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第4章

ジオ ワー ドを用 いた ウェブ ローカル

サ ーチの実現

本章では,イ ンターネッ ト上に分散するウェブ文書を位置指向に検索す る方法 につ いて

述べ る.

イ ンターネ ット上に分散するウェブ文書 を位置指向に検索す るシステムを開発 した.本

システムでは,任 意の地理 的領域 に属するウェブ文書を検索す ることが可能である.本 検

索 システムの実現のために,3つ の手法を開発 した.ま ず,位 置指向検索 に必要なウェブ

文書を選択的に収集する手法,次 にウェブ文書か ら住所 を抽 出し,抽 出住所を緯度経度 と

対応づ けることによる構造化手法,そ して構造化 された文書の緯度経度を用いた,地 理的

検索手法である.選 択 的収集手法 はウェブ文書の内容を予測 し,位 置に関連 した情報 を高

い割合で収集す ることができる.

構造化手法では,住 所辞書 を持 った形態素解析 と住所表記の正規化 を用 いて,ウ ェブ文

書か らの住所抽 出を行 った.そ の結果,正 しい住所 の抽出を保証 した上で,出 現住所文

字列の92%の 抽出を丁 目レベルで実現 した.地 理的検索手法で は,構 造化で付与 された

緯度経度情報 と検索領域の重な りに存在するWWW文 書の情報を提示する.こ の手法の

評価実験 を行った結果,提 案手法は,検 索領域 として住所文字列 を使用 する従来のキー

ワー ド検索で少な くとも約25%存 在 していた検索 もれ を解消することがで きた.

4.1位 置指向の情報検索

情報を情報の地理的な位置 とそこか らの距離に基づいて検索する方法を,位 置指向検索

と呼ぶ.イ ンターネ ットに分散す るウェブ文書を位置指向に検索することができれば,文

書 を位置で分類 した り,特 定の位置 に関連 した情報 を集 めることができる.こ の検索 は,

ガイ ドブックやナビゲーシ ョン,地 域情報案内な どのアプリケーシ ョンに応用 が可能で,
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集 められたホームページはモバイル向けを始 めとす る様 々なサービスの有力なコンテンツ

に もな りうる.

現在で も一般の ウェブ文書 を検索す るためのシステムは多数存在す るが,こ れ らのシス

テムの主流 はキー ワー ド検索で ある.キ ー ワー ド検索で も住所文字列を入力することによ

り,特 定の住所 を含 む文書 を検索することは可能である.し か し,検 索条件 として与え ら

れた位置か らの距離 に応 じて検索することがで きず,位 置指向の検索は困難である.

例 えば この ことは,行 政 区界付近 での検索で は顕著 になる.図4.1に おいて,検 索者

(図中×で示される)が 現在地 の周辺の情報 を検索 したい場合,理 想的な検索範 囲は円で示

され るが,検 索条件 としてA市 を使用 すると,B,C市 と円の重な り部分の情報は検索で

きない一方で,A市 内の円外の余分な情報 も検索 して しまう.

つ ま り,多 くの場合,キ ーワー ド検索では,適 切 な地理的領域中の情報検索が困難で

ある.

図4.1キ ーワー ド検索での不適切な位置指向の検索例

距離に応 じて検索で きない とい う問題 は特にモバイル端末 を使用 して,ガ イ ドブ ック,

地域情報な どの検索を行なうときにあらわれる.こ のような状況で は,距 離的な移動は検

索者に とり負担 となるため,検 索者 は距離的に近い場所 の情報 を必要 とす る.し か し,前

述の ようにキーワー ド検索 を用 いた場合,距 離に応 じた検索は困難 なので,距 離 に応 じた

検索が可能 な位置指向検索が重要 となる.

適切 な地理的領域 中の情報 を検索可能 にす るには、検索対象 となる情報 に記述 されてい

る 「地理位置」を正確に把握 し,さ らにその 「位置」を幾何図形 として表現 し,や はり幾何

図形で表現 された検索領域 との重な りを調べることが必要 となる.

筆者 らはインターネ ッ ト上のウェブ文書 を位置指向に検索するためのシステムを開発 し

た.本 システムの構成 を図4.2に 示す.本 システムは大 き く3つ のモジュールか らなる.

本章はシステムの構成に従い,は じめに対象 とする位置に関連 したウェブ文書 を選択的に

ネ ットワークか ら収集する方法 とその評価 について述べ,次 に集めた文書から住所 を抽出

して,抽 出 した住所 と緯度経度 を対応づ ける位置指向の構造化の手法 と評価 を述べ,位 置
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指向の構造化を行った結果可能 になった地理的検索 と従来の検索 との比較結果 について説

明す る.さ らに本 システムを実装 し,「 モーバイルイ ンフォサーチ実験」の中で 「ここの

サーチ」 として試験サービスを行った結果を報告す る.

図4.2本 システムの構成

4.2位 置 関 連 情 報 の 収 集

4.2.1位 置 関 連 情 報

ウェブ文書の中には,あ る場所 に関 して述べた もの(例:国 立公園の紹介)や,あ る場所

に存在す る物につ いて述べた もの(例:レ ス トランの紹介)な どがあ る.こ れ らは地理的

な 「位置」に関連 してお り,本 論文では位置関連情報 と呼ぶ ことにする.

ある情報が位置に関連 しているか どうかの判定 は一般 に容易で はないが,今 回は対象の

文書 中に 「位置情報」が含 まれているものを位置関連情報 と扱 う.位 置情報 とは,位 置 を

特定で きる情報で,緯 度経度,住 所,最 寄 り駅,ラ ン ドマーク名な どがある.

位置指向の検索システムでは位置に関連 した情報以外は検索対象 とならない.そ こで,

ウェブ文書 中の位置関連情報の割合 を調査 し,ど の程度 のウェブ文書が位置指向検索に使

用で きるか調査 した.調 査 は,通 常のウェブクロー ラと呼ばれ る自動的にウェブ文書を収

集す るアプ リケーシ ョンが収集 した文書か ら約100ペ ージを ランダムに選択 し,ペ ージ中

の住所 の有無 を目視で確認す るとい う方法で行 った.表4.1に 結果 を示す.表4.1よ り全

ウェブ文書中の28%程 度が位置関連情報であることが確認で きた.

4.2.2位 置 関 連 情 報 の 選 択 的 収 集

4.2.1節 の結果か ら,通 常のウェブクローラの収集 した文書 は,7割 以上が位置指向の検

索システムでは検索対象 とな らない.そ こで,こ れ らの関連 のない情報 をで きるだけ収集
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表4.1位 置情報を含むウェブ文書の割合

せずにクロー リングを行 うために以下 に示す位置関連情報の選択的収集法 を考案 した.

高い確率で位置関連情報を収集するためには,既 に収集 したウェブ文書か ら参照 されて

いるウェブ文書の内容を予測 し,位 置関連情報 を優先的に収集する手法が必要だ と考えら

れ る.筆 者 らは,ま ず図4.3の(1)の ように,参 照元の リンク文字列 に位置情報が含 まれて

いる参照先 は,位 置関連情報であるとい う仮説 を立てた.こ の仮説の検証 を,ラ ンダムに収

集 したウェブ文書20ペ ージに対 して行った ところ,以 下に示す結果 となった.

図4.3位 置情報 を持つ リンク文字列を含むHTMLフ ァイルの例

・case1:参 照元の リンク文字列に,図4.3の(1)の ように位置情報 を含む場合

参照先文書が位置情報 を含 んでいた割合は92.5%.

・case2:参 照元の リンク文字列に,図4.3の(2)の ように位置情報 を含 まないものの,

同一文書 中に(1)の ような位置情報 を含む参照先がある場合

参照先文書が位置情報 を含んでいた割合は51.3%

・case3:上 記以外の場合(文 書中の リンク文字列が位置情報 を持たない)

参照先文書が位置情報 を含んでいた割合は14.5%

検証の結果か ら,case1の 場合に収集優先順位を上げ,case3の 場合 に収集優先順位 を下 げて

収集すれば,効 率的に位置 に関連 した情報 を収集で きると考え られ る.実 際の収集手順 を

以下 に示す.
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1.収 集の初期URLか ら収集 を始 める

2.収 集 した ウェブ文書か ら位置情報 を抽出 し,文 書 に含 まれ る各参照先URLの 収集

優先順位を決定する

3.参 照先URLを 収集優先順位 とともにデータベースに格納す る

4.収 集優先順位の高 いURLを データベースか ら検索 し,そ のURLに 対応す る文書

を収集する

5.一 定数のウェブ文書が収集で きるまで,(2)か ら(4)ま でを繰 り返す

4.2.3位 置 関 連 情 報 の 選 択 的 収 集 の 評 価

この手法を用いた選択的収集 を行 うウェブクロー ラおよび通常のウェブクローラ(幅 優

先探索法[セ ジウィック1993]を 使用)が 集めた文書が位置 関連情報 を含んでいた割合 を

図4.4に 示す.

図4.4の 横軸 は,ウ ェブクローラが収集 した ウェブ文書数 をあ らわ し,縦 軸 は収集 した

ウェブ文書中の位置関連情報 の割合 を示 してい る.ど ちらも,収 集 を開始す るURLは 同

様の ものを使用 し,日 本語のウェブ文書を10万 ページ程度収集 した.

図4.4位 置関連情報収集率の違い
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図4.4よ り,位 置情報選択 的収集型のクローラが収集 したウェブ文書 中には,約10万 文

書収集時点においては,通 常の ウェブクロー ラと比較 して約3倍 多 く,位置関連情報が含

まれていることがわか る.

4.3位 置指向の情報構造化

この章では,収 集 したウェブ文書か ら位置情報 を抽出 した上で,ウ ェブ文書 と幾何図形

情報 を対応づ ける位置指向の構造化手法につ いて説 明す る.4.1章 で述べたよ うに,位 置

指向の検索 を行 う上で,ウ ェブ文書 中位置情報 の抽 出はウェブ文書 と幾何図形を対応づ け

るための前処理 として不可欠である.

4.3.1位 置 指 向 の 情 報 構 造 化 手 法

位置情報の抽出

抽出可能な位置情報 としては住所,駅 名,ラ ン ドマーク名(例:東 京タワー),路 線名,電 話

番号,郵 便番号 などが考 えられ るが,今 回は,こ れらのうち,住 所の抽出を行った.住 所の抽

出は,住 所名 を辞書 に加えた形態素解析エ ンジン 「す もも」[鷲坂1997]で,形 態素解析を

行った術 に,各 形態素 を住所辞書 と比較 し,一 致 した ものを住所 とした.

形態素解析エ ンジンへ追加 した辞書および比較用の住所辞書の住所数は946,996件 であ

る.追 加 した住所 の具体例 を示す.

1.都 道府県(東 京都)

2.市 区町村(東 京都武蔵野市,武 蔵野市)

3.町 字(東 京都武蔵野市緑町,武 蔵野市緑町)

4.丁 目(東 京都武蔵野市緑町3丁 目,武 蔵野市緑町3丁 目)

位置指向の検索 システムでは,正 し く住所が抽出され ることが重要 となる.そ こで,人 名

や一般名詞 などの意味的に不正確 なものを住所 として抽出 しないために,以 下のルールを

用 いて住所 の判定 を行 った.

1.都 道府県名か ら省略な く正確 に記述 してあるもの を住所 とする.

(例:東京都武蔵野市緑町3丁 目な ど)

2.都 道府県,市 区は,住 所 を明確 に示す接尾辞 「都道府県,市 区」がついているものの

み単独で住所 とす る.(例:宮 崎県,市 川市,渋 谷区は○,宮 崎,市 川,渋 谷 は人名等の

可能性があるため×)

3.町,村 は所属する郡がついているもののみを住所 とす る.

(例:比企郡小川町,邑 楽郡千代田町 は○,小 川町,千 代 田町はさらに詳細 な町字 の可
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能性があるため×)

4.町 字および丁 目の ような詳細 な住所 は,(2)ま た は(3)に 続いて町字,丁 目が続 く場

合のみを住所 とする.

(例:武蔵野市緑町3丁 目は○,緑 町3丁 目は ×)

ただ し,(1)や(4)で いう,丁 目や番地の表記にはば らつ きがあるため,表 記を統一,す なわ

ち正規化を行い,丁 目を検出する必要が ある.正 規化 を行 うためには,正 規化を行 う文字列

を特定する必要がある.そ こで,正 規化の対象 となる,丁 目表記に使用 される数字および丁

目と番地、号 などを接続 する区切 り文字 の実態を調査 した.表4.2に 結果 を示す.調 査対

象は98,987ペ ージのウェブ文書で,そ の中に含 まれ る丁 目の数は20,310個 である.表4.2

にはその うち1%以 上の割合を占め るもののみを示す.表4.2の 種別は表記に用い られた

表4.2丁 目表記のば らつき

数字の種類 をあ らわ している.表4.2を 使用 した丁 目住所の正規化お よび抽出ルールを以

下 に示す.

1.抽 出された住所が町字か否かを調べ る.

(例:東京都武蔵野市緑町)

2.抽 出された住所文字列の後 に,数 字(半 角,全 角お よび漢数字)が 続 くか否かを調べ

る.

(例:東京都武蔵野市緑町3-9-11)

3.表4.2に 示 した区切 り文字が,数 字の後 に続 くか否かを調べ る.

4.丁 目について以下の正規化を行 う.数 字,区 切 り文字等を統一 し,丁 目レベルの数

字には 「丁 目」を区切 り文字 に置 き換 え加 える.(正 規化の例:東京都武蔵野市緑町

3-9-11→ 東京都武蔵野市緑町3丁 目-9-11)
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5.正 規化後の住所が,住 所辞書中にあった ら,丁 目 として抽出す る.

位置指向の構造化

本節で は,ウ ェブ文書か ら抽出 した位置情報 を幾何図形(緯 度経度)に 変換 し,WWW文

書 のメタ情報 として付与す る操作 を位置指向の構造化 と定義 し,そ の手法 について示す.

位置指向の構造化の流れを以下 に示す.

1.ウ ェブ文書か ら位置情報の抽 出を行 う.

2.抽 出の結果,住 所 と見 なされた文字列を位置情報 リポジ トリを参照 して緯度経度多

角形(ま たは重心点)へ 変換 する.位 置情報 リポジ トリとは位置情報(住 所文字列)

とそれに対応 した緯度経度(多 角形 または代表点)の 組 を定義 した外部知識である.

3.住 所 とそれに対応す る緯度経度多角形(ま たは重心)を 住所の組 として図4.5の よ

うなXMLを 出力する.

図4.5位 置指向の構造化の例

この手法を用 い ることによ り,検 索の条件 として,緯 度経度が使用で きるようにな り,複

数の住所 にまたが る場合の検索 においても,理 想的な検索範囲の検索ができる.
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4.3.2位 置 情 報 抽 出 の 評 価

本節では,4.3.1節 に示 した方法の評価 について述べる.評 価 に使用 したウェブ文書 は,

住所 を含 む文書 をランダムに80ペ ージ選択 した ものである.評 価 はまず,住 所 をその規模

に応 じて,都 道府県,市 区町村,町 字,丁 目の4つ の階層に分類 し,各 階層毎の正解 と思われ

る住所の出現分布 を目視によ りもとめ,更 にそれ ぞれの階層毎の平均抽出適合率 および抽

出再現率 をもとめた.

ウェブ文書 中の住所の階層毎の出現分布 を表4.3に 示す.出 現 した住所は全階層の合計

で,1,059個 であった.表4.3の 結果 より,ウ ェブ文書 に含 まれる住所の うち都道府県,市 区

表4.3住 所階層毎の住所の出現割合

町村が全住所の約7割 を占めることがわか る.

次 に,住 所階層毎の適合率 と再現率の定義を4.1,4.2式 に示す.適 合率は抽出 された文字

列が実際 に住所であった割合,再 現率は文書中に存在 した住所文字列が実際に抽 出された

割合である.

(4.1)

(4.2)
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4.1,4.2式 にお いて,P(d ,h)は 文書dの 階 層hに お け る適 合 率で あ り,R(d,h)は 同 じ文書,階

層 の再 現 率 で あ る.ま た,Ext(d ,ん)は,文 書d中 か ら抽 出 され た階 層hの 住 所 の 集合 で あ

り,Rel(d ,h)は 文書d中 の階層hの 正 しい住 所 の集 合 で あ る.ま た,Phお よびRhは,階 層

ｈに おけ る平 均適合 率 お よび再 現率 で あ る.

表4.4 階層毎の住所抽出の平均適合率および再現率

4.3.1節 のルールでは,適 合率を重視 したため,表4.4に 示す ように,適 合率は非常 に

高い.

次に再現率低下の原因を各ルール毎に示す.ル ール(2)に 従った抽出では,接 尾辞な し

都道府県,市 区町村の抽出 もれ,ル ール(3)に よる抽出では,郡 のない町村の抽出もれ,

ルール(4)に よる抽 出では,丁 目記述の正規化 によるば らつ きの吸収の失敗による抽出も

れが起 こっている.ル ール(1)に よる抽出もれは,都 道府県の欠如 とルール(2)～(4)に よ

る抽出もれが混在 した ものである.

結果 として,適 合率,再 現率 は平均で100%お よび約84%で あった.今 回の位置指向の

検索システムでは適合率 を重視 して いるため,本 節の評価の結果,本 抽出手法 は目的を達

成 した と思われ る.

4.4地 理 的 検 索

4.4.1地 理 的 検 索

4.3章 までに述べた,位 置関連情報 の選択的収集 と位置指向の構造化 を行 うことによっ

て,ウ ェブ文書 は幾何図形情報 を持っ構造化 された形 になった.こ の幾何図形情報 を検索

キーに用いることで,ウ ェブ文書の地理的検索が可能になる.す なわち,幾 何図形 として

表現 された利用者の検索領域(例 えば現在地の周辺は,現 在地 を中心 とした円)と 幾何図

形 として表現 されたウェブ文書 との重な りを調べ ることで検索 を行 う.こ のような幾何図

形 同士の重な りの検索 は,R-Tree[Guttman 1984]の ような計算幾何学的検索 アルゴリズ

ムを用 いる.



4.4地 理 的検 索 51

図4.6地 理的検索 とキーワー ド検索の例

4.4.2地 理 的 検 索 の 評 価

提案す る位 置指向検索の適切 さを評価す るために多角形検索に よる地理 的検索 とキー

ワー ド検索の比較実験 を行 った.ま た参考 として代表点検索 による地理的検索 との比較 も

行った.

1.多 角形検索

検索の条件 として,検 索者の いる位置 と検索半径 を用い るもの.デ ータベ ース 中で

は文書の位置は,住 所 に対応す る多角形 として表現 され る,

図4.6で は,黒,桃,赤,緑,青 の実線で囲 まれた領域全ての文書が検索 され る.

2.キ ーワー ド検索
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検索の条件 として,住 所文字列を用いるもの.

データベース中では文書の位置は住所文字列で表現 され る.

(a)キ ーワー ド検索(丁 目検索)

検索の条件 として,丁 目までの住所文字列相当を用い るもの.(例:'武 蔵野市緑

町3丁 目')

図4.6に 示 す検索 では,灰 色太実 線で示 され る1領 域 中の文書 のみが検索 さ

れ る.

(b)キ ーワー ド検索(町 字検索)

検索の条件 として,町 字までの住所文字列相当を用 いるもの.(例:'武 蔵野市緑

町)

図4.6に 示す検索では,灰 色太実線お よび灰色太点線の3領 域中の文書が検索

され る(武 蔵野市緑町は1か ら3丁 目まである).

(c)キ ーワー ド検索(市 区町村)

検索の条件 として,市 区町村 までの住所文字列相当を用 いるもの.(例:'武 蔵野

市')

図4.6に 示す検索では,緑 色実線で描かれた領域全て(実 線,塗 りつぶ しの両方)

並びに緑色実線の外側 に広が る武蔵野市中全ての文書が検索 され る.

3.代 表点検索(参 考)

検索 の条件 として,検 索者のいる位置 と検索半径 を用 い るもの.デ ー タベース中で

は文書の位置 は,住 所に対応す る点(重 心点等)と して表現する.

図4.6に 示す検索では,黒,桃,赤,緑,青 の塗 りつぶされた領域中の文書が検索 され

る.地 理的検索 として理想的な手法は,多 角形検索だ と考 えられ るが,現 在入手でき

る,住 所 とそれ に対応す る幾何 図形のデータには,多 角形で住所 を表現 した ものが

少 な く,重 心点で住所 を表現 してい るものが多数 あるため,全 ての住所 において多

角形検索はできない.し たが って,重 心点による地理的検索 を行 う必要が ある場合

がある.

なお この実験では住所の最小の単位 を 「丁 目」 としている.

本実験で は,地 理的に もっとも理想的な検索手法だ と思われ る多角形検索の検索結果を

検索 の正解 として用 い,キ ーワー ド検索(お よび代表点検索)の 適合率および再現率 を求

めた.
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利 用者 の検 索領 域 が検 索 点t,検 索 半径 γで 表 され る検 索 に対 す るキー ワー ド検 索 の適

合率Pkey(t,r)お よび再 現率Rkey(t,r)は4.3,4.4式 の よ うに定 義 した.

(4.3)

(4.4)

Resultは 検 索 結 果 の集 合 をあ らわ し,keyは キ ー ワー ド検 索 を,polは 多角 形 検 索 を あ ら

わす.例 えば,検 索 点t,検 索 半径rに お け る多 角形 検索 結果 の集 合 はResult(pol,t,r)の よ

うに表 現 され る.ま た,Pkey(r)お よびRkey(r)は 適 合率 お よび再 現率 の平均 をあ らわ し,n

は検 索 を行 った点 の数 で あ る.な お代 表 点検 索 の適合 率 と再 現率P(poi ,t,r)とR(poi,t,r)も

同様 に定義 で き る.

キー ワー ド検 索 が3種 類 に別 れ て い る理 由は,キ ー ワー ド検 索 で は,地 理 的検 索 と異 な

り,任 意 の地理 的範 囲 に お け る検 索が で きな い た めで あ る.そ こで,「 丁 目」,「 町 字 」,

「市 区町 村 」 とい う住 所 を3段 階 に単 純拡 大 し,そ の 中で,最 良の 結果 を キー ワー ド検 索

の結 果 と して用 い る とい う条 件 下で の比較 を行 う ことを考 え る.

検 索 半径 が小 さい 時 は,キ ー ワー ド検 索 で は 「丁 目」 検索 が,大 きい 時 は 「市 区町村 」

検 索が 最良 の結果 が期 待で き る.実 際 に検索 半径 を変化 させ た時,ど の段 階 の キー ワー ド

検 索 が最 良 の結 果 に な るか はRijsbergen尺 度[Rijsbergen 1979]を 用 いて決 定 した.こ

の尺度 は適 合 率 と再現 率 の混 成 尺度 で あ り,こ の値 が大 きい程,そ の手 法 の検 索性 能 が 良

い とされ る.式4.5にRijsbergen尺 度 の式 を示 す.

(4.5)

Pは 適合率,Rは 再現率,α は重みである.今 回は,適 合率 と再現率 を等分に評価 する

ために,α=0.5と した.こ の値 はF値 において適合率 と再現率を同等に扱 うケース と同

一 で あ る
.
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図4.7Rijsbergen尺 度 の 比 較

こ こで実 際 に検 索 を行 った結果 を報 告 す る .検 索 の対象 とな るウ ェブ文書 は4.2章 に示

した ウェ ブ クロ ー ラが収 集 した 文書61,265ペ ー ジ を用 い,検 索 点 は ラ ンダ ムに選 択 した

150点,検 索半径 は100m～10kmと した.実 験結 果 を図4 .7に 示 す.

この よ うに半径 が200m以 下 の時 は 「丁 目検 索」 が,続 いて1 ,100mま で は 「町字 」検

索が,そ れ 以上で は 「市 区町村 」検 索 の性能 が 高 い こ とが分 か る.ま た この図 か ら,キ ー

ワー ド検 索 は,ほ とん どの検 索範 囲 にお いて,3手 法 の うちで,最 も性 能が 悪 い こ とが確

認 され た.

半径-適 合 率,再 現 率 曲線 を示 す.な お多角 形検 索 の適合 率,再 現率 は今 回 の定 義 か ら,

どの 半径 において も100%で あ る.

図4.8に 示 す よ うに,キ ー ワー ド検 索 の適合 率 は,階 層が切 り替 わ る境界 で,40%程 度

まで低 下 す るこ ともあ る.

また,図4.9か ら,キ ー ワー ド検 索 の 再現 率 は,高 い部 分 で も75%程 度 で あ り,さ ら

に検 索半径 を拡 大 す る に従 って 減少 す る.す なわ ち キー ワー ド検索 で は最 も良 い条件 下で
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図4.8適 合率の比較

も約25%の 検索 もれを起 こしてお り,提 案す る地理的検索手法 はこの検索 もれを解消す

ることがで きる.

なお,代 表点検索に関 しては,検 索範囲が小 さい ときは,検 索範囲中に,代 表点が含 ま

れない場合があ り,再 現率が低 くなっているが,検 索範囲の拡大 とともに,再 現率が高 く

なる.

以上に示 した通 り,位 置指向の検索において,キ ー ワー ド検索は検索範 囲の拡大 と共に

性能が悪化 する.提 案する地理的検索手法は,キ ーワー ド検索で少な くとも約25%存 在

していた検索 もれを解消することがで きた.
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図4.9再 現率の比較

4.5位 置指 向のサ ーチエ ンジン 「ここのサー チ」

4.5.1モ ー バ イ ル イ ン フ ォ サ ー チ

著者 らの プ ロジ ェ ク トで は,1997年9月 か らイ ンター ネ ッ ト上 の情報 を位置 で

統 合 し,検 索 可能 にす る こ とを 目標 と した,モ ーバ イ ル イ ン フ ォサー チ公 開 実験

[三浦1997][高 橋1998]を 行 って い る.1997年9月 ～1998年6月 にか けて 行 った実

験では,イ ンターネッ ト上で公開運用 されている異なる位置関連検索サーバ(電 話帳,地

図,タ ウン情報,天 気予報 な ど)に 対 して,統 一 されたインターフェイスで位置指向検索

することを可能 にし,デ ータベースの異種性を解消す るシステム,い わゆるデータベース

ラッパー[Lewis 1991]を 実装 し評価実験[三 浦1998][高 橋2000]を 行った.こ の実験 に

よ り,多 様 な既存 のデー タベースに対 し,位 置指 向検索が可能であ ることが確認 出来た

が,一 般のウェブ文書 の位置指向検索 は不可能であった.そ こで本章で紹介 した位置指向
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の検索手法を実装 し,「 ここのサーチ」 として公開実験 を開始 した.

4.5.2こ こ の サ ー チ の 検 索 手 順

ここのサーチは現在地な どの位置 を検索条件 としてウェブ文書 を検索 し,URL,タ イ

トル,文 書の抜粋,文 書 に含 まれる位置情報な どに,検 索条件 として与 えられた位置か ら

の距離 を加 えて出力する位置指向のサーチエンジンである.出 力 の順 は距離の近 い順で

ある.な お検索条件 の半径 はシステムが 自動的に決定す る方法を取 っている.「 ここの

サーチ」の検索手順 を以下に示す.

1.利 用 者 は,緯 度経度(GPS,PHS,手 動入力),住 所,駅 名,郵 便 番号 等の位置情報 を

WWWブ ラウザ経 由で指定 する.

2.緯 度経度はその まま,住 所,駅 名,郵 便番号 は緯度経度に変換 されて,検 索が開始 さ

れ る.

3.最 小半径(100m)で 検索を行 う.

4.指 定件数(50～100件)に 達 しなかった場合は,指 定件数へ達するまで検索半径 を広

げる.最 大半径(初 期値:2000km)ま で拡大 して,件 数 が足 りない場合は処理 を(6)

へ移す.

5.拡 大 した検索半径 で検索結果が指定件数に達 した場合 は(6)へ 処理 を移す.指 定件

数を越えた場合 は,検 索半径 を指定件数に達す る直前の検索半径 と現在の検索半径

の平均値へ設定 し,最 大半径 を現在の検索半径へ変更 して処理(4)へ 戻 る.但 し,繰

り返 しが上限(3回)を 越 えた ら(6)へ 処理 を移す.

6.利 用者 に検索結果 を返す.

上述の ように,本 手法で は,検 索結果が適切 な数 となるように,検 索範囲 を調節で きるた

め,キ ーワー ド検索を行 った場合よ りも,よ り適切 な件数の結果 を検索者 に提示できる.

4.5.3実 験 結 果 か ら

住所のまたがり

4.4章 に示 した ように,地 理的検索 は,キ ーワー ド検索 と比較 して検索 もれが少 ない.

そこで,実 際の検索での地理的検索の有効性 を定量的に求めるために,「 ここのサーチ」

で実際に行われた検索か ら複数の住所 にまたが る検索の割合 を調査 した.調 査には 「ここ

のサーチ」 を開始 した,1998年9月 ～1999年5月 までの検索 ログに記録 された,82,136

検索を用 いた.分 析に使 った検索では1検 索あた り平均162文 書が検索 された.

結果を表4.5へ 示す.全 検索数:82,136は,平 均検索半径:2450mで あった.

調査の結果,例 えば複数の町字 にまたが る検索 は全体 の検索の67.5%程 度 あることが
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表4.5「 ここのサーチ」における複数住所検索の割合

確認で きた、 これ らの検索では特 に地理的検索が有効になっている.

図4.10に ここのサーチの検索例 を示 す.こ の図では利用者 は東京都 と千葉 県 と埼玉県

の3県 の境界近 くにいて,こ このサーチを行ってい る.そ の結果,右 側 のフレームに示 さ

れて いる通 り,葛 飾(東 京都),三 郷(埼 玉県),松 戸(千 葉県)の3県 にまたが る結果が

出力 されて いる.

図4.10こ こ の サ ー チ の 検 索 例
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ウェブコンテンツの地域分散

また,「 ここのサーチ」で検索可能な地域の調査 を行 った.

調査は以下の手順で行った.

・ ウェブクローラが収集 したウェブ文書か ら4.3.1節 に示 した手法 によ り,住 所 を抽

出す る.

・抽出 した住所を同じ手法で緯度経度へ変換 する.

・変換 された緯度経度 を白地図上にプロッ トする.

図4.11は 上記の手順 に沿 ってプロッ トした もので,青 色か ら順 に赤色 に近付 くに した

がって,そ の緯度経度に対応 するウェブ文書 の件数が多い ことを示 してい る.図4.11を

みると,位 置情報 を持っウェブ文書 は日本全土 に分散 していることがわかった.

図4.12の グラフは,ウ ェブコンテンツと都道府県の関係を示 している.収 集 した情報

で位置情報の構造化がで きたページの数を都道府県に対応づ けて表示 した もので ある.東

京が人 口,Webペ ージ共 に多いが,北 海道や長野(オ リンピックの時期であった),京 都

といった観光地は人 口に比べてWebペ ージが多 い.一 方東京のベ ッ ドタウンとして しら

れている埼玉 と千葉が人 口に比べてページが少 ないのが興味深い.こ れはWebペ ージ

に地理位置を付与 してで きる解析 の一例 である.Web情 報の地理情報 を用いた可視化 は

単純な地図表現 を超 えて色 々な ものがあ るべ きである.

4.5.4実 装

ここのサーチの実装 に関 して説明する.こ このサーチはUNIX上 のサーバ アプ リケー

シ ョンで,Apacheウ ェブサーバ と,Informax RDBMSお よびSpatialWareを 用いて実

装 した.デ ータ構成 を図4.5.4に 示す.PK,FK,Ixは 主 キー,外 部 キー,イ ンデ ックスを

示す.

検索は検索条件(円)と 位置情報デー タ(重 心)の 重な りによって行 った.重 心点への

距離が同じものが複数存在 した場合は,住 所階層が深い ものを優先 した.投 入するデータ

量を削減するために,重 心点データへの距離 による検索を行ったが,重 心点が対象図形の

閉曲線 内に存在 しない場合(例 えば凹図形)が 存在する.こ の場合 は重心点が検索条件 に

含まれていて も,対 称図形の閉曲線が円 と交わ らない場合がある.こ のような場合で も正

しく検索を行 うためには,検 索条件 と検索対象 図形の交 わ りの面積で評価 す る必要が あ

り.こ の ような検索の実装 も行っている.
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図4.11ウ ェブ文書の地理的分散
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図4.12実 験で収集 したウェブページの都道府県 とその人口 との関連
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図4.13こ こ の サ ー チ の デ ー タの 連 携




