ビッグデータとして、蓄積されている調査時
点における被保険者のデータは、我が国全体で、１００万人単位の数で存在する。即ち、
１００万個単位の数のデータが、２の６２乗通りの区分に分散されることとすると、同じ
区分に属するデータは、稀となる。そのため、情報処理システムは、同一の心身状態の被
保険者の情報を取得することが困難である。
【００１２】
また、被保険者の心身状態は、図２に示されるような中間評価項目得点でも表される。
しかし、中間評価項目得点は、各群について、０点〜１００点まで、小数点第１位まで表
された量的な点数で表現されており、表現される心身状態の数は、約１０００の５乗と、
膨大な数となってしまう。１００万個単位の数のデータが、約１０００の５乗通りの区分
に分散されることとすると、同じ区分に属するデータは、稀となる。そのため、この場合
も、情報処理システムは、同一の心身状態の被保険者の情報を取得することが困難である
。
そこで、本実施形態では、情報処理システムが、複数の認定データ夫々に含まれる中間
評価項目得点を、量的な点数から、予め定められたレベル数（例えば、レベル数４等）で
表される順序尺度に変換し、順序尺度に変換した中間評価項目得点に基づいて、中間評価
項目得点に対応する心身状態それぞれを、そのレベル数に基づいて定められた有限な複数
の区分に分類する。そして、情報処理システムは、この分類結果に基づいて、被保険者の
心身状態の解析に利用されるデータを学習する。
また、情報処理システムは、学習したデータに基づいて、被保険者の心身状態の解析に
利用される画像を生成し、出力する。
【００１３】
（情報処理システムのシステム構成）
図３は、本実施形態の情報処理システムのシステム構成の一例を示す図である。
情報処理システムは、解析サーバ３００、記憶サーバ３０１、クライアント装置３０２
を含む。解析サーバ３００、記憶サーバ３０１、クライアント装置３０２は、ネットワー
ク３０３を介して、相互に通信可能に接続されている。ネットワーク３０３は、例えば、
インターネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等である。
解析サーバ３００は、被保険者の心身状態の解析に利用されるデータを学習するパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）、サーバ装置、タブレット装置等の情報処理装置である。
記憶サーバ３０１は、介護保険制度の被保険者の認定データや給付データを記憶するＰ
Ｃ、サーバ装置等の情報処理装置である。また、記憶サーバ３０１は、外部ＨＤＤやＮＡ
Ｓ等の記憶装置であるとしてもよい。
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クライアント装置３０２は、解析サーバ３００に対して、非保険者のデータの解析を要
求するＰＣ、タブレット装置、スマートホン等の情報処理装置である。
【００１４】
（情報処理システムの各要素のハードウェア構成）
図４（ａ）は、解析サーバ３００のハードウェア構成の一例を示す図である。
解析サーバ３００は、ＣＰＵ４０１、主記憶装置４０２、補助記憶装置４０３、ネット
ワークＩ／Ｆ４０４を含む。各要素は、システムバス４０５を介して、相互に通信可能に
接続されている。
ＣＰＵ４０１は、解析サーバ３００を制御する中央演算装置である。主記憶装置４０２
は、ＣＰＵ４０１のワークエリア、データの一時的な記憶場所として機能するＲａｎｄｏ
ｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＡＭ）等の記憶装置である。補助記憶装置４０３は
、各種プログラム、各種設定情報、各種解析データ等を記憶する記憶装置である。補助記
憶装置４０３は、例えば、Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＯＭ）、ハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）等である。ネットワークＩ
／Ｆ４０４は、記憶サーバ３０１、クライアント装置３０２等の外部の装置とのネットワ
ーク３０３を介した通信に利用されるインターフェースである。
【００１５】
ＣＰＵ４０１が、補助記憶装置４０３等に記憶されたプログラムに基づき処理を実行す
ることで、解析サーバ３００の機能及び図５で後述するシーケンス図の処理における解析
サーバ３００の処理等が実現される。
本実施形態では、記憶サーバ３０１のハードウェア構成は、図４（ａ）に示される解析
サーバ３００のハードウェア構成と同様であるとする。記憶サーバ３０１の補助記憶装置
は、介護保険制度の複数の被保険者の認定データや給付データを記憶している。
記憶サーバ３０１のＣＰＵが、記憶サーバ３０１の補助記憶装置等に記憶されたプログ
ラムに基づき処理を実行することで、記憶サーバ３０１の機能及び図５で後述するシーケ
ンス図の処理における記憶サーバ３０１の処理等が実現される。
【００１６】
図４（ｂ）は、クライアント装置３０２のハードウェア構成の一例を示す図である。
クライアント装置３０２は、ＣＰＵ４１１、主記憶装置４１２、補助記憶装置４１３、
入力Ｉ／Ｆ４１４、出力Ｉ／Ｆ４１５、ネットワークＩ／Ｆ４１６を含む。各要素は、シ
ステムバス４１７を介して、相互に通信可能に接続されている。
ＣＰＵ４１１は、クライアント装置３０２を制御する中央演算装置である。主記憶装置
４１２は、ＣＰＵ４１１のワークエリア、データの一時的な記憶場所として機能するＲＡ
Ｍ等の記憶装置である。補助記憶装置４１３は、各種プログラム、各種設定情報、各種解
析データ等を記憶する記憶装置である。補助記憶装置４１３は、例えば、ＲＯＭ、ＨＤＤ
、ＳＳＤ等である。
【００１７】
入力Ｉ／Ｆ４１４は、マウス、キーボード、タッチパネルの操作部等の入力装置との接
続に利用されるインターフェースである。ＣＰＵ４１１は、入力Ｉ／Ｆ４１４を介して、
入力装置からの情報の入力を受付ける。出力Ｉ／Ｆ４１５は、表示装置（例えば、モニタ
、タッチパネルの表示部等）、印刷装置、スピーカ等の出力装置との接続に利用されるイ
ンターフェースである。ＣＰＵ４１１は、出力Ｉ／Ｆ４１５を介して、出力装置へ、情報
を出力する。ネットワークＩ／Ｆ４１６は、解析サーバ３００等の外部の装置とのネット
ワーク３０３を介した通信に利用されるインターフェースである。
ＣＰＵ４１１が、補助記憶装置４１３等に記憶されたプログラムに基づき処理を実行す
ることで、クライアント装置３０２の機能及び図５で後述するシーケンス図の処理におけ
るクライアント装置３０２の処理等が実現される。
【００１８】
（情報処理システムの処理の詳細）
図５は、情報処理システムの処理の一例を示すシーケンス図である。
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Ｓ５０１において、ＣＰＵ４０１は、記憶サーバ３０１に対して、被保険者の認定デー
タ及び給付データの要求を送信する。記憶サーバ３０１のＣＰＵは、解析サーバ３００か
ら被保険者の認定データ及び給付データの要求を受信した場合、記憶サーバ３０１の補助
記憶装置から被保険者の認定データ及び給付データを取得し、解析サーバ３００に送信す
る。
Ｓ５０２において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０１で受信した被保険者の認定データに含ま
れる中間評価項目得点を、順序尺度に変換する。より具体的には、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５
０１で受信した被保険者の認定データに含まれる中間評価項目得点毎に、中間評価項目得
点の各群の点数に応じて、各群が順序尺度におけるどのレベルなのかを決定する。
【００１９】
本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、中間評価項目得点を、４つのレベル数で表される順
序尺度に変換する。ＣＰＵ４０１は、例えば、中間評価項目得点の各群について、点数が
０以上２５未満である場合、レベル１として、点数が２５よりも大きく５０以下である場
合、レベル２として、点数が５０よりも大きく７５以下である場合、レベル３として、点
数が７５よりも大きく１００以下である場合、レベル４として、順序尺度に変換する。
これにより、中間評価項目得点が示す心身状態が、中間評価項目得点の各群のレベルで
表すことが可能となる。図６は、順序尺度に変換された中間評価項目得点が示す心身状態
を示すレーダーチャートの一例を示す図である。図６の例には、第１群がレベル４、第２
群がレベル３、第３群がレベル２、第４群と第５群とがレベル１となっている心身状態が
示されている。
また、ＣＰＵ４０１は、中間評価項目得点を、４つ以外の個数のレベル数で表される順
序尺度に変換してもよい。例えば、ＣＰＵ４０１は、中間評価項目得点を、３つ以下の個
数のレベル数で表される順序尺度に変換してもよいし、５つ以上の個数のレベル数で表さ
れる順序尺度に変換してもよい。
【００２０】
Ｓ５０３において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０２で順序尺度に変換した中間評価項目得点
に基づいて、複数の中間評価項目得点それぞれに対応する調査時点における被保険者の心
身状態を、心身状態の区分として予め定められた複数の区分に分類する。ＣＰＵ４０１は
、予め、Ｓ５０２で変換した順序尺度のレベル数（４）に基づいて、心身状態に関する複
数の区分を決定する。Ｓ５０２の処理により、中間評価項目得点内の５つの群それぞれに
ついて、１〜４の何れかのレベルが決定されることとなる。そこで、ＣＰＵ４０１は、中
間評価項目得点の各群のレベルにより特定される「４４４４４」、「４４４４３」、「４
４４４２」、「４４４４１」、「４４４３４」、・・・「１１１１１」という４の５乗（
１０２４）個の区分を決定する。
ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０２で順序尺度に変換した中間評価項目得点の各群のレベルに基
づいて、予め定めた複数の区分の何れに属するかを特定する。ＣＰＵ４０１は、例えば、
中間評価項目得点の第１群〜第５群のレベルがそれぞれ１、３、４、４、２である場合、
「１３４４２」の区分に属すると特定する。
Ｓ５０３の処理は、中間評価項目得点に対応する調査時点における被保険者の心身状態
を予め定められた複数の区分に分類する分類処理の一例である。
【００２１】
Ｓ５０２〜Ｓ５０３の処理では、ＣＰＵ４０１は、量的な点数で表されていた中間評価
項目得点を、順序尺度化し、順序尺度化した中間評価項目得点に基づいて、中間評価項目
得点が示す調査時点における被保険者の心身状態を、有限な複数の区分に分類した。
例えば、第１群〜第５群の点数が（１００、９８．７、６３．５、２８．９、５５．４
）というデータ（１）と、第１群〜第５群の点数が（９６、１００、５２．３、４２．４
、６５．２）というデータ（２）と、があるとする。ＣＰＵ４０１は、データ（１）とデ
ータ（２）との各群の値が異なっているため、データ（１）とデータ（２）とを、同じ心
身状態のデータとして取り扱うことができない。しかし、データ（１）とデータ（２）と
をどの区分に属するかを特定すると、共に（４、４、３、２、３）の区分に属しているた
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め、ＣＰＵ４０１は、データ（１）とデータ（２）とを、同じ心身状態のデータとして取
り扱うことができるようになる。
【００２２】
本実施形態では、４つのレベル数で表される順序尺度を用いることで、４の５乗＝１０
２４個の区分が決定されることとした。ビッグデータとして、蓄積されている調査時点に
おける被保険者のデータは、我が国全体で、１００万人単位の数で存在する。即ち、１０
０万個単位の数のデータが、１０２４の区分に分散されることとなる。この場合、平均で
、１つの区分に１００万／１０２４≒１０００個単位のデータが含まれることとなる。情
報処理システムは、同一の心身状態について、情報を集計したりすることが可能となる。
また、起こりうる各区分同士の遷移の数は、１０２４の２乗（約１００万）程度となる
。即ち、適切な遷移確率を求めるために必要な介護保険制度のデータの数は、１００万単
位以上である。認定データや給付データ等の介護保険制度のデータは、我が国全体で、１
００万人単位のデータ数が複数年にわたり蓄積されているため、情報処理システムは、４
つのレベル数で表される順序尺度を用いることで、我が国に存在する介護保険制度のデー
タに基づいて、適切に区分同士の遷移確率を決定できる。
また、情報処理システムは、３つのレベル数で表される順序尺度を用いることで、３の
５乗＝２４３個の区分を決定してもよい。その場合、起こりうる各区分同士の遷移の数は
、２４３の２乗（５９０４９）である。ある地方自治体に、１０万人単位の数で調査時点
における被保険者のデータが存在すると、情報処理システムは、３つのレベル数で表され
る順序尺度を用いることで、その地方自治体に存在する介護保険制度のデータに基づいて
、適切に区分同士の遷移確率を決定できる。
【００２３】
従来、被保険者を心身状態に応じて分類する場合、以下のような問題があった。
人間が予め規定した基準に従って分類する方法では、分類結果の各区分は、予め人間に
よりどのような心身状態を示す区分であるかが決定されており、各区分の内容の理解が容
易である。しかし、各区分がどのような心身状態を示すのかを人が考慮して決定する必要
がある。人間が、被保険者の心身状態の全てを、適切な数の区分に分類して、分類した各
区分がどのような基準を満たす区分であるのかを決定することは、非常に困難である。そ
のため、この方法では、被保険者のデータを、詳細な分析を可能とする適切な数の区分に
分類できない。
クラスター分析等によりビッグデータを学習して分類する方法では、被保険者のデータ
を指定された数の区分に分類することができるが、分類結果の各区分の解釈が容易ではな
く、各区分がどのような心身状態を示すかを把握することが困難である。多層パーセプト
ロンの考えを発展させたディープラーニング（深層学習）によりビッグデータを学習して
分類する方法でも、分類結果の各区分の解釈が容易ではなく、各区分がどのような心身状
態を示すかを把握することが困難であり、学習結果を実業務に活用することが難しい。
対して、本実施形態の分類方法では、ビッグデータを学習し、中間評価項目得点の各群
の点数を変換した順序尺度のレベル数に応じた数の区分への分類を可能にするだけでなく
、分類に従来の指標（中間評価項目得点）を活用していることから分類された区分毎の解
釈が容易であり、学習結果の実業務への活用が容易にできる。即ち、本実施形態の分類結
果の区分は、中間評価項目得点の各群についてのレベルで表されており、各区分がどのよ
うな心身状態を示すかを容易に把握できる。
介護保険制度の開始以来、中間評価項目得点が被保険者の心身状態を認定するために参
照されることがあったが、本実施形態の様に中間評価項目得点を活用する方法はなかった
。
【００２４】
Ｓ５０４において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０３での分類処理の結果に基づいて、複数の
区分に含まれる区分毎に、その区分に対応する心身状態に関する情報である心身状態情報
を生成することで、学習する。心身状態情報には、各区分に属する心身状態の総数や各区
分に属する心身状態の数の全区分に属する心身状態の数に対する割合等の統計値を示す統
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計情報や、各区分の心身状態の被保険者に対する介護の情報である介護情報、その区分と
他の区分との関係性を示す関係性情報等がある。
本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、心身状態情報として、統計情報と、介護情報と、関
係性情報と、を生成する。
ＣＰＵ４０１は、複数の区分それぞれについて、Ｓ５０３で属すると特定された心身状
態の数を取得する。また、ＣＰＵ４０１は、取得した数を、全区分に属する心身状態の数
で割ることで、各区分に属する心身状態の数の全区分に属する心身状態の数に対する割合
を取得する。ＣＰＵ４０１は、複数の区分の各区分について、取得した心身状態（データ
）の数（度数）と割合（確率）とを、統計情報として、決定する。
【００２５】
また、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０１で取得した認定データ、給付データに基づいて、複数
の区分それぞれについて、その区分に属する心身状態に対応する調査時点における被保険
者に対する介護の情報を取得する。ＣＰＵ４０１は、例えば、Ｓ５０１で取得した認定デ
ータに基づいて、複数の区分それぞれ毎に、その区分に属する心身状態に対応する調査時
点における被保険者の要介護度の平均値、介護に要する時間である基準時間の平均値、男
性率、年齢の平均値等を取得する。また、ＣＰＵ４０１は、更に、複数の区分それぞれ毎
に、その区分に属する心身状態に対応する調査時点における被保険者の要介護度の標準偏
差、基準時間の標準偏差を取得してもよい。
また、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０１で取得した給付データに基づいて、複数の区分それぞ
れ毎に、その区分に属する心身状態に対応する調査時点における被保険者について、介護
サービス毎の利用回数や利用率や価格の平均値を取得する。また、ＣＰＵ４０１は、複数
の区分それぞれ毎に、その区分に属する心身状態に対応する調査時点における被保険者に
ついて、サービス毎の利用回数や価格の標準偏差を取得してもよい。
ＣＰＵ４０１は、取得した要介護度の平均値や標準偏差、基準時間の平均値や標準偏差
、男性率、年齢の平均値、サービス毎の利用率・価格等の平均値や標準偏差等を介護情報
として決定する。
【００２６】
図７は、Ｓ５０４で生成された統計情報と介護情報との一例を示す図である。図７の例
では、ＣＰＵ４０１は、統計情報と介護情報とを１つのテーブル形式のデータとして生成
している。
図７のテーブルは、「区分ＩＤ」、「パターン」、「度数」、「確率」、「要介護度」
、「基準時間」、「男性率」、「年齢」、「サービス毎の利用率・価格」の項目を含む。
「区分ＩＤ」は、被保険者の心身状態について定められた複数の区分それぞれを識別する
情報を示す。「パターン」は、各区分に対応する中間評価項目得点の各群のレベルがどの
ような値であるかを示す。
「度数」は、各区分に属するデータ数を示す。「確率」は、各区分に属するデータ数の
、全区分に含まれるデータ数に対する割合を示す。「度数」と「確率」とは、統計情報の
一例である。「要介護度」は、各区分に属する心身状態に対応する被保険者の要介護度の
平均値、及び標準偏差を示す。「基準時間」は、各区分に属する心身状態に対応する被保
険者の基準時間の平均値、及び標準偏差を示す。「男性率」は、各区分に属する心身状態
に対応する被保険者が男性である確率を示す。「年齢」は、各区分に属する心身状態に対
応する被保険者の平均年齢を示す。「サービス毎の利用率・価格」は、サービス毎の各区
分に属する心身状態に対応する被保険者についてのサービスの利用率、価格等の平均値等
を示す。「要介護度」、「基準時間」、「男性率」、「年齢」、「サービス毎の利用率・
価格」は、介護情報の一例である。
【００２７】
また、ＣＰＵ４０１は、複数の区分に含まれる区分同士の関係性を示す関係性情報を生
成する。ＣＰＵ４０１は、例えば、図７のようなデータから、各区分の「度数」、「要介
護度」、「基準時間」等のデータを取得する。そして、ＣＰＵ４０１は、取得したデータ
に基づいて、各区分同士のデータの差分を取得する。ＣＰＵ４０１は、このようにして取
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得した複数の区分それぞれ毎の他の区分との差分を示す情報を、関係性情報とする。
認定データには、前回の調査時点における被保険者の心身状態を示す情報が含まれる場
合がある。その場合、Ｓ５０２〜Ｓ５０３の処理では、ＣＰＵ４０１は、前回の心身状態
を示す情報に対しても、調査時点における心身状態を示す情報と同様に、中間評価項目得
点から順序尺度化し、同一の有限な複数の区分に分類する。
前回の調査時点における被保険者の心身状態を示す情報を含まない認定データを活用す
る場合は、ＣＰＵ４０１は、被保険者毎に同一被保険者の複数の認定データから個々の認
定有効期間により、前後する認定データの組を全て抽出し、前回調査時の心身状態と今回
調査時の心身状態の情報とそれらの中間評価項目得点、順序尺度、該当する区分の情報を
前回の調査時点における被保険者の心身状態を示す情報が存在した場合と同じように作成
する。但し、ＣＰＵ４０１は、被保険者毎に、認定有効期間が連続していない認定データ
や１回の認定データしかない場合は、前回調査時の心身状態に関する情報を作成しない。
【００２８】
そして、ＣＰＵ４０１は、調査時点における被保険者の心身状態の分類結果と、前回の
調査時点における被保険者の心身状態の分類結果と、に基づいて、前回の調査時点におい
て、ある区分に属する心身状態のうち、幾つの心身状態がどの区分に遷移したかを示す情
報を取得する。ＣＰＵ４０１は、取得した情報に基づいて、複数の区分それぞれについて
、複数の区分それぞれへの遷移確率を取得する。ＣＰＵ４０１は、例えば、区分Ａから区
分Ｂに遷移する確率を、前回調査時点から今回調査時点にかけて区分Ａから区分Ｂに遷移
した心身状態の数を、前回調査時点で区分Ａに属する心身状態の数で割ることで、取得す
る。
例えば、前回調査時点において区分Ａに属する心身状態が１００個であるとして、区分
Ａから区分Ｂに遷移した心身状態の数が２０個であるとする。その場合、ＣＰＵ４０１は
、区分Ａから区分Ｂに遷移する確率を、２０／１００＝０．２（２０パーセント）として
取得する。
このように、ＣＰＵ４０１は、このようにして取得した複数の区分それぞれ毎の複数の
区分それぞれへの遷移確率を、複数の区分に含まれる区分同士の遷移過程を示す情報を関
係性情報として取得することができる。
また、ＣＰＵ４０１は、複数の区分に含まれる区分同士の遷移過程を示す関係性情報と
して、複数の区分に含まれる区分毎に、その区分に属する心身状態の数の情報と、その区
分に属する心身状態のうち幾つがどの区分に遷移したかを示す情報と、を取得してもよい
。また、ＣＰＵ４０１は、複数の区分に含まれる区分同士の遷移過程を示す関係性情報と
して、複数の区分に含まれる区分毎に、その区分に属する心身状態の数の情報と、その区
分に属する心身状態のうち幾つがどの区分からその区分に遷移してきたかを示す情報と、
を取得してもよい。これらの場合、ＣＰＵ４０１は、例えば、ある区分に属する心身状態
の数と、これらの心身状態のうち他の区分に遷移した心身状態の数と、に基づいて、区分
同士の遷移確率を取得する。
【００２９】
図８は、Ｓ５０４で生成された関係性情報の一例を示す図である。
図８のテーブルは、行方向に比較基準となる区分の区分ＩＤを示す項目を含み、列方向
に比較対象となる区分の区分ＩＤを示す項目を含む。即ち、例えば、要介護度についての
関係性情報を格納するテーブルにおいては、テーブル中（ａ、ｂ）の位置にあるノードは
、（区分ｂの「要介護度」）−（区分ａの「要介護度」）の差の値が格納される。
また、例えば、遷移確率についての関係性情報を格納するテーブルにおいては、テーブ
ル中（ａ、ｂ）の位置にあるノードは、区分ａから区分ｂへ遷移する確率の値が格納され
る。
そして、ＣＰＵ４０１は、学習した統計情報、介護情報、関係性情報を、心身状態情報
として、補助記憶装置４０３に記憶する。
このように、Ｓ５０４の処理により、ＣＰＵ４０１は、心身状態に関する複数の区分そ
れぞれについて、心身状態の解析に利用可能な心身状態情報を生成する。これにより、例
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えば、ある被保険者の要介護度の認定を行う等の際に、ＣＰＵ４０１は、対象の被保険者
の中間評価項目得点を順序尺度に変換して、変換した中間評価項目得点に基づいて、その
被保険者の心身状態がどの区分に属するかを特定する。そして、ＣＰＵ４０１は、心身状
態の複数の区分それぞれについて、心身状態情報から、特定した区分に応じた情報を取得
し、その被保険者の心身状態の解析に利用できる情報を提供できるようになる。
【００３０】
Ｓ５０５において、クライアント装置３０２のＣＰＵ４１１は、入力Ｉ／Ｆ４１４に接
続された入力装置を介したクライアント装置３０２のユーザによる操作に基づいて、解析
サーバ３００に対して、心身状態の複数の区分に含まれる区分同士の関係性についての解
析指示を送信する。ＣＰＵ４１１は、例えば、解析サーバ３００に対して、要介護度につ
いて、心身状態の複数の区分に含まれる区分同士の関係性についての解析指示を送信する
。
Ｓ５０６において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０５で送信された指示に応じて、心身状態の
複数の区分に含まれる区分同士の関係性を示す画像である関係性画像を生成する。ＣＰＵ
４０１は、要介護度について、心身状態の複数の区分に含まれる区分同士の関係性につい
ての解析指示を受信した場合、要介護度について、図８に示す関係性情報を補助記憶装置
４０３から取得する。そして、ＣＰＵ４０１は、取得した関係性情報に基づいて、関係性
画像を生成する。ＣＰＵ４０１は、例えば、図９（ａ）、（ｂ）のような画像を、関係性
画像として生成する。
【００３１】
図９は、複数の区分に含まれる区分同士の関係性を示す関係性画像の一例を示す図であ
る。図９の画像は、格子状のマップであり、各行は、比較基準となる区分の区分ＩＤを示
し、各列は、比較対象となる区分の区分ＩＤを示す。各グリッド（ノード）は、対応する
行が示す区分と、対応する列が示す区分と、の関係性を示す。ＣＰＵ４０１は、各ノード
に対応する関係性を、関係性情報を参照して特定する。
ＣＰＵ４０１は、例えば、要介護度が悪化することを示すグリッドのみを、強調表示す
るような関係性画像を生成してもよい。図９（ａ）の例は、要介護度が悪化する場合のデ
ータのみが強調表示されている例である。強調表示の表示態様として、ＣＰＵ４０１は、
例えば、悪化の度合い（要介護度の差分）が大きい程、背景の色を濃くするようにしても
よいし、グリッドの背景を要介護度の差分に応じて予め定められた背景とするようにして
もよい。ＣＰＵ４０１は、このような表示態様の関係性画像を生成することで、関係性画
像を視認するユーザがより容易に心身状態同士の関係性を把握することを可能とすること
ができる。
【００３２】
また、ＣＰＵ４０１は、例えば、要介護度が改善することを示すグリッドのみを、強調
表示するような関係性画像を生成してもよい。図９（ｂ）の例は、要介護度が改善する場
合のデータのみが強調表示されている例である。ＣＰＵ４０１は、例えば、改善の度合い
（負の値である要介護度の差分の絶対値）が大きい程、背景の色を濃くするようにしても
よいし、グリッドの背景を要介護度の差分に応じて予め定められた背景とするようにして
もよい。
また、ＣＰＵ４０１は、例えば、要介護度が改善することを示すグリッド、及び、要介
護度が改善することを示すグリッドを、強調表示するような関係性画像を生成してもよい
。その場合、ＣＰＵ４０１は、要介護度の悪化を示すノードの背景の色を第１の色（例え
ば、赤）とし、要介護度の改善を示すノードの背景の色を第２の色（例えば、青）とする
。そして、ＣＰＵ４０１は、例えば、悪化の度合い、又は改善の度合いが大きい程、ノー
ドの背景の色を濃くする。
【００３３】
また、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０５で、遷移確率について、心身状態の複数の区分に含ま
れる区分同士の関係性についての解析指示を受信した場合、図９（ｃ）に示すような関係
性画像を生成する。この場合、関係性画像の各ノードは、そのノードに対応する行が示す
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区分から、そのノードに対応する列が示す区分への遷移確率を示す。ＣＰＵ４０１は、遷
移確率が大きい程、背景の色を濃くするようにしてもよいし、グリッドの背景を遷移確率
の値に応じて予め定められた背景とするようにしてもよい。
本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０６で、補助記憶装置４０３から取得した関係性
情報に基づいて、関係性画像を生成することとした。しかし、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０６
で、補助記憶装置４０３から介護情報や統計情報を取得し、取得した介護情報や統計情報
に基づいて、関係性画像を生成することとしてもよい。ＣＰＵ４０１は、例えば、要介護
度についての関係性画像を生成する場合、介護情報から、各ノードに対応する行が示す区
分の要介護度と、各ノードに対応する列が示す区分の要介護度と、を取得し、取得した要
介護度の差分を求めて、各ノードが要介護の悪化を示すのか、改善を示すのか、を特定し
、関係性画像を生成することとしてもよい。
【００３４】
Ｓ５０７において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０７で生成した関係性画像を、クライアント
装置３０２に送信し、関係性画像を出力するよう指示する。
Ｓ５０８において、ＣＰＵ４１１は、出力Ｉ／Ｆ４１５に接続されている出力装置を介
して、Ｓ５０７で送信された関係性画像を出力する。ＣＰＵ４１１は、関係性画像を、出
力Ｉ／Ｆ４１５に接続されている表示装置に表示することで出力してもよい。また、ＣＰ
Ｕ４１１は、関係性画像を、出力Ｉ／Ｆ４１５に接続されている印刷装置を介して、紙媒
体、フィルム等に印刷することで出力してもよい。ＣＰＵ４１１は、関係性画像を、予め
定められた送信先に送信することで出力してもよい。
Ｓ５０６〜Ｓ５０８の処理により、情報処理システムは、各区分の関係性を示す関係性
画像を生成し、クライアント装置３０２のユーザに提示できる。これにより、クライアン
ト装置３０２のユーザは、各区分が示す心身状態同士の関係性を容易に把握することがで
きる。
【００３５】
Ｓ５０９において、ＣＰＵ４１１は、入力Ｉ／Ｆ４１４に接続された入力装置を介した
クライアント装置３０２のユーザによる操作に基づいて、解析サーバ３００に対して、特
定の心身状態の解析指示を送信する。ＣＰＵ４１１は、例えば、図１の評価票に示される
５５（６２）項目の心身状態に対するある調査結果のデータ（前回結果が無い）の解析指
示を送信する。
Ｓ５１０において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０９で送信された指示に含まれる調査結果の
データに基づいて、心身状態のそれぞれの中間評価項目得点、順序尺度とその該当する区
分（指定されたた区分）の情報をＳ５０２〜Ｓ５０３の処理と同様の方法で取得する。Ｃ
ＰＵ４０１は、取得した区分に関する心身状態情報を、補助記憶装置４０３から取得し、
その区分の情報とその区分から他の区分にどのような確率で遷移するかの情報を把握する
。そして、ＣＰＵ４０１は、例えば、図１０のような遷移画像を生成する。
【００３６】
図１０は、遷移画像の一例を示す図である。各レーダーチャートは、区分が示す心身状
態を示す。矢印は、遷移の方向を示し、矢印の太さは、遷移確率の大きさを示す。最上部
の基準となるレーダーチャートが、ユーザに指定された心身状態（Ｓ５０９で送信された
指示に含まれる調査結果）に対応する区分のレーダーチャートであり、その他のレーダー
チャートは、そこから遷移する先の区分のレーダーチャートである。また、ＣＰＵ４０１
は、Ｓ５０４で、区分毎に、その区分に属している被保険者について、前回調査の時点に
おいてどの区分に幾つの心身状態が属していたかを示す情報を統計情報の１つとして生成
した場合、Ｓ５１０で、以下のような処理を行ってもよい。即ち、ＣＰＵ４０１は、補助
記憶装置４０３から統計情報を取得し、取得した統計情報に基づいて、どの区分から幾つ
の心身状態がどの区分に遷移したかを示す情報を取得する。そして、ＣＰＵ４０１は、取
得した情報に基づいて、区分同士の遷移確率を求め、遷移画像を生成してもよい。
【００３７】
本実施形態では、Ｓ５０４において、全ての区分に対する心身状態情報として、統計情
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報と、介護情報と、関係性情報と、を学習している。
即ち、ＣＰＵ４０１は、補助記憶装置４０３から、心身状態情報を取得する。ＣＰＵ４
０１は、Ｓ５０９で送信された指示が示す基準となる区分を特定し、取得した心身状態情
報を参照して、特定した区分に関する統計情報と、介護情報と、関係性情報と、を取得す
る。この関係性情報には、基準となる区分から他の区分への遷移確率の情報も含まれる。
【００３８】
遷移確率についての遷移画像の生成については、ＣＰＵ４０１は、他の区分のうち、基
準となる区分からの遷移確率が最も大きいものから順番に示すが、表示する個数の制限が
あった場合は、予め定められた数（例えば、５、１０、２０等）の区分への遷移過程を示
す遷移画像を生成する。即ち、ＣＰＵ４０１は、基準となる区分からの遷移確率が最も大
きいものから予め定められた数の区分を示すレーダーチャートと、それらの区分への遷移
過程を示す矢印と、を含む遷移画像を生成する。しかし、ＣＰＵ４０１は、基準となる区
分から、他の全ての区分のレーダーチャートと、他の全ての区分への遷移過程を示す矢印
と、を含む遷移画像を生成してもよい。
また、ＣＰＵ４０１は、他の区分から基準となる区分への遷移過程を示す遷移画像を生
成してもよい。また、ＣＰＵ４０１は、基準となる区分から他の区分への遷移過程と、他
の区分から基準となる区分への遷移過程と、を示す遷移画像を生成してもよい。
また、ＣＰＵ４１１がユーザによる入力装置を介した操作に基づいて、遷移画像におい
て表示する遷移先、遷移元の区分の数の指定を解析サーバ３００に送信した場合、ＣＰＵ
４０１は、以下のような処理を行うこととしてもよい。即ち、ＣＰＵ４０１は、クライア
ント装置３０２から受信した指定が示す数の遷移先、遷移元の区分に対応するレーダーチ
ャートを含む遷移画像を生成する。
【００３９】
本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５１０で、Ｓ５０９での指示により指定された区
分を基準とした区分同士の遷移確率を示す遷移画像を生成した。しかし、ＣＰＵ４０１は
、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５１０で、全ての区分についての、区分同士の遷移確率を示す遷移
画像を生成してもよい。
図１１は、遷移画像の一例を示す図である。図１１の画像では、図１０と同様に、各レ
ーダーチャートは、各区分に対応する心身状態を示し、各レーダーチャートから出ている
矢印は、遷移確率を示し、太い程、遷移確率が高いことを示す。ＣＰＵ４０１は、例えば
、全ての区分についての、区分同士の遷移確率を示す遷移画像として、図１１に示すよう
な遷移画像を生成することができる。
【００４０】
Ｓ５１１において、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５１０で生成した遷移画像を、クライアント装
置３０２に送信し、遷移画像を出力するよう指示する。
Ｓ５１２において、ＣＰＵ４１１は、出力Ｉ／Ｆ４１５に接続されている出力装置を介
して、Ｓ５１１で送信された遷移画像を出力する。ＣＰＵ４１１は、遷移画像を、出力Ｉ
／Ｆ４１５に接続されている表示装置に表示することで出力してもよい。また、ＣＰＵ４
１１は、遷移画像を、出力Ｉ／Ｆ４１５に接続されている印刷装置を介して、紙媒体、フ
ィルム等に印刷することで出力してもよい。ＣＰＵ４１１は、遷移画像を、予め定められ
た送信先に送信することで出力してもよい。
Ｓ５０９〜Ｓ５１２の処理により、情報処理システムは、区分同士の遷移過程を示す遷
移画像を生成し、クライアント装置３０２のユーザに提示できる。これにより、クライア
ント装置３０２のユーザは、各区分に属する被保険者が次にどのような心身状態に遷移す
るかを容易に把握することができる。
【００４１】
本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５１０で、Ｓ５０９で送信された指示に応じた区
分を基準とした遷移画像を生成することとした。しかし、ＣＰＵ４０１は、更に、その他
の区分を基準とした遷移画像を生成してもよい。ＣＰＵ４０１は、例えば、Ｓ５０９で送
信された指示に応じた区分に遷移する区分、Ｓ５０９で送信された指示に応じた区分から
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遷移する区分それぞれを基準とした遷移画像を生成してもよい。
この場合、情報処理システムは、クライアント装置３０２において、表示装置に表示さ
れた遷移画像中のレーダーチャートが選択された場合、選択された区分を基準とした遷移
画像を出力することができる。ＣＰＵ４０１は、例えば、Ｓ５０９で送信された指示に応
じた区分を基準とした遷移画像に加えて、その他の区分を基準とした遷移画像情報も、ク
ライアント装置３０２に送信する。例えば、ＣＰＵ４１１は、遷移画像を出力Ｉ／Ｆ４１
５に接続された表示装置に表示し、入力Ｉ／Ｆ４１４に接続された入力装置を介したユー
ザによる操作に基づいて、遷移画像中のレーダーチャートがクリック、タップ等で選択さ
れた場合、選択された区分を基準とした遷移画像を、表示装置に表示する。また、ＣＰＵ
４０１は、Ｓ５０９で送信された指示に応じた区分を基準とした遷移画像のみをクライア
ント装置３０２に送信し、クライアント装置３０２から遷移画像内のレーダーチャートへ
の選択操作が行われたことを示す情報を受信した場合に、選択された区分を基準とした遷
移画像をクライアント装置３０２に送信し、出力するようクライアント装置３０２に指示
することとしてもよい。これにより、ユーザは、より詳細に区分間の遷移過程を把握する
ことができる。
【００４２】
また、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５１０で、遷移画像に加えて、遷移画像中のレーダーチャー
トに対するクリック、タップ等の選択操作に応じて表示されるそのレーダーチャートに対
応する区分に関する情報を示す区分情報画像を生成してもよい。ＣＰＵ４０１は、例えば
、補助記憶装置４０３から、介護情報を取得し、取得した介護情報から、遷移画像中のレ
ーダーチャートに対応する区分に関する要介護度、基準時間、男性率、年齢、サービス別
の利用率・価格等の情報を取得し、取得した情報を含む区分情報画像を生成する。
図１２は、ＣＰＵ４０１により生成される区分情報画像の一例を示す図である。図１２
の例では、区分情報画像は、ノード確率、要介護度、基準時間、男性率、年齢、各種サー
ビスの利用率、各種サービスの平均単価の情報がまとめられている表の画像である。
また、ＣＰＵ４０１は、図１３のような、サービスの利用率を円グラフで表す区分情報
画像を生成してもよい。
この場合、情報処理システムは、クライアント装置３０２において、表示装置に表示さ
れた遷移画像中のレーダーチャートが選択された場合、区分情報画像を出力する。ＣＰＵ
４０１は、例えば、遷移画像に加えて、区分情報画像も、クライアント装置３０２に送信
する。例えば、ＣＰＵ４１１は、遷移画像を出力Ｉ／Ｆ４１５に接続された表示装置に表
示し、入力Ｉ／Ｆ４１４に接続された入力装置を介したユーザによる操作に基づいて、遷
移画像中のレーダーチャートがクリック、タップ等で選択された場合、区分情報画像を、
表示装置に表示する。また、ＣＰＵ４０１は、遷移画像のみをクライアント装置３０２に
送信し、クライアント装置３０２から遷移画像内のレーダーチャートへの選択操作が行わ
れたことを示す情報を受信した場合に、区分情報画像をクライアント装置３０２に送信し
、区分情報画像を表示するようクライアント装置３０２に指示することとしてもよい。こ
れにより、ユーザは、遷移元の心身状態、遷移先の心身状態について、より詳細に把握す
ることができる。
【００４３】
本実施形態では、情報処理システムは、遷移画像内のレーダーチャートが選択された場
合、図１２、図１３のような区分情報画像を出力することとした。しかし、情報処理シス
テムは、遷移画像の出力と併せて、図１２、図１３のような区分情報画像を出力してもよ
い。例えば、情報処理システムは、遷移画像と併せて、区分情報画像を出力Ｉ／Ｆ４１５
に接続された表示装置に表示することとしてもよいし、区分情報画像を出力Ｉ／Ｆ４１５
に接続された印刷装置を介して、紙等の媒体に印刷してもよい。
また、ＣＰＵ４０１は、Ｓ５１０で、Ｓ５０９で送信された指示に応じた心身状態につ
いて、図１２、図１３のような区分情報画像のみを生成し、クライアント装置３０２に送
信することとしてもよい。その場合、情報処理システムは、送信された区分情報画像のみ
を出力する。
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【００４４】
また、ＣＰＵ４０１は、クライアント装置３０２から、Ｓ５０４で生成した心身状態情
報の要求を受信した場合、クライアント装置３０２に対して、Ｓ５０４で生成した心身状
態情報を送信することとしてもよい。また、ＣＰＵ４０１は、クライアント装置３０２か
ら、Ｓ５０４で生成した心身状態情報のうち、特定の区分についての情報の要求を受信し
た場合、Ｓ５０４で生成した心身状態情報から、特定の区分の情報を抽出して、抽出した
情報をクライアント装置３０２に送信することとしてもよい。
これにより、クライアント装置３０２においても、心身状態情報を用いた解析を行うこ
とが可能となる。
【００４５】
（効果）
以上、本実施形態では、調査時点における被保険者の心身状態を示す中間調査項目得点
を、量的な点数から、予め定められたレベル数で表される順序尺度に変換し、変換結果に
基づいて、調査時点における被保険者の心身状態それぞれを、そのレベル数に応じて定め
た複数の区分に分類した。これにより、情報処理システムは、量的な点数として、表され
ていた心身状態を、有限な複数の区分の何れかとして取り扱うことができるようになる。
そして、情報処理システムは、その分類結果に基づいて、区分毎に、各区分に属する心
身状態の数に関する統計情報、各区分に対応する心身状態の被保険者に対する介護情報、
区分同士の関係性情報を心身状態情報として学習した。
これにより、ある被保険者について、心身状態が予め定められた複数の区分のうちのど
の区分に属するかを特定し、特定した区分について、生成された心身状態情報を参照する
だけで、その被保険者と同様の心身状態に関する情報を、その被保険者の心身状態の解析
に利用可能な情報として容易に利用できるようになる。即ち、情報処理システムは、より
容易に活用可能な被保険者の心身状態に関する情報を学習することができる。
また、情報処理システムは、生成した心身状態情報に基づいて、区分同士の関係性を示
す関係性画像、区分同士の遷移過程を示す遷移画像、区分に関する情報を示す区分情報画
像を生成し、出力することで、ユーザに提示することとした。これにより、ユーザは、区
分同士の関係性や区分同士の遷移過程や各区分に関する情報を、より容易に把握できる。
【００４６】
＜実施形態２＞
（本実施形態の処理の概要）
被保険者への介護計画等のために、ある心身状態にある被保険者が、最終的にどのよう
な心身状態に遷移するのかを把握したいという要望がある。そこで、本実施形態では、情
報処理システムが、ある心身状態にある被保険者が最終的にどのような確率で、どの心身
状態に遷移するのかを解析し、出力する処理について説明する。
本実施形態の情報処理システムのシステム構成は、実施形態１と同様である。また、解
析サーバ３００、記憶サーバ３０１、クライアント装置３０２のハードウェア構成及び機
能構成についても、実施形態１と同様である。
【００４７】
本実施形態では、情報処理システムは、実施形態１と同様に、心身状態に関する１０２
４個の区分を定めている。本実施形態では、情報処理システムは、図５のＳ５０１〜Ｓ５
０４の処理を行い、複数の区分に含まれる区分同士の遷移確率に関する関係性情報を含む
心身状態情報を生成する。
要介護状態の被保険者の心身状態は、一般的に悪化していく。そこで、本実施形態では
、被保険者の心身状態が改善することがなく、悪化していくと仮定する。そのため、ある
区分に対応する心身状態は、最終的に何れかの区分に対応する心身状態に遷移することと
なる。本実施形態では、情報処理システムが関係性情報に基づいて、各区分に対応する心
身状態が最終的に、どのような確率でどの区分に対応する心身状態に遷移するかを特定す
る処理について、説明する。本実施形態では、区分に対応する基準時間が長い程、その区
分に対応する心身状態がより劣悪であるとし、区分に対応する基準時間が短い程、その区
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分に対応する心身状態がより良好であるとする。
【００４８】
（本実施形態の処理の詳細）
ＣＰＵ４０１は、Ｓ５０１〜Ｓ５０４の処理を行い、複数の区分に含まれる区分同士の
遷移確率に関する関係性情報、各区分についての介護情報を含む心身状態情報を学習する
。
ＣＰＵ４０１は、順序尺度の設定（レベル数）に応じて定められた複数の区分（１０２
４個の区分）のうち、遷移する可能性（図１０の遷移画像内の矢印）で連結されている集
合を特定する。ＣＰＵ４０１は、特定した集合に属する区分の数が予め定められた数（例
えば、５０、１００等）以上である場合、特定した集合に含まれる区分を、解析対象区分
とする。即ち、主な遷移を示す区分の集合に属さない（連結されない）区分は、解析対象
に含まれない。
【００４９】
ＣＰＵ４０１は、例えば、以下のような処理により、解析対象区分それぞれについて、
心身状態の開始状態（始点）を示す区分か、心身状態の過渡状態（過渡）を示す区分か、
心身状態の終了状態（終点）を示す区分か、を特定する。
本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、被保険者の心身状態が悪化していくと仮定するため
、区分間の遷移のうち、より心身状態が良好（基準時間が小さ）な区分への遷移を無視す
ることとする。即ち、ＣＰＵ４０１は、解析対象区分それぞれについて、心身状態がより
良好な区分への遷移が起こらないと仮定し、各区分からどの区分へ遷移し得るかを特定す
る。
そして、ＣＰＵ４０１は、解析対象区分のうち、自身以外のどの区分にも遷移し得ない
区分を心身状態の終点を示す区分であると特定する。また、ＣＰＵ４０１は、解析対象区
分のうち、自身以外のどの区分からも遷移しない区分を心身状態の始点を示す区分である
と特定する。また、ＣＰＵ４０１は、終点及び開始点以外の区分を、心身状態の過渡を示
す区分として特定する。
本実施形態では、心身状態は、悪化していくと仮定する。即ち、ＣＰＵ４０１は、実施
形態１で生成された統計情報のうち、心身状態が改善する遷移の度数を無視し、遷移確率
を決定することとする。
【００５０】
図１４は、心身状態の遷移過程の一例を示す図である。図１４を用いて、心身状態がよ
り良好な区分へ遷移しないという仮定の上での心身状態の遷移を説明する。図１４におけ
る各丸点は、解析対象区分のそれぞれを示す。また、実線の矢印は、心身状態がより低劣
な区分への遷移、又は、自分自身への遷移を示す矢印である。破線の矢印は、心身状態が
より良好な区分への遷移を示す矢印である。
図１４の破線で囲まれた領域には、３つの区分が含まれている。この３つの区分は、お
互いに遷移しあっており、最終的に、１つの区分に行き着くことがない。即ち、このまま
では、図１４の破線で囲まれた領域の３つの区分の何れかに遷移した場合に最終的に行き
着く心身状態を決定できないこととなる。そこで、本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、心
身状態がより良好な区分に遷移しないと仮定する。これにより、ＣＰＵ４０１は、解析対
象区分について、どのような遷移過程をたどる場合についても、必ず終点となる区分を特
定できる。図１４の例では、黒点が終点となる区分を示し、白点が始点又は過渡となる区
分を示す。
また、図１４のような現在の状態（区分）によってのみ、次の状態（区分）が定まる確
率過程は、マルコフ過程といわれる。また、図１４のように取り得る状態（区分）が有限
のマルコフ過程は、マルコフ連鎖といわれる。実際の心身状態（連続的）の遷移は、マル
コフ連鎖とは言えないが、本実施形態では、ビッグデータの分析で得られた特定の心身状
態像（離散的）の遷移確率を、一定であると仮定することで、疑似的に心身状態の遷移を
マルコフ連鎖とみなすことを可能とする。
【００５１】
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次に、ＣＰＵ４０１は、始点を示す区分として特定された区分と、過渡を示す区分とし
て特定された区分と、について、心身状態がより良好な区分に遷移しないという仮定の上
での他の区分への遷移確率を取得する。即ち、ＣＰＵ４０１は、図１４の破線の矢印で表
された遷移を考慮せず、実線の矢印で表された遷移のみが起こりうるとした場合の遷移確
率を求めることとなる。
ＣＰＵ４０１は、補助記憶装置４０３に記憶されている関係性情報から、始点を示す区
分として特定された区分と、過渡を示す区分として特定された区分と、についての遷移確
率を取得する。そして、ＣＰＵ４０１は、取得した遷移確率に基づいて、心身状態がより
低劣な区分への遷移と、自分自身への遷移と、が起こる場合の他の区分への遷移確率を取
得する。
【００５２】
例えば、関係性情報を参照して得られる区分（１）からの遷移確率が、区分（１）に対
して４０パーセント、区分（２）に対して３０パーセント、区分（３）に対して１０パー
セント、区分（４）に対して２０パーセントであるとする。そして、区分（４）は、区分
（１）よりも対応する基準時間の値が短いとする。この場合、ＣＰＵ４０１は、心身状態
がより良好な区分に遷移しないという仮定があるため、区分（４）への遷移を無視する。
即ち、ＣＰＵ４０１は、区分（１）からの遷移が区分（１）、区分（２）又は区分（３）
に対してしか発生しないものとする。
そこで、ＣＰＵ４０１は、例えば、区分（１）からの区分（１）への遷移確率を、（区
分（１）への元の遷移確率（４０パーセント））／（（区分（１）への元の遷移確率（４
０パーセント））＋（区分（２）への元の遷移確率（３０パーセント））＋（区分（３）
への元の遷移確率（１０パーセント）））＝４０／８０＝０．５（５０パーセント）とし
て取得する。また、ＣＰＵ４０１は、例えば、区分（１）からの区分（２）への遷移確率
を、（区分（２）への元の遷移確率（３０パーセント））／（（区分（１）への元の遷移
確率（４０パーセント））＋（区分（２）への元の遷移確率（３０パーセント））＋（区
分（３）への元の遷移確率（１０パーセント）））＝３０／８０＝０．３７５（３７．５
パーセント）として取得する。
また、ＣＰＵ４０１は、例えば、区分（１）からの区分（３）への遷移確率を、（区分
（３）への元の遷移確率（１０パーセント））／（（区分（１）への元の遷移確率（４０
パーセント））＋（区分（２）への元の遷移確率（３０パーセント））＋（区分（３）へ
の元の遷移確率（１０パーセント）））＝１０／８０＝０．１２５（１２．５パーセント
）として取得する。
【００５３】
ＣＰＵ４０１は、始点を示す区分として特定された区分と、過渡を示す区分として特定
された区分と、について、その仮定の上での遷移確率を取得したら、取得した遷移確率に
基づいて、解析対象区分について、各区分同士の遷移確率を表現した遷移確率行列Ｐを生
成する。
ＣＰＵ４０１は、解析対象区分の数×解析対象区分の数の行列を生成する。そして、Ｃ
ＰＵ４０１は、生成した行列の各行を、上から、終点に対応する区分それぞれ、過渡に対
応する区分それぞれ、始点に対応する区分それぞれを示すこととする。また、ＣＰＵ４０
１は、生成した行列の各列を、左から、終点に対応する区分それぞれ、過渡に対応する区
分それぞれ、始点に対応する区分それぞれを示すこととする。また、終点、過渡、始点の
それぞれにおいて、それぞれに属する複数の区分の並び順は、行方向では、基準時間が長
い区分を上側に、列方向では、基準時間が長い区分を左側に並べて示すこととする。これ
により、心身状態の悪化の遷移結果をユーザが把握し易くする。但し、他の並び順であっ
てもよい。
そして、ＣＰＵ４０１は、取得したその仮定の上での遷移確率に基づいて、生成した行
列の各要素に、その要素に対応する行が示す区分から、その要素に対応する列が示す区分
への遷移確率の値を入力する。これにより、ＣＰＵ４０１は、遷移確率行列Ｐを生成する
。
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【００５４】
図１５は、遷移確率行列Ｐの一例を示す図である。本実施形態では、ＣＰＵ４０１は、
図１５に示す遷移確率行列Ｐを生成することとする。遷移確率行列Ｐの各行は、上から、
終点に対応する区分それぞれ、過渡に対応する区分それぞれ、始点に対応する区分それぞ
れ、を示す。遷移確率行列Ｐの各列は、左から、終点に対応する区分それぞれ、過渡に対
応する区分それぞれ、始点に対応する区分それぞれ、を示す。遷移確率行列Ｐ中の各要素
の値は、その要素が示す行に対応する区分から、その要素が示す列に対応する区分への遷
移確率を示す。遷移確率行列Ｐ中の行毎の全要素の値の合計は、１となる。即ち、各区分
は、必ず何れかの区分に遷移することとなる。
終点の区分は、他のどの区分にも遷移しないため、必ず自身に遷移することとする。そ
のため、遷移確率行列のうち終点の区分から終点の区分への遷移確率を示す部分（左上端
部分）は、単位行列の形となる。また、始点へ遷移する他の区分はないため、遷移確率行
列のうち始点の区分への遷移確率を示す部分（右端部分）は、始点自身への遷移以外は、
全て値が０となる。図１５の例では、始点の自分自身への遷移確率をそれぞれｑ１、ｑ２
、ｑ３とする。
図１５の行列中のＰ１には、過渡の区分から終点の区分への遷移確率が格納される。図
１５の行列中のＰ２には、過渡の区分から過渡の区分への遷移確率が格納される。図１５
の行列中のＰ３には、始点の区分から終点の区分への遷移確率が格納される。図１５の行
列中のＰ４には、始点の区分から過渡の区分への遷移確率が格納される。
【００５５】
遷移確率行列Ｐは、１回の遷移で、解析対象区分の各区分がどの区分にどの確率で遷移
するかを示す。ｍ回の遷移で、解析対象区分の各区分がどの区分にどの確率で遷移するか
m
は、遷移確率行列Ｐ で表される。そこで、ｍを無限大にすることで、各区分が最終的に
どの程度の確率で、どの区分に行き着くのかを求めることができる。
遷移確率行列Ｐを以下の式１として表す。
【００５６】
【数１】

【００５７】
式１のＩは、単位行列であり、終点の区分から終点の区分への遷移確率を示す部分であ
る。図１５が示すように、Ｉは、終点の区分それぞれが必ず自身にのみ遷移するため、単
位行列の形となる。式１のＲは、始点の区分又は過渡の区分から終点の区分への遷移確率
を示す部分であり、図１５におけるＰ１、Ｐ３の部分である。式１のＵは、始点の区分又
は過渡の区分から始点の区分又は過渡の区分への遷移確率を示す部分であり、図１５にお
けるＰ２、Ｐ４の部分及びその右側の行列の部分である。
マルコフ連鎖において、終点の区分のように他の区分への遷移確率が０であるものは、
吸収状態といわれる。吸収状態が存在する全ての状態が互いに連結しているマルコフ連鎖
は、何度も遷移を行うことで、必ず、吸収状態に収束するという性質がある。
そこで、ＣＰＵ４０１は、式２を用いて、無限回遷移を繰り返した場合に各区分が、ど
の終点の区分にどの確率で遷移するかを示す遷移確率行列Ｅを決定する。
【００５８】

10

20

40

(21)

JP 6513138 B2 2019.5.15

【数２】

【００５９】
2
3
∞
式２のＢＲは、（Ｉ＋Ｕ＋Ｕ ＋Ｕ ＋・・・＋Ｕ ）Ｒとなる。即ち、Ｂ＝（Ｉ＋Ｕ＋
2
3
∞
2
Ｕ ＋Ｕ ＋・・・＋Ｕ ）となる。ここで、この両辺にＵを掛けるとＵＢ＝（Ｕ＋Ｕ ＋
3
∞
2
3
Ｕ ＋・・・＋Ｕ ）となる。そのため、Ｂ−ＵＢ＝（Ｉ−Ｕ）Ｂ＝（Ｉ＋Ｕ＋Ｕ ＋Ｕ
∞
2
3
∞
＋・・・＋Ｕ ）−（Ｕ＋Ｕ ＋Ｕ ＋・・・＋Ｕ ）＝Ｉとなる。即ち、（Ｉ−Ｕ）Ｂ＝
-1
Ｉが成り立つ。両辺に（Ｉ−Ｕ）の逆行列を掛けることで、Ｂ＝（Ｉ−Ｕ） となる。
遷移確率行列ＥのＢＲの部分は、始点を示す区分及び過渡を示す区分から、終点を示す
区分にどの程度の確率で遷移するかを示すこととなる。
ＣＰＵ４０１は、（Ｉ−Ｕ）の逆行列を取得し、Ｒに掛けることで、ＢＲを取得する。
そして、ＣＰＵ４０１は、ＢＲの部分の各要素の値を、その要素に対応する行が示す始点
又は過渡を示す区分から、その要素に対応する列が示す終点を示す区分への最終的な遷移
確率として特定する。
【００６０】
ＣＰＵ４０１は、クライアント装置３０２からある区分が最終的にどの区分にどの程度
の確率で遷移するかを示す情報の要求を受信した場合、その区分が、最終的にどの終点の
区分に遷移するかを示す遷移確率をクライアント装置３０２に送信する。ＣＰＵ４１１は
、クライアント装置３０２に接続された表示装置に受信した情報を表示したり、クライア
ント装置３０２に接続された印刷装置等を介して受信した情報を印刷したりして、出力す
る。
【００６１】
（効果）
以上、本実施形態では、情報処理システムは、非保険者の心身状態が悪化のみしていく
との仮定の上で、区分同士の遷移確率を示す遷移確率行列を求めた。そして、情報処理シ
ステムは、遷移確率行列を無限に掛け合わせた行列を求めることで、無限に遷移を繰り返
すことで、各区分が最終的にどのような確率でどの終点の区分に遷移するかを特定した。
これにより、情報処理システムは、各区分に対応する心身状態が最終的にどのような区分
に対応する心身状態に遷移するのかを把握できる。
また、情報処理システムは、各区分が最終的にどのような確率でどの終点の区分に遷移
するかを示す情報を出力することで、ユーザに提示した。これにより、ユーザは、各区分
に対応する心身状態が最終的にどのような確率でどの区分の心身状態に遷移するかを容易
に把握できる。
【００６２】
＜その他の実施形態＞
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではない。上述した各実施形態を任意に組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
３００ 解析サーバ
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