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第1章 序論

1.1文 書 検 索 の 重 要 性 と 高 速 化 へ の 要 求

人類の発展 とともに、世の中の情報量は増大 してきた。コンピュー タの発明以降、情報

の増大はいっそ う加速 され 、現代は情報化社会 と呼ばれ るに至った。情報化社会において

は、膨大な情報の中かか ら必要な情報を的確に見つけ出す ことが基本的な技能の一つ となっ

ている。膨大な情報の中か ら必要な情報を的確に見つけ 出すことが広い意味での情報検索

(information retrieval)である[Sal83b,Tok99]。 これに対 し、工学におけ る情報検索はユー

ザによって明確に表現された問合せに対 して適合する情報をコンピュー タを用いて見つけ出

す技術を指す[Yam98a]。

文書検索は、テキ スト文書を検索対象とする情報検索である。本研究がテキス トを対象 と

したのは 、コンピュータの黎明期から画像 ・音声 ・動画等へ と情報の表現媒体(メ デ ィア)

の多様化が進んだ今 日に至るまで、テキ ストが知識を表現する上で最も主要な メデ ィアとい

う地位にあるか らである。

文書検索のニーズは最近一層の高ま りを見せてお り、その要因は図1.1の よ うにまとめる

ことができる。

・電子化文書の増大

文書は電子化(コ ンピュータ上で適切にコー ド化)に よって多様な形態での利用が可

能にな り、その価値は著し く高 まる。コンピュータおよび文書作成ソフ トウェアの普

及に支えられ、現在では新規に作成 され る文書は最初か ら電子的に作成され るよ うに

なった。また 、OCR(光 学的文字読み取 り)技 術の発展により紙文書の電子化が容易

にな り、過去の文書の電子化も進んでいる。電子化文書の増大に伴い所望の文書を見

つけ ることはよ り一層困難とな り、検索ニーズを高めている。

・文書共有化の進展

コンピュー タ同士をネ ットワー クで接続することに より文書は共有され 、利用範囲が

拡大する。最近のネットワー ク技術や利用コス トの低価格化に基づ くインターネット・

イン トラネッ トの発展が文書の共有化を促進 している。文書共有化が進展 により、共

有化 された文書を再利用するために検索に対する必要性が増大している。

・検索ユーザの拡大

業務効率化のためコンピュータはオフィスに急速に普及した。また、最近ではコンピュー

タの低価格化 ・イン ターネ ッ トの普及に伴い家庭への浸透も著 しい。従来は限られた

専門家だけが行 っていた文書検索であるが 、今 日ではコンピュータの普及 とともに拡

大した利用者が業務 ・趣味等の様 々な 目的のために利用するようになった。



図1.1:文 書検索 ニ ー ズの 高 ま り

ここで述べたような文書を取 り巻 く状況は検索高速化の要求へ と連ながるものである。す

なわ ち、文書の増大、共有化の進展は検索対象を大規模化させ るため、膨大な検索対象に対

しても快適に応答す るべ く検索高速化が必要 とな る。検索ユーザの拡大か らは検索システム

のスループ ット向上が求められ、検索速度向上が課題になる。また、拡大 したユーザの多様

な要求に答えるにはランキング検索等の高度な検索機能を提供 しなければならず、複雑化 し

た検索処理に対応できるだけの処理速度が要求 され ることとなる。

検索高速化への要求は次のような事例からも確認することができる。文書検索の研究コミュ

ニテ ィにおいては、米 国の標準化機関NIST(National Institute of Standards and Techhol-

ogy)主 催の 検索システムの相互性能比較を狙いとした評価会であるTREC(Text Retrieval

Conference)1が 大きな役割を果たしている。1992年 に開催され た第1回TRECで は2GBと

い う当時 としては非常に大量な文書を対象に取 り上げ、それ以降も100GBのWeb文 書を対

象とする課題を扱 うことで理論的な研究と実用化の橋渡しを果たしてきた。一方、商用システ

ム提供者側に大きな影響を与えたのは90年 代後半か ら爆発的に発展しているWWW(World

Wide Web)で ある。例えば 、代表的なインターネ ットのサーチエンジンであるGoogleで

は、2002年5月 の時点で検索対象ページ数が20億 、1日 当りの処理検索数が1.5億 に達し

ている2。

1.2文 書 検 索 の 基 本 概 念

1.2.1文 書 検 索モ デル

文書検索の概念的なモデルを図1.2に 示す。検索対象である文書集合に対 し、ユーザは探

したい文書を表現した検索要求(infbrmation need)を モデルに合わせた(シ ステムが受理

可能な)問 合せ(query;以 下、検索条件とも書 く)の 形式で与える。文書集合中の各文書 と

検索条件は適切な内部表現に変換された上で比較照合され 、検索条件に合致する文書群が検

1URLはhttp://trec
.nist.gov/

2URLはhttp://www
.google.com/



図1.2:文 書検 索 のモデ ル

索結果としてユーザに返される。

内部表現 と照合方法に応じて様 々な文書検索モデルが これ までに提案されてきているが、

検索モデルは以下の2つ に大別す ることができる[Bae99,Fra92,Sal83b]。

・ブー リアン検索

検索対象文書を検索要求を満足す るか しないかの2値 で判断し、検索条件を満足する

文書だけを検索す るモデルである。完全一致(exact match)モ デル と呼ぶ こともある。

ユーザの検索要求を文書を単一の検索文字列(キ ーワー ド)で 記述す るのは一般に困

難である。そ こで、ブー リアン検索では、AND、OR等 の論理演算子を導入 し、検索

文字列を論理演算子で組み合わせたブール式を検索条件 とする。さらに、複数の検索

文字列の文書 内の出現位置を指定する近傍演算子を用いることもある。近傍演算子の

例 としては、複数の検索文字列が同一文 、同一段落などの文書構造上の同じ要素に出

現することを指定するものや、相対距離が与えられた文字数あるいは単語数以 内であ

ることを指定するものがある。

・ランキング検索

検索対象文書ごとに検索要求を満足する程度(ス コア)を 求め、検索対象を順序つけ

るモデルである。最適照合(best match)モ デル と呼ぶ こともある。

ランキング検索はスコア計算方式によって特徴付けられ 、これ までに非常に多 くの方

式が提案されている。代表的なものとしては、文書 ・検索条件を単語等を軸とするベ

クトルで表現し、その内積をスコアとす るベ クトル空間モデル[Sal751、 検索文字列が

適合する文書に現れる確率等に基づいてスコアを計算する確率モデル[Rob77]が ある。

ブー リアン検索 と同様に演算子で構造化 した検索条件を用いることもあるが 、自然言

語文を検索条件 として使用することが一般的である。自然言語文か らはシステムによっ

て適切な検索文字列が選択 され 、それに基づ いてスコア計算が行われ る。

2つ のモデルは排他的な ものではな く、目的に応 じて適切なモデルを使い分けることが重要

である。例えば、特許検索では漏れのない検索を行 う必要があるため、ブー リアン検索がよ

く使用されるのに対 し、インターネットのサーチエンジンでは検索対象の件数が膨大である



ことか らランキング検索が一般的である。現実の文書検索システムにおいても、両モデルを

サポー トす るものが存在する。

1.2.2索 引形式

検索モデル ・目的に応 じて様々な文書検索システムの実装方法がある。最 も単純な実装方

式は検索時に検索文字列 と各文書と文字列照合する逐次検索であ る。しか し、逐次検索は検

索時間が対象規模に比例するため検索対象が大規模である場合には現実的ではな く、内部表

現を検索処理向きに配置した索引を用いる必要がある。索引におけ る基本的な内部表現の要

素を索引単位 と呼ぶ。文書検索の研究は欧米での歴史が長いが、そ こでは索引単位 として単

語が中心的に用いられてきた[Sal83b]。

文書検索で用いられ る代表的な索引形式には以下の2つ があ る[Fra92,Wit94]。

・転置ファイル

索引単位ごとに出現 した文書識別子等の情報をまとめて記録するもの。例えば 、索引

単位を単語とした場合、検索条件で与えられた単語に対応する文書識別子を簡単に得

ることができるので 、検索は非常に高速である。

文書情報 として文書識別子のみを記録す る文書レベルの転置ファイル と、文書内の出

現位置なども記録する索引単位レベルの転置ファイルがあ る。文書レベルの転置ファ

イルは構造が簡単で小型なのに対 し、索引単位レベルは複雑でサ イズも大き くなるが

ランキング検索 ・近接演算等の高度な検索 も高速処理できるという利点があ る。一方、

文書サ イズに対 し50～300%の 大きさにな るとい う報告[Has81]も あ り、フ ァイルサ

イズが大きいことが問題であ る。

・シグネチャファイル

文書ごとにその内容を縮約した情報を記録するもの。索引単位ごとにシグネチャ(signature)

と呼ばれるビット列を計算し、それを文書(あ るいは文書 内の固定長のブ ロック)で

ビッ トORし たもの(文 書シグネチャ)を 内部表現 とする。検索時には、文書その も

のを照合するのではな く、文書シグネチャと検索文字列か ら文書 と同様にして求めた

シグネチャを比較することで検索結果を求める。ただし、シグネチ ャは文書を縮退し

た表現であるため、本来は検索され るべきでない文書(falsedrop)が 誤 って検索され

ることがある。 このよ うな過剰検索を除去するため、シグネチ ャファイルで検索され

た文書を検索文字列で文字列照合する必要がある。この意味で、シグネチャファイル

を用いた検索は転置ファイル と逐次検索の中間的な方法と言える。

ファイルサイズ等は転置ファイルよりも小型にすることも可能であ るが 、文字列照合

が必要なので検索速度では転置フ ァイルに劣る。シグネチャ計算のパラメー タ調整に

よりファイルサイズを制御可能であるが、ファイルサイズ と検索速度は相反する関係

にあるため、パラ メー タ調整は難しい。また、ランキング検索等の高度な検索機能を

サポー トできない点が大きな問題である。

転置ファイル ・シグネチ ャファイルの特徴をまとめたものが表1.1で ある(こ の表を含む

性能比較の表では、〇が性能が優れていること、×は性能が劣 ること、△は両者の中間であ



表1.1:転 置ファイル とシグネチャファイル の比較

ることを示す)。 以前は、シグネチャフ ァイルの方がパラメータ調整によ り小型化できるこ

と、ブー リアン検索が実用システムの主要な検索モデルであったことか ら、シグネチャファ

イル も広 く使用されていた。その後、転置ファイルの圧縮技術が 向上 して処理速度を落 とす

ことな くサイズを小型化可能になったこと、ランキング検索が広まった こと等か ら、最近の

文書検索システムでは転置ファイルが一般的 とな った[Witg4,Zob94]。

1.3文 書 検 索 の 言 語 依 存 性

文書検索が対象 としているものは 自然言語で記述されたテキス トであ る。文法 ・語彙等の

特性は言語ごとに異な るため、言語ごとに相応しい文書検索モデル ・実装方法も異なるとい

う言語依存性がある[Mya96]。

文書検索の内部表現あるいは索引単位を考える上では言語の構成要素を意識する必要があ

る。言語の構成要素は 、小さいものから順に文字、単語3、 句、文 となる。索引単位 として

採用し得るものは適度に小さな単位が望 ましいことから、文字、単語のいずれかが一般的に

用い られ る。文字に関しては、文書の識別性が低 く、意味の構成単位 より小さいことから、

効率性 ・有効性の両面で単語 よりも劣るため、隣接するn個 の文字組である文字n-gram4を

索引単位 として使用することが多い[Kit98,Yam98b]。 以下では、特に問題のない限 り文字

n-gramを 単にn-gramと 書 くこととする。

単語およびn-gramの 特徴は、文書検索の観点か ら、以下のように まとめられ る。

・単語

単語 とは意味を担 う最小単位である。したが って、索引単位を単語 とすることで、検

索を意味に沿ったものに しやすい。しかし、意味を正し く扱 うためには 、構文関係 ・

文脈などは単語を超えたレベルの高度な言語処理が必要であ り、単語単位とすること

によって意味に基づ く検索が実現できるわけではない。一方、言語によっては単語の

捉え方が複数あ り、その うちのいずれの捉え方が検索に最適であ るかが必ず しも明ら

かではこと、文中の単語を常に正確かっ高速に切 り出すのは必ず しも簡単ではないこ

と等が問題となる。

3言 語 学では 意味 を担 う最小 単位 を形 態 素(morpheme)と 呼び
、単 語 と区別 して い る。 しか し、文書 検索 に

おい て は単 語 と形態 素の 区別 を厳密 に 行わ ず に 同等 の もの として扱 うこ とが 多 く、本 論 文で も区別を 行わ な い。
4n =1の 文字n-gramは 文 字その もの であ り、文 字は 文 字n-gramの 特殊 な 例 と して扱 うこ とが で き る。



・n-gram

隣接するn個 の文字組のことであ る。1個 以上の文字か ら構成され る点では単語 と共

通する面があ るが 、単語が文法的な役割 と意味を持つのに対 してn-gramは 文法 ・意

味などによって決定され るものではない点で単語 とは大き く異なる。

文字n-gramに よる検索は表記に基づ く表層的な ものである。しか し、実際には表記

だけで単語を特定できることも多 く、単語の場合に近いレベルの意味的な検索は達成

可能である。

索引単位を単語 とす る索引方式は単語索引、文字n-gramと するものはn-gram索 引 と呼

ばれ る。なお、索引単位は12.2節 の索引方式 とは独立に選択可能である。すなわ ち、単語

索引 ・n-gram索 引 とも、転置ファイル ・シグネチャファイルのいずれの索引形式に よって

実現可能である。

索引単位の選択時に考慮すべき言語の特性には以下のものがある。

・正書法

文章の書 き方を定めた規則を正書法(orthography)と 呼ぶ[KitO2]。 例えば 、英語に

おいて、単語 と単語の間に空白を入れて分かち書きすること、固有名詞を大文字で書

き始めることとい った規則が英語の正書法に含 まれる。テキ ス トからの単語切 り出し

が容易に実現できるかには正書法が大き く影響する。単語の切 り出しが容易であれば

単語を索引単位に使用することが可能だが、困難であった り、抽出精度に問題がある

場合にはn-gramの 方が よいと考えられ る。

・表記の揺れ

同一単語に対する表記が複数存在す る現象を表記の揺れ と呼ぶ。例えば、英語におい

て 「色」を"color"あ るいは"colour"と 表記 した り、 日本語において 「電子計算機」

を 「コンピュー ター」、「コンピュー タ」、「コンピユウタ」等と表記す るのが表記の揺

れである。表記の揺れに関係な く検索できるよ うにするためには、揺れの関係にある

複数の表記を正規化(統 一)す る機能が必要である。英語の異表記正規化には単語レ

ベルの情報が必要であることが多 く、単語索引との相性が よい。一方 、日本語におけ

るカタカナ表記の揺れであれば文字列変換処理によって統一できるので、索引単位を

n-gramと しても差 し支えない。

・屈折

単語の数(単 数か複数か等)・ 格(主 語か 目的語か等)・ 時制(現 在か過去か 等)等 の

文法的性質に伴 う語形変化を屈折 と言い、屈折が豊富な言語を屈折言語(inflectional

language)と 呼ぶ。例えば 、英語において、名詞の末尾に's'を 付けると複数形 、動詞

に末尾に'(e)d'を 付けると過去形を表すのが屈折である。これに対し、助詞 ・助動詞等

の付属語に よって単語の文法的性質を表す言語を膠着言語(agglutinative language)

と呼ぶ。屈折言語では、単語の文法的性質の違いに関係な く検索できるようにす るた

めには語形変化 した単語の原形や語形変化に影響されない語幹(stem)を 求める語幹

処理(stemming)が 重要 となる。語幹処理には単語が切 り出されていることが前提に

なるため、語幹処理が必要な場合には索引単位は単語 とするのが 自然である。



・造語力

複合語の生成され易さを造語力と呼ぶ。例えば、日本語であれば 「データの通信」に

対 し 「デー タ通信」とい う複合語、 ドイツ語あれば"Datenkommunikation"と いう

複合語があるのに対 し、英語では"data communication"の よ うに 「デー タ」「通信」

を表す単語か ら成る名詞句として書 く。文書検索において、複合語を同等な句とでも

照合させ るには単語索引であれば複合語を構成単語に分割す る必要があるのに対し、

n-gram索 引であれば部分文字列照合によって複合語分割を代替することが可能であ

る。複合語解析には基本語彙やそれ らの出現確率、単語の連接確率などのデータが整

備 されてい る必要があるため、デー タ整備のコス トがかか る。さらに、デー タが整備

されていて も、常に正確に複合語解析ができるとは限らない。したが って、造語力の

高い言語に対してはn-gramの 方が向いている。

英語 ・フランス語 ・ドイツ語等の欧州言語は屈折言語で単語を分かち書きするとい う共通

の性質を持っている[Tok98a]。 ただし、造語力に関しては 、英語 ・フランス語等の多 くの言

語が低いのに対 し、ドイツ語等の一部の言語は高い とい う違いがある。一方 、日本語 ・中国

語 ・韓国語等の東アジアの言語は膠着言語であ り、単語を分かち書きせず、造語力も高い等

の特徴を共通に持っている[Tok98b]。

この よ うな言語の特徴か ら、欧州言語に対 しては単語索引が用いられ るのが一般的であ

り、n-gram索 引の適用例[Cav95]は 限定的である。欧州言語のなかでは造語力の高いドイツ

語に対 してはn-gram索 引の適用例 も見ることができるようにな る[Hed01]。 一方、東アジ

ア言語に対してはn-gram索 引が単語索引 と同等に用いられ ている[Che97,Kwo97,Lee96,

Raj97,Wil97]。

1.4日 本 語 文 書 検 索 に お け る 索 引 方 式

前節では言語依存性の観点から索引方式を考察したが、本節では単語索引 ・n-gram索 引

の 日本語への適用について詳細に検討する。

1.4.1単 語 索 引

単語索引は索引単位を単語 とする。したが って、検索文字列が単語として出現している文

書が ヒットと判定され、検索結果を構成する。

日本語は単語を分かち書きしないので、単語索引を実現するには単語切 り出しに形態素解

析の利用が不可欠である。検索対象文書を形態素解析するのはもちろんのこと、検索文字列

自体が複合語であることも考えられるのでユーザが指定した検索文字列についても形態素解

析が必要である。検索文字列が複合語で形態素解析によって複数の単語に分割 された場合、

文書中に同様の単語の並びが出現しているかを検査することで複合語の検索文字列が 出現 し

ている文書の特定が可能である。

日本語の形態素解析は、切 り出し単位の大きさか ら複合語レベル と(複 合語の)構 成語レ

ベルの2つ に大別される。複合語レベルであれば、数百語程度の機能語辞書 と比較的少数の

ルールに よって形態素解析可能である[Kam95]。 一方、構成語レベルを実現するためには少

な くとも数万語規模の大規模辞書が不可欠である5。 処理速度や辞書管理などの点か らは複



合語レベルのほ うが望ましいが、複合語 と同等の概念 ・内容を表現する方法は多数存在する

ので、文書検索の有効性を 高めるためには構成語レベルの形態素解析が 不可欠 と考えられ

る。実際、複合語 ・構成語レベルの形態素解析に基づ く性能比較結果によれば 、構成語レベ

ル の方が優れていることを実験的に示した研究もあ る[Oga96c]。

構成語 レベルの形態素解析を文書検索に適用するには以下のような問題点がある。

・数万から数十万語規模の単語辞書が必要である。形態素解析系にはあらか じめ大規模

辞書が添付 されているが 、固有名詞や学術用語などを中心に新しい単語がつぎつぎに

生み出されるので、単語辞書の拡充は避けられない。しか し、辞書拡充は人手-言 語

的な知識 と対象分野に関する知識を兼ね備えた専門家-で 行 う必要が あるため、シ

ステムの運用コス トが増大する。

・単語辞書を拡充しても、索引に登録済みの文書は拡充前の辞書に基づ いて形態素解析

が行われている。 したが って、登録済み文書につ いても辞書拡充の効果を反映するに

は、索引を作 り直 しが必要である。

・形態素解析の処理速度が 向上しているとは言え、形態素解析が登録時間増大の原 因と

なることは避けられない。少量の文書登録時には影響は小 さいが 、大量文書を扱 う索

引の初期作成や再作成時には大 きな問題 となる。

・形態素解析の誤 りが検索漏れ ・過剰検索を起こし、検索精度を低下させ る。

1.4.2n-gram索 引

n-gram索 引は索引単位をn-gramと する。検索文字列が文字列 として現れている文書が

ヒットと判定され 、検索結果を構成す る。n-gram索 引では単語 という言語的な構成単位を

考慮しないため、同一検索文字列に対する検索結果であっても単語索引のものとは一般には

一致 しない
。

n-gramで は単語境界を考慮する必要が無 く、形態素解析などの言語的な ツールは不要で

ある。単語境界を考慮 していないといっても、表意文字である漢字に関してはn-gram索 引

でも実質的には単語索引に近い機能を果たす ことができる。一方、外来語の表記に用い られ

るカタカナ ・アル ファベ ットは表音文字であ り、n-gram索 引と単語索引の差は大 きい。

n-gram索 引では、ηの値によって性能が大き く影響されるので、その値の選択が重要で

ある[Kitg8,Mic96]。 一般的には文字の異な り数が少ない程文字そのものの文書の識別性が

低いため、nを 大き くするする必要がある。日本語では 、日常用いられ る文字の異な り数は

約2000文 字程度であ り、nは1,2等 が採用され ることが多い。

n-gram索 引には以下の問題点があ る。

・n-gram索 引では、2.2節 に詳 し く説明す るように文字列の長さによって検索処理方法

が異なる。検索文字列が索引単位 よりも長い場合(文 字数がnを 超 える場合)に は、

検索文字列 中のn-gramの 全てが存在し、かつ連続 した位置に出現 していることを確

認しなければならない。この位置検査によって検索時間が増大す ることが問題 となる。

5文 字 ご との 単語の 先頭あ るい は末 尾に な る頻度 ・確率 に よって構成 語への分 割 を実現 す る研 究 もあ る[Kag96
,

Nak95,Oga97b,Oga99b]。 しか し 、解析 精 度 、統 計 情報 の収 集 方 法な どの 問題が 残 ってい る 。



表1.2:単 語 索 引 とn-gram索 引 の比較

・検索文字列を単語 としてではな く文字列 として捉えて検索を行な うため、過剰検索が

起 こりやすい。例えば、「帯電(electrification)」という検索語に対 して 「携帯電話」が

現れている文書も検索され てしまう。その結果、検索精度が低下す る。

・登録文書から抽出される索引単位数は単語 よりもn-gramの 方が多いため、索引サイ

ズは一般に大きい。

1.4.3単 語索 引 とn-gram索 引の比較

単語索引とn-gram索 引の比較結果を表1.2に まとめた。索引サイズ ・検索速度の点か らは

単語索引が優れているが 、登録速度 ・辞書管理不要とい う点からはn-gram索 引が望ましい。

検索精度につい て見ると、n-gram索 引は検索漏れが無い ものの検索ノイズがあ り、単語索

引は過剰 ノイズは少ないものの検索漏れが起 こるとい うように相反する特性を持 っている。

ただし、ランキング検索に よって的確な文書をす くい上げ ることが可能とい うことを考慮す

ると、検索漏れ よ りも検索 ノイズの方が問題は小さい。したが って、トー タルではn-gram

索引の方が検索精度では若干有利 と考えられ る。

1.5検 索 高 速 化 に 関 す る 従 来 研 究

日本語文書を対象とした検索高速化に関する従来研究はn-gram索 引を対象としたものに

集中している。表1.2に 示したよ うに、n-gram索 引には検索速度が遅いという問題が あるた

め、その高速化が研究され るのは当然のことといえる。もう一つの理由としては、単語索引

についてはいったん形態素解析に より単語が識別されてしまえば言語による差異は小さ く、

欧米言語を対象 として研究されてきた単語索引の高速化手法をその まま日本語に適用できる

ことがあげ られ る。以上の理由か ら、日本語に特化した単語索引の高速化の研究が少ないの

だ と考えられ る。

n-gram索 引の形式としては 、転置ファイル ・シグネチャファイルのいずれもが高速化の

研究対象 となっている。シグネチ ャファイル形式のn-gram索 引は文字成分表と呼ばれ 、90

年代前半に集中的に研究開発が進んだ[Fuj94,Fur94,Hat92,Iwa93,Miy90]。 筆者 も文字成

分表の検索高速化に関する研究[Oga95b,Oga95a,Oga96a,Oga96b]を 実施 したが 、その内



容は付録Aで 紹介する。

しか し、表1.1に 示したよ うに転置ファイルの方が検索速度 ・機能の高さで優れてお り、

90年 代後半以降は転置ファイル形式のn-gram索 引が研究開発の中心になっている[Aka96b,

Jon98,Kaw96,Mat97a,Oga98,Sug96]。 したがって、以下では転置ファイルを対象としたも

のを取 り上げ ることとする。なお、転置ファイルには索引単位の文書内出現位置を記録する

索引単位レベル と記録 しない文書レベルの2種 類があ るが、n-gram索 引では複数のn-gram

を含む検索文字列の処理のために索引単位 レベルが用いられ る。

検索高速化に関する従来研究を整理すると、以下の ように分類す ることができる。

1.5.1n-gram抽 出法

検索速度はnに 依存しているため 、nを 適切に調整することにより検索は高速化可能であ

る。以下のようなn-gram抽 出の調整に基づ く高速化方法が提案されている。

・nの 組み合せ

2.5節 で説明するように検索文字列がnよ り短いか長いかによって性能に与える影響が

反対なので、単一のnに よってあらゆる場合の検索を高速化す ることはできない。こ

の問題に対す る最 も単純な解決策は複数のnに 対するn-gram索 引を組み合わせ るこ

とである[Aka96a,Sug96]。 日本語の文字数の多さを考慮すると、nよ り短い検索処理

を発生 させないことが重要となる。その一方、組み合わせる索引数に応 じて索引サイ

ズは増大するので、それほど多 くのnを 組み合わせることは非現実的である。実際に

は 、n=1,2あ るいはせ いぜいn=1,2,3の 組み合わせに限定され る[Kit98,Mic96]。

・文字種適応

複数のnを 組み合わせ る方法は単純ではあるが 、索引サイズが大 きくな るとい う問題

点がある。これに対するもの として、文字種に応じてnを 調整する方法(以 下、文字

種適応型n-gram索 引)が ある[Kaw96,Yok97]。 日本語にはひらがな ・カタカナ ・漢

字等の複数の文字種があ り、それぞれに特性が異なる[Iwa93,Oga96b]。 すなわ ち、ひ

らがなは助詞 ・助動詞など機能語にもちいられ ることが多いため検索文字列 として使

用 され ることは少ない、カタカナは外来語に用いられ るためカタカナ語は長い、漢字

は漢語に用いられ るためカタカナ語と比較 して単語は短い等の違いがある。異な る文

字種か ら構成され る単語は少ないが 、漢字 とひ らがなの連続は頻繁に見られ るとい う

ような特徴 もあ る。

こうした特性に基づいて、文字種適応型では同 じ文字種の連続部分ではその文字種に

応じてnを 調整するとともに、異な る文字種の連続部は前後の文字種に応じてn-gram

(n>1)を 抽出するか決定する。文字種適応型は索引サイズをそれ程大き くすること

な く検索を高速化できる。

・nの 動的調整

上に示した2つ の方法は、索引作成時にn-gramの 抽出法(nの 値)を 決定する静的な

方法である。しか し、追加 ・削除のある動的な状況では、検索対象のn-gramの 頻度



分布 と抽出法の決定に用いた頻度分布にはずれが生 じ、決定 したn-gram抽 出法が最

適であるとは限らないという問題がある。

この点を鑑みて考案されたのは、n-gram抽 出法を動的に決定する方法である[Sug96]。

この方法では、初期状態ではnを1と しておき、あ る文字の出現頻度が閾値以上にな

れば 、その文字から始 まるn>1のn-gramを 抽出対象に追加 してい く。例えば、文

書の登録により 「画」の出現が増えて閾値よ り大 き くな ったら、それ以降は 「画」で

始 まる 「画像」「画面」等のbi-gramも 索引単位 として抽出する。

この方法であれば、索引作成時にnを 決定するわけではないので、複数のnに 対する

索引を使用す る方法と比較 して、索引サ イズを小さくしたまま検索時間を高速化する

ことが可能である。ただし、登録において長いn-gramを 登録すべき状況になった場

合、登録済みの文書に関するそれらn-gramの 出現情報を索引に追加 しなければ なら

ず、登録時間の増大を招 くことになる。6

1.5.2検 索 処 理 法

検索処理自体の工夫によって検索処理を高速化する方法には以下のものがある。

・文書頻度の昇順による処理

単語索引におけるAND演 算子処理の高速化手法 として、索引単位の文書頻度の少な

いものか ら順に処理を行 うとい うものがあ る[Har90,Wit94]。 これは、文書頻度の少

ない索引単位同士は同じ文書に出現する可能性が少ないので、検索結果集合を素早く

絞 り込めるとい うことに基づ いている。

このアイデアはn-gram索 引の検索処理にそのまま適用可能である。すなわち、検索

文字列中のn-gramが 全て出現する文書を特定する処理はAND演 算子処理そのもので

あり、このアイデアが適用できる。さらに、このアイデアは複数のn-gramが 検索文

字列を構成 しているかを判定する位置検査に も応用可能であり、n-gramの 出現位置を

突き合わせる際にはその文書におけ る出現回数の昇順に処理す るこ とで検索を高速化

できる[Kik92]。

・ 長い検索文字列処理におけるn-gramの 省略

長い検索文字列の検索処理で必要 とされ るn-gramを 見直 し、省略できるものは使用

しないとい う提案である[Mat97b,Kaw96]。 基本 となるアイデアは 、n>1の 場合、

隣接す る2つ のn-gramに 跨が った位置にあるn-gramの 存在は、隣接するn-gram

に よって保証されるので、検索に用いる必要がないとい うものである。例えば、「携帯

電話」か ら抽出され るbi-gram「 携帯」「帯電」「電話」の うちの中央の 「帯電」は省

略可能であ る。使用するn-gramを 削減することで、ファイルア クセスも減少し、検

索の高速化が期待できる。

・n-gram単 位のスコア計算

6追加するn -gramの 情報をバックグラウンドで追加することとすれば、見た目の登録時間を短くすることは

可能である。しかし、排他制御のために必ずしも十分な速度が得られるとは限らない、システムの構造は複雑
になる等の問題がある。



ランキング検索では検索文字列の頻度情報に基づいて文書スコアを計算するが 、その

ためには位置検査が必要である。特に、ある文書におけ る検索文字列の出現回数を求め

るためには検索文字列の文書 中の全ての 出現位置を求め る必要があ り、ブー リアン検

索時よ りも処理コス トが増大する。 この問題を回避す るため、検索文字列を構成する

n-gram単 位に文書スコアを計算する方式が提案されている[Aka97,Oga97b,Oga97c]。

この方式であれば位置検査が全 く不要となるため、検索速度の向上が期待できる。

1.5.3転 置 フ ァ イルの 物理編 成 法

転置ファイルは索引小型化のために圧縮す るのが一般的である(詳 細は2.4.2節 参照)。 圧

縮は索引小型化だけでな く、検索 の高速化に も貢献す る。すなわち、圧縮 したことに よ り

ファイルから読み出したデータを伸長する必要が生じるものの、読み出すデー タ量 自体は減

少する。現在の計算機環境ではCPUと 比較してデ ィスクアクセスははるかに遅いため、ア

クセス減少の効果の方が大きく、検索速度が向上する。

しか し、CPUが 高速であるとい って も伸長処理は検索を遅 くする要因となるため、圧縮

法の改良[Lin93,Mof96a,Wit94]と ともに圧縮データを格納する物理編成法も高速化には重

要であ る。以下では、物理編成法に関する従来の提案を まとめる。

・位置情報の圧縮長の記録

2.2節 で詳し く説明するように、検索処理では文書内出現位置は常に必要 となるわけで

はない。したが って、単純に文書ID・ 文書内頻度 ・文書内出現位置を圧縮 して格納し

た場合 、検索処理には不要な文書 内出現位置であって も次の文書IDを 得 るために伸

長 しなければない。この問題に対 しては、各文書に対応する文書内出現位置の圧縮長

を記録すればよい[Matg7a]。 この場合 、文書内出現位置が不要な場合には圧縮長だけ

伸長位置を進めることで次の文書の情報に進むことができ、無駄な伸長処理を省略で

きる。

・圧縮 情報の構造化

最も単純な転置 リス トでは図2.13に 示すように、文書ID・ 文書内頻度 ・文書内出現位

置が連続して圧縮 ・格納 され る。しかし、検索アルゴ リズムにあわせて転置 リス トを

圧縮する際に適切に構造化す ると、不要な伸長処理やデ ィスクア クセスを無 くす こと

が可能 となる。これ まで2つ の方法が主に単語索引向けに提案 されている。

最初の方法は、文書ID・文書内頻度をブロック化するとい うものである[Anh98,Mof94b,

Mof95]。 単純な圧縮では、文書IDは 前の値 との差分を とっているため、途中の値を

得るためにも先頭か ら順次伸長する必要がある。一方、ブ ロック化しそのブロックの

先頭の文書IDは 前の値 との差分を取らないこととすると、所望の文書IDが 出現して

いるかを検索する際、ブロックの先頭の文書IDを 使ってその文書が含 まれ るブロック

を判断した上で、ブ ロック内の値をその先頭か ら順に伸長すれば良 くな り、検索を高

速化できる。

もう一つの方法は、転置 リス トを文書ID・ 文書内頻度を記録するディスク上での物理

的な領域を文書内出現位置の領域 と分離す るとい うものである[Bro95b]。 これは、単

語索引においてランキング検索を行 う場合、通常は文書内出現位置は不要であること



に基づいてい る。すなわち、文書内出現位置を異なる領域に記録することで、検索時

にはその領域へのデ ィスクア クセスと伸長処理を省略でき、検索を高速化で きる。

1.6研 究 の 目的 と概要

本論文では、n-gram索 引の検索処理の高速化について研究を行 う。検索速度 ・機能の高

さか ら索引形式は転置ファイルに限定する。

高速化の基本原理は、n-gram索 引の検索処理において発生する位置検査処理を可能な限

り省略するとい うものである。従来の検索高速化の研究 との関連を整理すると、従来の高速

化がn-gram抽 出法に集中していたのに対し、本研究では検索処理法 ・転置ファイルの物理

編成法の観点か ら検索の高速化することに特徴がある。

位置検査省略に着 目したのは、日本語では造語力の高さから長い複合語がい くらでも生成

されるため、n-gram抽 出法を工夫するだけではn-gram索 引における検索速度低下の原因で

ある位置検査を完全に排除することが不可能だか らである。実際、日本語にn7gram索 引を

適用する場合には索引サイズなどの点から ηは2で あることが一般的であり、多 くてもせい

ぜ い3で あるのに対 し、検索文字列の平均の長さはそれよりも大きく、カタカナやアルファ

ベ ットで記述され る外来語は長さが10文 字以上 となることも珍し くない。たとえn-gram抽

出法を工夫することで実効的な πを大き くしても、長い検索文字列の処理が不要になること

はあ り得ない。

なお、短い検索文字列は長い検索文字列よ りも ηに よる影響が大きい。 しか し、複数の

πの組み合わせ、あるいは動的にnを 変更する方法に より、短い検索文字列 としての処理を

不要 とすることは容易であるため、本論文では短い検索文字列の処理高速化は特に取 り上げ

ない。

本研究では検索処理法の改良により位置検査省略を実現し、さらに改良処理法向きの物理

編成法を提案する。以下、それぞれの概要を説明す る。

・検索処理法の改良

位置検査省略 というアイデアは1.5.2節 で紹介した長い検索文字列処理におけ るn-gram

の省略と基本的には同じである。 しか し、従来の位置検査の省略による高速化が 、単

一検索文字列の場合のみを極めて限定的に扱 っていたのに対 し
、本研究では以下の3

点について拡張する。

-省 略するn-gramを 動的に選択するよ うに拡張する

従来は静的に省略するn-gramを 選択 していた。これに対し本研究では 、省略可

能なn-gramの 組合せが複数になる場合に 、処理コス トが最小になるものを検索

文字列 ・索引の状況に応じて動的に選択することで処理を効率化する。 また、位

置検査すべ き文書を特定する場合と位置検査する場合の処理特性の違いに着 目し

て、n-gramの 選択方法をフェーズに応 じて独立に調整することで一層の高速化

をはか る。

-AND・OR・ANDNOTの 論理演算子に拡張する

従来は単一検索文字列の処理のみを高速化の対象にしてお り、論理演算子処理を

対象とする研究はなかった。これに対し本研究では 、論理演算子の処理アルゴ リ



ズムを複数の検索文字列の論理関係を考慮することで不要な位置検査を行なわな

いよ うに改良する。AND,OR,ANDNOTの3種 類の論理演算子について 、この

考えに基づ く改良アルゴ リズムを提示 し、演算子が入れ子になった複合条件にも

この拡張が適用できることを示す。

－ ランキング検索に拡張する

ランキング検索の文書スコア計算には文書頻度 ・文書内頻度の2種 類の頻度情報

が必要 であ るが 、両頻度を求めるたびご とに位置検査が発生するため検索 コス

トが増大する。従来研究 としてn-gramの 頻度情報に基づ いてスコア計算するス

コア合成法が提案されているが、検索精度の低下 とい う問題があ った。これに対

し、検索精度を低下 させ ることがないよ うに検索文字列の頻度情報に基づいてス

コア計算しつつ、頻度情報を求め る際に必要な位置検査を可能な限 り削減する2

つの高速化手法を提案する。1つ 目の順序入れ替え法は、検索文字列が 出現する

文書を特定す ると同時に文書内頻度も求めることで、従来必要であった文書頻度

を単独で求め る処理を省略する。もう1つ の頻度推定法は、検索文字列を構成す

るn-gramの 頻度情報か ら文書頻度および文書内頻度を近似的に求めることで位

置検査を省略する。これ ら2つ の高速化手法は組み合わせ可能であ り相乗効果が

得 られ ることも示す。

・転置ファイルの物理編成法の改良

単語索引におけるランキング検索向きの物理編成法が従来検討されて きてお り、そ う

した従来手法はn-gram索 引に対 して もある程度は有効である。しかし、n-gram索 引

では位置検査が頻繁に行われ るので、位置検査省略という高速化の方針と整合を取る

必要性があ る。本研究では、位置情報の圧縮長の記録 と圧縮情報の構造化 とい う手法

を組み合わせによる、高速検索手法に適 した物理編成法を提案する。

1.7本 論 文 の 構 成

次の2章 では転置ファイル形式のn-gram索 引の基本概念について説明する。まず 、登録、

ブー リアン検索 、ランキ ング検索 といったn-gram索 引の基本動作について述べ、つぎに転

置ファイルの基本構成 と圧縮方法を紹介する。

3章 ではブー リアン検索処理の高速化について述べ る。位置検査省略とい う基本原理を説

明した後、単一文字列に対して位置検査省略を達成する複数の手法を提案する。さらに、単

一文字列に対する手法をAND 、OR、ANDNOTと いう論理演算子に適用す る方法を提案す

る。4章 ではブー リアン検索高速化手法を評価する。評価には新聞記事8年 分、約85万 件、

約750MBを 使用する。

5章 ではランキ ング検索処理の高速化について述べ る。既存のランキング検索手法の問題

点を説明した後、位置検査省略のための2っ の手法を提案する。6章 ではランキング検索高

速化手法を評価する。ランキング検索の評価では検索精度 ・検索速度の両面か らの評価が不

可欠であり、評価にはランキング検索用のテス トコレクシ ョンであるNTCIR-1(論 文要旨

約33万 件 、約270MB)を 使用す る。さらに 、単語索引 との性能比較 も行 う。

7章 では高速化を実現するための転置ファイルの物理編成法ついて述べる。位置検査省略

に基づ く高速化手法に適応した物理編成法の簡単な評価も行 う。8章 では提案手法を組み込



んだシステムについて説明し、社内特許システムのデー タを用いて他の検索システムと性能

比較した結果を報告する。

最後の9章 で結論を述べる。



第2章n-gram索 引 の 基 本 概 念

この章では、n-gram索 引の基本概念を説明する。n-gram索 引への文書の登録処理を概説し

た後 、ブー リアン検索および ランキ ング検索について述べ る。 さらに、n-gram索 引を実現

するファイル形式である転置ファイルについても説明する。

2.1登 録 処 理

文書登録時には対象文書テキス トの先頭から順に全てのn-gramを 抽出す る。n>1の 場

合、隣り合 うn-gramに は重な りが生じるが、重な るものがあっても全てを抽出する。テキ

ス トの末尾部分ではn文 字未満のn-gramも 抽出する[Yok97]。 これは、文書の末尾部分に

あるn文 字未満の単語を効率的に検索するためで 、このように末尾部分を特別扱いするこ

とを以下では末尾処理 と呼ぶ。

以下、対象文書テキ ス トTのi文 字 目か らj文 字 目までの部分文字列をTijと 書 くこ

ととする。テキス トがm(m〓n)文 字であるとき抽出され るのは、長さnのn-gramが

{Tii+n-1}(1〓i〓m-n+1)のm-n+1個 と、末尾処理用の長さl(1〓l<n)の

{Tm-l+lm}のn-1個 、合計m個 である。テキ ス ト長がm(<n)の 場合 には末尾処理だけ

が行われ、抽出され るn-gram数 はやは りm個 とな る。

抽出したn-gramは その出現位置(先 頭からの文字数とする)と ともに 、検索のために転

置ファイル(詳 しくは2.4節 で述べ る)に 記録され る。例えば、bi-gram(n=2のn-gramを

bi-gramと 呼ぶ)索 引においては、「携帯 した携帯電話で電話した」とい うテキ ス トは図2.1

のように処理され る。まず、テキス トか らn-gramが 出現位置 と組にして抽出する。ここで、

最後に 「た」を1文 字で抽出してい るのが末尾処理であ る。次に、抽出した組をn-gramご

とに出現位置をまとめ、表記順に並べ直す(こ の処理を転置(inversion)と 呼ぶ)。 その際、

文書を識別するための文書ID、 およびn-gramの その文書における出現回数 も記録する。文

書IDは 文書を識別するための整数 で、登録順に単調増加する値が付与され るもの とす る。

図2.1で は文書IDを1と してい る。

2.2ブ ー リ ア ン 検 索 処 理

ブー リアン検索では、検索対象文書中の検索文字列を含む文書を探し出す。n-gram索 引

では検索文字列の長さ(以 下m文 字 とす る)に 応じて処理方法が異な るので、それぞれの

場合について説明する。



図2.1:登 録 処 理の概 要

図2.2:検 索文字列長がnに 等しい場合のブー リアン検索処理

2.2.1検 索文字 列長がnに 等 しい場 合

m=nの 場合に相当する。検索文字列 と等 しいn-gramが 索引に登録されていれば、そ

のn-gramが 出現していた文書が検索結果 となる。この場合 、検索処理においてn-gramの

文書内出現位置を使用する必要はない。検索文字列と等しいn-gramが 索引に登録されてい

なければ、該当文書なしが検索結果 とな る。

処理 アルゴ リズムをC++言 語風に記述 したものが図2.2で ある。GramNodeはn-gramと

等しい長さの検索文字列を表現す るクラスである(GramNodeを 含めてこれ以降の説明に使

用され るクラスは付録Bで 説明す る)。 このアルゴ リズムにおいて呼び出され るfindNextは

引数で与えられた文書ID以 上で最小である該当文書を返す関数であ り、このクラスのメン



図2.3:検 索文字列長がnよ り小さい場合のブー リアン検索処理

バ ーで あ る転置 リス トinvertedListに よってそ の機能が 提供 され る。転置 リス トとは 、詳

し くは2.4節 で説 明す るが 、転置 フ ァイルに おいて 各n-gramの 出現 情報を管 理す るものであ

る。BooleanResultは 検索 結果 を格 納す るもので 、文書IDの 表 現に 用 い られ るintの 配列

(こ こでは 、STL(Standard Template Library)[Tsu01]の ベ ク トル を用 いたvector<int>

の サブ クラ ス)で あ る。 また、maxIdは 登 録済 み の全て の文 書IDよ り大 きな値 であ り、転

置 リス トのfindNext関 数 は該 当文 書が な くな った場合 に この値 を 返す。

2.2.2検 索文字 列長がnよ り小 さい場 合

m<nの 場合に相当する。このときは、先頭m文 字が検索文字列に一致するn-gramの

いずれかを含む文書が検索文字列を含む文書 とな る1。 したが って、そのよ うなn-gramの

全てをOR演 算子で結合 したものを検索条件 として、検索を行な う。例えば 、検索文字列

が 「話」であれば#or(話,話 あ,…,話 遥)と い う条件で検索する。なお、m=nの 場合 と

同様、n-gramの 文書 内出現位置を使用す る必要はない。

文字の異な り数を0と 書 くと、先頭m文 字が一致するn-gramは(Cn-m+1-1)/(C-1)

種類ある。実際には登録文書のいずれに も現れていないn-gramが あるので この値以下 とな

るが 、展開されるn-gram数 はO(Cn-m)に な ると考えられ る。

1先頭のm文 字とできるのは登録時に文書末尾についてはn文 字未満のn -gramを 抽出する末尾処理を行っ

ているからである。末尾処理を行わなくとも、中間あるいは末尾に検索文字列を含むn-gramで 展開すれば正

しい結果を得ることは可能である。しかし、展開数が多くなること、先頭が一致するn-gramはB木 等の探索

構造により簡単に集められるのに対し中間 ・末尾が一致するものを集めるのは面倒であることが問題となる。



図2.4:検 索文字列長がnよ り大きい場合の検索処理の概要

処理アルゴ リズムはOR演 算子 と同じである。短い検索文字列はShortTermNodeク ラス

によって処理され るが、付録Bに あるようにShortTermNodeはOrNodeの サブ クラスであっ

て、ブー リアン検索ではOrNodeの ブー リアン検索関数がその まま使用され る。OrNodeの

ブー リアン検索については3.4.2節 で詳し く説明するが 、図2.3に ブー リアン検索関数を示

す。まず、先頭の ノー ドに対し検索を実施して先頭ノードの検索結果を得、それ以降のノー

ドに対しては、文書ID順 に該 当文書を得てそれがそれ以前の検索結果に含まれていない場

合には検索結果に追加するという処理を、順次実行する。ここでchildはORで 結合され

るn-gramに 対応するノード(前 節で示 したGramNode)の ベ クタ、isFound関 数はdocIdが

検索結果に含 まれていれば真(true)を 返す関数であ る。

2.2.3検 索文字 列 長がnよ り大 きい場合

m>nの 場合に相当する。 この場合には、検文字列語か ら長 さnのn-gramの みを抽 出

する。登録時とは異な り末尾部分のn未 満のn-gramは 抽出する必要はないので 、抽出さ

れるn-gram数 はm-n+1個 とな る。例えば、「携帯電話」か らは 「携帯」「帯電」「電話」

を抽 出する。

検索文字列を含む文書は抽出され る全てのn-gramを 必ず含んでい る。しか し、全ての

n-gramを 含む文書であ っても、それ らが無秩序に分散 して出現しているのでは検索文字列

を含むことにならない。例えば 、「携帯式電話機の帯電」を含む文書は 「携帯電話」から抽出

され るn-gramを 全て含んでいるが、「携帯電話」 自体は含んでいない。 この ような過剰検

索(検 索ノイズ)を 取 り除 くため、全てのn-gramを 含む文書においてn-gramが 連続した

位置に出現し、検索文字列を構成 しているかを検査する必要がある。抽出したn-gramの 出

現位置を{i1,i2,…,im-n+1}と した場合、i1=i2-1=…=im-m+η の関係を満たし

ていることを検査し、検索文字列の存在が確認できるg複 数のn-gramの 出現位置の組み合

わせが存在する場合 、上記関係を満たす ものが1つ で も存在することが確認できれば良い。

検索の概要(図2.1の 索引に対し 「携帯電話」を検索する様子)を 図2.4に 示す。「携帯電

話」を含む文書は、この検索文字列から抽出される 「携帯」「帯電」「電話」が全て出現して

お り、さらに 「携帯」に対し 「帯電」は1文 字 、「電話」は2文 字離れた位置に出現してい

るものである。文書内での位置検査のためには各n-gramの 相対位置を記憶してお く必要が

あ り、図2.4の 左側に示した検索処理のための内部構造(以 下、解析木 と呼ぶ)に おいては



図2.5:検 索文字列長がnよ り大きい場合のブー リアン検索処理

検索文字列に対応するノー ド(図 左上)が 記憶 している(「 携帯」に対しては先頭であるこ

とがわかるように値0を 割 り当てている)。 この例では、ID=1の 文書には全てのn-gramが

出現 しているので候補文書 と判断され、さらに位置検査が行われる。位置検査の結果、「携

帯」の2番 目の出現位置5、 「帯電」の出現位置6、 「電話」の1番 目の出現位置7の 組み合

わせは5=6-1=7-2と い う出現位置の制約条件を満たしてお り、この文書には 「携帯

電話」が出現していると判断できる。

以上の議論から、処理手順は検索文字列を構成するn-gramを 全て含む文書を特定する候

補文書決定と、候補文書においてnEgramが 連続 した位置に出現しているかを確認する位置

検査の2つ のステ ップか ら構成可能である[Kik92]。 ただ し、実際には、候補絞込みで全て

の候補文書を特定した後 、各候補文書において位置照合を行 うのではな く、候補文書が特定

され るご とにその候補文書に関す る位置照合を行 うとい う手順をとる2。

C++風 に記述する と図2.5の よ うになる。 ここで、findNextCandidateは 候補文書決

定 、checkCandidateは 位置検査を行 う関数である。候補文書決定は抽出n-gramのAND

検索に相当し、付録Bに あるよ うにLongTermNodeはAndNodeの サブ クラスであるため、図

2.6の ようにAndNodeのfindNext(詳 細は3.4.1節)を 呼び出すだけでよい。一方、位置検査関

数checkCandidateは 図2.7の 通 りであり、検索文字列の出現位置検索関数findNextLocation

(図2.8)を 呼び出して有効な出現位置が返るかを検査する。childは 検索文字列から抽出さ

れ るn-gramノ ードのベ クタである。LongTermNode::findNextLocationか ら呼び 出され

るfindNextLocationはGramNodeク ラスの ものであ り、第1引 数の文書IDで 第2引 数で

与え られた値以上で最小である出現位置を返す関数であり、転置 リストによって実現 される。

2こ の よ うに複 数 の索 引単 位を 文 書IDの 順 に 処理 す る手 順を 文書 順(docu
ment-order)と 呼ぶ[Mof94a]。

これ に対 し 、検 索文 字 列 がnよ り短 い 場 合 の よ うに 、複 数 の 索 引単 位 を 逐次 的 に 処 理す る 手順 は 索 引 単 位順

(term-order)と 呼ぶ[Tur95,Anh98]。



図2.6:候 補 文書 の決定 アルゴ リズム(findNextCandidate関 数)

図2.7:候 補文 書の 検査 アル ゴ リズ ム(checkCandidate関 数)

図2.8:検 索 文字列 の 出現 位置 の検 索アル ゴ リズ ム(findNextLocation関 数)



な お、図2.8のdistがn-gram間 の相対 距離 を記 録す るベ クタで あ る。childに おい て子

ノー ドが検 索文 字列 での 出現順 に ソー トされ ていれ ば 、dist[i]=iな のでdistは 不 要 であ

る。 しか し、検索 高速 化の ためにchildは 文書 頻 度(そ のn-gramを 含 む文 書 数)の 昇順 に

ソー トす るの で、distが 必要 とな る。

2.3ラ ン キ ン グ 検 索 処 理

2.3.1ラ ンキ ング検 索の概要

ランキング検索では、全ての検索対象文書について検索条件に対する適切さをあらわす文

書スコアを計算し、文書を順序付け る。ランキ ング検索では、検索条件は 自然言語文で与え

られ 、そのなかか ら抽出される適切な単語を用いて検索が実施され る。すなわ ち、抽出され

た単語のいずれかを含む文書が検索 され 、文書ご とのスコアは単語の頻度情報に基づいて検

索され るのが一般的である。ベ クトル空間モデル[Sal75]・ 確率モデル[Rob77]等 の多 くのモ

デルに共通して用いる頻度情報には以下のものが ある[Umi88]。

・ 文 書頻 度(document frequency)

単 語tを 含 む文書 数。以 下ftと 書 く。

・ 文 書 内頻 度(in-document frequency)

文 書dに おけ る単語tの 出現 回数 。以 下fd,tと 書 く。

・ 検索 要求 内頻 度(in-query frequency)

検索 要求 文qに おけ る単 語tの 出現 回数 。 以下fq,tと 書 く。

文書のスコアは、弁別性(文 書を識別する能力)と 代表性(文 書の内容を表現する能力)

を考慮して計算される[Sal83b]。 弁別 性は、文書頻度が小さいほど大きい と考え られ るので、

文書頻度の逆数 として計算され る。一方、代表性は文書内頻度 ・検索要求内頻度に関して単

調増加する項 として計算され る。

例 えば、代表的な確率モデルの1つ であるOkapiモ デルでは 、文書dに おけ る検索文字

列tの スコアscore(d,t)を 以下の式で計算する[Rob94]。

ここで、NVは 全文書数、kt,kd,dqは 各頻度情報の影響を調整するパラメー タであ る。(2.1)

式では、最初の項が弁別性、2、3番 目の項が代表性に相 当する。文書dに おける検索要求

文qの スコアscore(d,q)は 、検索要求文中の検索文字列のスコアの合計 として計算され る。

同一モデルを採用 しても、単語索引 とn-gram索 引ではランキ ング検索結果に差ができる

ことに注意が必要である。これは、あ る検索語(文 字列)に 対する頻度が単語索引 とn-gram

索引 とでは異なるか らである。単語索引の場合、登録文書における単語の出現が記録され

てお り、文書頻度 ・文書内頻度は単語 としての出現に関する値である。一方、n-gram索 引



図2.9:検 索文字列長がnに 等しい場合のランキング検索処理

では、単語であるか否か とは関係な く、n-gramの 出現が記録 され るため、文書頻度 ・文書

内頻度は文字列 としての出現に関する値 となる。 したが って、同一の検索語(文 字列)に

対する頻度情報は単語索引とn-gram索 引では異なる。例えば、「携帯電話」を含む文書に

は、「帯電」 とい う文字列は出現 しているが 、これは単語 として出現 しているわけではない

ため、頻度差の原 因になる。ただし、テス トコレクシ ョンを利用した従来の実験では、検索

方法が単語単位 ・文字列単位であるかが検索精度に有意な差を与えな いことが示されてい

る[Jon98,0ga97b,Oga99b]。 したがって、以下では文字列単位のスコア計算を行 うもの と

する。

頻度のカウン ト方法の違いを無視して も、nEgram索 引のランキング検索は複雑な もの と

なる。単語索引を用いた場合、索引中に記録され ている単語ごとの頻度情報をそのままスコ

ア計算に使用できるので、検索処理は単純かっ高速である。一方、n-gram索 引では、検索

文字列の長さがnと 異なる場合、複数のn-gramを 用いて文書頻度 ・文書内頻度を計算しな

ければないからである[Aka97,Fuk97,Mat97a]。

以下 、ランキング検索方法を検索文字列の長さに応じて説明する。

2.3.2検 索文字 列長がnに 等 しい場合

検索文字列がn-gramで ある場合、出現頻度は索引に記録されている頻度情報をそのまま

使用することが可能であ り、検索処理は単語索引におけるランキング と全 く同じであ る。

処理アルゴ リズムを図2.9に 示す。RankingResultは ランキング検索結果を格納するもの

で、docIdとscoreの2つ の メンバからなる構造体Entryの ベ クタである。ブー リアン検索

の処理アルゴ リズム(図2.2)と 似ているが、は じめに文書頻度dfを 求めてお く点、該当文

書が見つか った際に文書内頻度を求めた上でスコア計算する点が異な っている。文書頻度 ・

文書内頻度は転置 リストクラスが提供するgetDF,getTF関 数よって得ているが 、これは転

置フ ァイルに記録されている値を読み出すだけで、簡単に実装できる。

なお、検索結果をスコア順にソー トするのは呼び出し側が行な うこととして、図2.9に は



図2.10:検 索文字列がnと 異なる場合のランキング検索処理

含めていない。

2.3.3検 索 文字 列長がnよ り小 さい場 合

検索文字列がnと 異なる場合、その検索文字列に関す る文書頻度 ・文書内頻度は索引に記

録され ていないので、ブー リアン検索の手法を応用することで頻度を計算 しなければならな

い。文書頻度は検索文字列を含む文書数であるので、検索文字列のブー リアン検索した結果

件数 として求められ、文書内頻度は対象文書における検索文字列の出現回数であるので、対

象文書における検索文字列の全ての 出現位置を数え上げ ることで求め られ る。

ただ し、検索文字列がnよ り小さい場合 、展開され るn-gramに おいて、ある出現位置が

複数のn-gramに よって重複 して記録されることはない。したが って、展 開したn-gramの

文書内頻度の合計が検索文字列の文書頻度 とな り、検索文字列の出現位置をすべて求める必

要はない。

検索アルゴ リズム(次 節の検索文字列長がnよ り大きい場合 と共通)を 図2.10に 示す。

まず、ブー リアン検索を行い、その結果件数を文書頻度dfと してスコア計算用に記憶する。

さらにブー リアン検索 された文書ごとに文書内頻度を求めてスコアを計算する。文書内頻度

を求め るgetTF関 数は図2.11の 通 りである。

2.3.4検 索 文字 列長がnよ り大 きい場 合

この場合も索引か ら頻度情報を直接得ることが できないとい う点で検索文字列がnよ り

小さい場合 と同様である。処理アルゴ リズムも図2.10を その まま適用できる。しかし、文

書内頻度はnよ り小さい場合のよ うに、n-gramの 文書 内頻度の合計 として求めることはで



図2.11:検 索文字列がnよ り小さい場合の文書内頻度の計算アルゴ リズム

図2.12:検 索文字列がnよ り大きい場合の文書内頻度の計算アルゴ リズム

きず 、図2.12の よ うに検 索 文字 列 の 出現 回数 を数 え上げ る必 要が あ る[Fuk97,Kik92]。 な

お 、 図2.12中 のfindNextLocation関 数 は 図2.8で 定義 した もの であ る。

2.3.5自 然 文検 索の処理 方 法

ランキング検索では、ユーザの検索要求はわれわれが 日常使用する自然言語で記述され た

文あるいは文章 とす ることが多い[Fra92,Sal83b,Wit94]。 以下では 自然言語で検索要求が

与えらる検索を 自然文検索 と呼ぶ。

自然文検索では検索要求文をそのまま検索文字列 として扱 うことも可能ではあるが 、検索

要求文を含む文書だけを検索することとなるため、ユーザの要求を満足させることはできな

い。英語など単語索引を前提 とする場合、検索要求文から検索にふさわ しい単語を選択 し、

それらのいずれかを含む文書を特定 した上でランキングする。 日本語を対象 とする場合、単

語単位の方法を実現するには検索要求文を単語に分割しなければな らず、単語単位の索引を

行 う場合と同様に形態素解析が必要 となる。形態素解析後は、名詞類を選択した上で、不要



語辞書によ り検索に不適格な単語を排除した結果を検索語 とする。

n-gram索 引に対しては、単語索引の場合 と同様に適切な単語を選択する方式と、検索要

求文から検索向きのn-gramを 選択する方法の2種 類がある[Kan98]。 両者の特徴は以下の

ようにまとめられる。

・単語を選択する場合

単語索引の場合 と同様に検索にふさわ しい単語を選択する。検索要求に関係する概念

を表す単語を単位に検索することができるので、検索精度の点では有利と考えられ る。

しかし、検索用に選択され る単語がn-gramと 一致する とは限らないため、前述のn

と異なる長さの検索を行 う必要が あ り、処理効率の点では不利である。 この方式では

索引単位 と検索単位が異な っているため、ハイブ リッド方式と呼ばれることもある。

・n-gramを 選択する場合

検索要求文を分割 して得られ るn-gramをORで 結合した条件でランキング検索する。

その際、不要語辞書 と同様な不要n-gram辞 書を用意し、検索に不適格 と思われ るn-

gramを 除去することもあ る。索引単位 と検索単位が一致するので処理は高速である。

しか し、品詞等の言語的な情報を用いることができないこと、カタカナ語等の長い単

語が複数のn-gramに 分割され ること等か ら検索精度の点では不利 と考えられ る。

ハイブ リッド方式は、形態素解析に伴 う問題を回避するために研究 されてきたn-gram索

引に対 し、検索要求文からの単語選択のために形態素解析を組み合わせているため 自己矛盾

に思われるか もしれない。しか し、登録 と検索の性質の違いか ら、検索処理において使用す

る分には形態素解析が大 きな問題 とはな らない。

・速度低下

検索要求文は量が少ないため処理の絶対時間が小 さく、検索時間全体に対する割合も

低い。したが って 、形態素解析による速度低下は問題 とな らない。

・解析誤 り

n-gram索 引であれば 、自然文の解析誤 りでも文字列上の一致によ り何 らかの検索結果

が得 られ るので、単語索引+単 語検索のよ うに解析誤 りが検索漏れに直結 しない。さ

らに、検索時であればユーザが対話的に誤 りを修正することも可能である。 したが っ

て、解析誤 りも索引時の ように問題にはならない。

・辞書更新

検索はその場限 りのものであるので、辞書更新時に も過去に遡って索引付けを行な う

必要はない。

以 上 の理 由か ら 、ハイブ リッド方 式は 広 く研究 され て い る[Kan98,Oga97a]。

2.4転 置 フ ァ イ ル

2.4.1フ ァ イル 構 造

転置 ファイル(inverted file)は 、索引 単位 ご とに索 引単 位の 出現 情報 を記 録す る もの であ

る[Fra92,Sal83b,Wit94]。



図2.13:転 置 リス トの構造

索引単位ご との出現情報を管理する構造を転置 リスト(inverted list)と呼ぶ。転置 リス ト

は、出現情報 として通常以下のものを記録する3。

・文書頻度

索引単位が 出現した文書数。

・文書ID

索引単位が 出現した文書の識別子(文 書ID)。

・文書内頻度

索引単位が 出現した文書におけるその索引単位の出現 回数。

・文書内出現位置

索引単位が 出現した文書におけるその索引単位の出現位置。文書ごとに文書 内頻度に

等 しい個数だけ記録する。もっとも基本的な出現位置は文書の先頭か らの文字数であ

るが 、先頭か らの文数などの他の情報 も出現位置 として記録す ることもある。

文書頻度は転置 リス トにつき1つ だけ記録するが 、文書ID・ 文書内頻度 ・文書内出現位

置は3組(以 下転置 リストエン トリ)を 構成し、索引単位が出現する文書ご とに記録す る。

転置 リス トの構造を図2.13に 示す。

転置ファイルの論理的な構成は図2.14の 通 りであ り、索引文字列に対応する転置 リスト

を特定するための語彙ファイル(dictionary file)と 、転置 リストの集合体である位置ファイ

ル(posting file)か ら構成され る。

2.4.2圧 縮

単純にn-gramの 出現文書ごとの出現位置を記録す ると索引ファイルは著し く大きくなる。

2.1節 で述べたように文書か ら抽出され るn-gramの 数はその文書に文字数に等しい。した

がって、文書内出現位置を4バ イ トで記録すると、そのデー タサイズだけでも全文書の文字

数 ×4バ イ トの大 きさになる。ファイルサイズの増大はデ ィスクスペースを大量消費するだ

3必要に応じてここにあげた以外の情報を記録することもある
。



図2.14:転 置ファイルの構造

けでな く、登録 ・検索時のデ ィス クアクセスが増大 して処理速度を低下させ る点か らも好ま

し くない。そこで、索引の小型化のために圧縮の導入が必須 となる。

転置ファイルの圧縮では、ア クセス単位であ る転置 リス トご とに圧縮しなければ ならな

い。通常 、転置ファイルを構成する各デー タは以下のように圧縮される[Wit94,Zob92]。

・文書ID

前回の出現との差分4を可変長符号化により圧縮する

・出現回数

そのままの値を可変長符号化により圧縮する

・出現位置

文書ごとに、前回の出現位置との差分を可変長符号化により圧縮する

符合 化 方式に は さまざ まな ものが あ るが 、索 引に 文書が 追加 す る ことを 考慮 して 、静 的な

圧 縮方 式 を 使用 す るこ とが 多い 。圧縮 アルゴ リズ ム としては 、以 下 の よ うな ものが あ る。

・unary符 号[Wit94]

ビ ッ ト長 で値を表 現す る。値-1個 の'0'(接 頭部;preflx)と それ に続 く'1'(区 切 り

子;delimiter)で 構成 され る。

・ γ符号[Eli75]

接 頭部 、'1'で あ る区切 り子 、接 頭部 と同じ長 さの接尾 部(suffix)で 値 を 表現 す る。値

χに対 し、接頭 部は 「log2χ」個 の'0'、 接尾 部はχ-2「log2χ」 とな る。

・Exponential Golomb符 号[Gol66]

γ符号 を拡 張 した ものであ り、接 尾部 は接 頭部+kの 長 さ とな る。

これ らの 符合 化に よ り、1～10ま での値が どの よ うに 表現 され るか を 示 した のが 図2.15で

あ る。な お 、この表に おいて カンマ 「,」は接頭部 、区切 り子 、接 尾部 を識別 しやす い よ うに

書 いた もので 、実 際に 記録す る もので はな い。

4文書ID・ 出現位置の初期値を1と すれば
、最初の文書ID・ 出現位置に対しては仮想的な前の値として0

を考えればよい。



図2.15:さ まざ まな符合化手法による圧縮結果

文書ID差 分 、頻度、出現位置差分によって値の分布が異な るため、それぞれ の分布に

応じた符号化手法を用いる必要があ る[Wit94]。 さらに、文書の長さ、索引単位の選択方法

(n-gram索 引であればnの 値)等 に も左右され る。

2.5nと 性 能 と の 関 係

n-gram索 引では索引単位であるn-gramの 長 さnに よって性能が大き く左右 され る。索

引サイズ ・登録速度 ・検索速度に対するnへ の影響を まとめると以下のようにな る。

・索引サイズ

2.1節 に示 したように、抽出するn-gram数 はnに 依存せず、文書の長さに一致する。

すなわち、索引に記録する出現位置情報 自体はnに 依存しない。しかし、索引には出

現位置情報をn-gramと 対応して記録す る必要が あるが、n-gramの 異な り数はnに

応じて大き くな る。文字の異な り数をCと した場合、n-gramの 異な り数はCnと な

る5。 これら全てが登録文書に出現するわけではな く、索引に記録 されるn-gramの 異

な り数 と索引サイズが比例するものではないが、索引サイズはnに 応 じて大き くなる。

・登録速度

登録処理は、文書からのn-gram抽 出 と抽 出結果のファイル書き込みから構成される

が、処理時間に影響するのは主にファイル書き込みである。索引(転 置ファイル)で

は、n-gramご とに出現情報をまとめて記録するので、登録文書に関するn-gramの 出

現情報の書き込みは抽 出n-gramの 異な り数に応 じて増大する。したがって 、索引サ

イズ同様、登録時間はnに 応 じて増大する。

・検索速度

5末 尾処 理を 行 うことに よ りn以 下 の長 さの すべ て のn -gramが 抽 出され る可 能性 が 生 じるた め 、正 確 には

(Cn+1-1)/(C-1)で あ る。



表2.1:n-gram索 引に対 す るnの 影響

検索処理は、検索文字列に関連するn-gramの 読み出しとそれ らの伸長(お よび付き

合わせ)か ら構成され るが 、処理時間に主に影響するのは ファイル読み出しである。

ファイル読み出しは処理すべ きn-gram数 に依存し、その数は2.2節 ・2.3節 で示した

ように検索文字列長に応 じて 、検索文字列がnよ り短い場合にはO(Cn-m)個 、長い

場合にはO(m-n)個 とな る。すなわち、検索語が長いか短いかによってnは 正反対

な影響を持っているが、オーダーを考慮するとnは 比較的小 さな値が 望ましい。

前述の関係を表に したものが表2.1で あ る(mは 検索文字列長)。 索引サ イズ ・登録速度

についてはnに 対するオーダーを求めるのが困難であるので、空欄 としてあ る。

実際に適用するnを 決め るには、システムにおいて索引サイズ ・登録速度 ・検索速度の

いずれを重視するか 、対象文書や検索語の分布によって最適な値が 変わ る。 しか し、本研

究が対象 とす る日本語においては文字の異な り数が大きいこと6、 検索語の平均の長さが4

文字程度であること等か ら通常nは1～3の 範囲であ り、特に2と され ることが最 も多い

[Kit98,Mic96]。

6通 常 使 用 され るJIS XO208で あれ ば 異な り数 は 約7000で あ る。



第3章 ブー リア ン検索処理 の高速化

この章では、位置検査の省略に基づ くブー リアン検索処理の高速化を提案す る。 まず、単一

検索文字列の場合の高速化方法を述べ、つぎにその方法をAND・OR・ANDNOTの 各論理

演算子に展開する。最後に、AND・OR演 算子が混在した条件についても考察す る。

3.1従 来 の 高 速 化 手 法 と そ の 問 題 点

n-gram索 引を用いた長い検索文字列の処理においては、検索文字列に含 まれ るn-gram

をいかに用いるかが検索速度に影響す る。 これまでにも、使用するn-gramを 最小限に抑え

ることで検索を高速化す る手法が提案され ている。本節では 、その内容を説明 し、問題点を

明 らかにする。

3.1.1パ スに基 づ く高速 化 とパ スの 単純 選択 法

1.5.2節 でふれ たよ うに、長い検索文字列の処理では検索文字列か ら抽出され るm-n+1

個のn-gramの 全てを使用する必要はない[Kaw96,Mat97b]。n>1の 場合 、検索文字列か

ら抽出されるn-gramの 隣 り合 うものには重な りがあ り、隣接する2つ のn-gramに 跨が っ

た位置にあるn-gramの 存在は、隣接するn-gramに よって保証されるからである。例えば、

「携帯電話」から抽出されるbi-gramに は 「携帯」「帯電」「電話」の3つ が あるが 、「携帯」

と 「電話」が隣接していれば(2文 字離れて出現していれば)、 「帯電」が 「携帯」に対し1

文字離れて出現 していることがわか るので、「帯電」を検索処理に使用する必要はない。一

方 、検索文字列が出現していることを確認す るには、検索文字列を構成する全ての文字が含

まれ るよ うにn-gramを 選ばなければな らない。すなわち、検索処理では、検索文字列を被

覆し、かつお互いの重複ができるだけ少ないn-gramを 使用すれば十分 といえる。以下、こ

のようなn-gramの 組をパ スと呼ぶ。

図3.1に 「携帯電話」に対する解析木を示す。図3.1の(a)は 検索文字列か ら抽出される

n-gramを 全て使用した解析木 と比較して、パスに基づ く(b)の 解析木では 「帯電 」が使用

されな くなっている。

パスを構成するn-gram数 は、検索文字列の長さmに 対して 「m/n」 個となる。パスを構

成するn-gramの みを使用する方式は、処理すべきn-gramが 少ないので、検索時間の短縮

が期待できる。

最も単純なパスの選択方法は、先頭から重複しないようにn-gramを 選択し、そのように

して選択 したn-gramだ けで検索文字列を被覆できない場合には、最後尾のn-gramも 追加

的に選択するというものである[Aka96a,Kik92]。 以下、この方法を単純選択法 と呼ぶ。

単純選択法によって選択され るn-gramを 例示する。検索文字列が 「携帯電話」であれば 、

「携帯」「帯電」「電話」の3つ のn-gramの 先頭から順に、重複がないよ うに、「携帯」「電



図3.1:「 携帯電話」に対する解析木

図3.2:パ スの 個数

話」の2つ を選択する。また、検索文字列が 「自動車電話」であれば、「自動」「動車」「車

電」「電話」の先頭か ら重複がないよ うに 「自動」「車電 」を選択し、さらに最後尾の 「電話」

も選択する。

3.1.2単 純選 択法 の問題 点

前述の単純選択法には問題がある。検索文字列が長い場合には、パスが複数個存在するこ

とがあ り、処理コス トに差が生 じる。例えば、「自動車電話」に対するパスには、「自動」「車

電」「電話」と 「自動」「動車」「電話」の2種 類がある。しかし、 単純選択法はパスごとの

検索コス トの相違を考慮せず常に先頭か ら重複の内容に選択しているので 、最適なパスが選

ばれ るとは限 らない。つまり、必ずしも検索時間が最短となる最適な組み合わせが選択され

ないとい う問題が あった。

検索文字列の長 さがmで ある ときのパスの個 数は 、n-gramの 長 さnと の関係で定 ま

る。詳細は付録Cに 示すが、m=(α+1)n-χ,(α>1,0<χ<n)の 場合のパスの個数は



図3.3:検 索高速化の摸式図

{Πχ-4s=0(α+s)}/χ!となる。図3.2にn=2,3に ついて 、1～20文 字の検索文字列に対す

るパスの個数をプロットしたものである。この図か らわかるように、検索文字列が長いほど

パスの個数は増え、単純選択法では最適なパ スが選ばれに くくなることを意味 している。

もうひ とつの問題点は、論理演算子の高速化である。パスに基づ く高速化は単一検索文字

列の高速化手法であ り、論理演算子を含む条件の検索時間も個々の検索文字列の処理が高速

化されれば短縮できる。しかし、論理演算子の処理手順 自体に関しては、長い検索文字列の

処理に伴 う位置検査に対する配慮が全 くなされていないため、個 々の検索文字列の高速化以

上の性能改善が見られないとい う問題が あった。

3.2本 研 究 にお け る高 速 化 の考 え方

本研究では、索引単位のn-gramよ りも長い検索文字列を対象に高速化を試みる。これは、

1.6節 で も触れたが 、実用的なnの 範囲では長い検索文字列が使用され ることが多いため、

長い検索文字列の高速化が平均的な検索性能向上には必要不可欠だか らである。

単一検索文字列に対しては、次の2つ の方針に基づ いて検索処理を高速化する。

・長い検索文字列の処理において省略できるn-gramは 一意に定まる とは限らず、複数

の組合せが考えられる。複数の組合せがあ る場合には、組合せごとの検索コストを比

較して、最適なものを選択することで、検索の高速化をはかる。

・検索処理は候補文書特定 と位置検査 という2種 類の処理がある。省略n-gramの 選択

にあたっては、それぞれの処理の特性を考慮して適切な組合せを独立に選択し、検索

の高速化をはか る。

検索処理全体はn-gramを 選択するための検索条件の有効化処理と実際に検索条件を満た

す文書を決定する条件評価処理に分け られ る1。上記方針によれば、適切なn-gramの 選択が

オーバヘ ッドとなるため有効化処理に要する時間(コ ス ト)は 従来よりも増大するが 、条件

評価処理の時間は大幅に削減できるので、検索時間全体 も短縮できる。この様子を摸式的に

表したものが図3.3で ある。

論理演算子に対しては、次の方針を とる。

1長い検索文字列に対しては、条件評価処理がさらに候補文書特定と位置検査に分けられる。



・論理演算子によって結合される複数の検索文字列の関係を考慮すると、検索文字列ご

との位置検査を省略可能な場合がある。そのような位置検査を実際に省略することで

検索の高速化をはかる。

ここで、各論理演算子の位置検査を省略可能な場合とは以下に示す通りである。

・AND演 算子の場合 、演算子で結合された全ての検索文字列について候補文書とな る

文書においてのみ 、各検索文字列の位置検査が必要である。それ以外の個 々の検索文

字列の候補文書については位置検査を省略可能である。

・OR演 算子の場合 、演算子で結合され たいずれかの検索文字列について位置検査を行

い、検索結果に含 まれること確定 した文書について、残 りの検索文字列の位置検査は

省略可能である。

・ANDNOT演 算子の場合、第2オ ペランドの検索文字列が 出現すると確定 している文

書について、第1オ ペランドの検索文字列の位置検査は省略可能である。あるいは 、

第1オ ペランドの検索文字列が 出現しないと確定している文書について、第2オ ペラ

ンドの検索文字列の位置検査は省略可能である。

以下 、3.3節 では単一検索文字列処理の高速化 、3.4節 では論理演算子処理の高速化につい

て詳 しく説明する。

3.3単 一 検 索 文 字 列 処 理 の 高 速 化

3.3.1最 小頻度法

複数のパスが存在す る際に静的にパスを選択するとい う単純選択法の問題に対しては、複

数のパスの中か ら処理 コストが 最小 とな るものを動的に選択すればよい。長さmがm≠

αn,(た だしm>2n)で ある検索文字列に対 してはパスが複数個存在す るので、検索コス ト

を考慮 してパスを選択することで検索時間を短縮できる。

つぎに処理 コス トの求め方を考える。検索処理においては、索引要素の出現が独立である

と仮定すれば 、処理コス トは検索文字列から抽出される索引単位の文書頻度の和にほぼ比例

す る[Kik92,Tur95]。 パ スの選択においては、パ スの相対的なコス ト比較ができれば十分な

ので 、n-gramの 文書頻度の和を処理コス トの推定値 として用いることとす る。この方法に

よれば 、文書頻度の和が最小 となるパスを選択することになるので、以下では、このよ うに

して求められるパスを最小頻度パス、この手法を最小頻度法と呼ぶ。

「自動車電話」に対する最小頻度法による解析木を、各n-gramに 対する文書頻度(図 中

ではdf)と ともに図3.4に 示す。ここでは、中間に くる 「動車」「車電 」のどちらを選択さ

れ るかが文書頻度に よって決定され る。(a)で はdf(動 車)>df(車 電)な ので 「車電」、(b)

ではdf(動 車)<df(車 電)な ので 「動車」が選択され ている。なお、選択 され たn-gramの

処理順序は、単語索引に対するAND演 算子の場合と同様、文書頻度の小 さい順 とする。図

3.4に おいては、(a)(c)(d)は 全て同じn-gramが 選択されているが、それ らの文書頻度の違

いに より処理順序が異なることを示している。

続いて、最小頻度パスの求め方を考える。 これ以降、m文 字の検索文字列をQ1mと 表す

こととする。



図3.4:最 小頻度法による解析木

まずm=αn,(α>1)の 場合を考 える。検索文字列は重な りのない α(=m/n)個 の

n-gramに 分割できるので、パスは(Q1n,Qn-12n,…,Q(α-1)n+1αn)の 一意に定 まる。検索文字

列の文書頻度の和の最小値(以 下、最小頻度和)をfmin(X)と すると、fmin(X)は 以下の

式に よって計算できる。

ここで、f(X)は 文字列Xの 文書頻度を表す。

つぎにm=(α+1)n-1,(α>1)の 場合を考える2。最小頻度パ スお よび最小頻度和

は再 帰的に求めることができる。検索文字列において、末尾部分を被覆するために末尾の

n-gramQαn(α+1)n-1を 選択しなければ ならず 、残 りの部分を被覆する先頭か らの部分文字列

にはQ1αn-1,…,Q1(α+1)n-2のn通 りが ある。ただし、先頭か らの部分文字列の うちQ1αn

よ り長いものはそれ 自体のパスの構成n-gram数 がもとの検索文字列 と変わ らないため、分

割後のn-gramの 組み合わせはパスとはな らず、Q1αn-1,Q1αnの2つ だけが有効である。し

たが って、検索文字列が最終的にパスとな る、末尾n-gramを 含むよ うな検索文字列の分割

方法は(Q1αn,Qαn(α+1)n-1)と(Q1αn-1,Qαn(α+1)n-1)の2通 りである。最小頻度和に関しては

以下の関係式が成 り立っ。

この式の右辺第1式 の第1項 には式(3.1)が 適用でき、右辺第2式 の第1項 は(α-1)>1

であれば再帰的に式(3.2)を 適用することができる。 したが って、最小頻度パス ・最小頻度

和は式(3.1)・ 式(3.2)に より簡単に求まることがわか る。これ ら式変形を繰 り返す ことで、

以下の式が得られ る。

2α=1の 場 合 には 、上述の よ うに は 検索 文 字列 を2つ に 分割 で きな いた め 、パ ス は1つ しか 存在 しない 。



右辺の各式はパ スに対応 してお り、α+1個 の要素から構成され る。各式において α+1個

の要素の うち隣 り合 う1組 だけに重な りがあるので、式の個数(=パ スの個数)は α とな

る。右辺において最小値 となるものが最小頻度パスであり、検索処理に使用する。

最後に最も一般的なm=(α+1)n-χ,(α>1,0<χ<n)の 場合を考える。 この とき、

末尾n-gramを 除いた先頭か らの部分文字列の選び 方はQ1αn,…,Q1αn-χ のχ+1通 りとな

る。 したが って、式(3.2)は 以下の ように一般化 できる。

この式(3.4)と 式(3.2)か ら最小頻度パス ・最小頻度和は求めることができる。先ほどと同様

の式変形に より以下の式が得 られ る。

ここで、右辺の各式は α+1個 の要素から構成され 、式の個数は{Πχ-1s=0(α+s)}/χ!である

(こ の式の導出は付録Cに 示す)。

3.3.2全n-gram法

条件評価ステ ップは候補文書特定 と位置検査の2段 階で構成され るが 、前述の最小頻度法

を含めた従来方式では これ ら両段階 とも同じn-gram群 を使用す る。この ことが 、最小頻度

法が全てのn-gramを 使用する基本方式よ りも必ず しも効率的にな らないとい う問題を引き

起 こす。すなわ ち、最小頻度法では最小限のn-gramを 用いているので、ある文書における

位置検査のコス トは削減されるが 、候補文書数が基本方式よりも多 くなってしまうため、検

索全体のコス トを減少できるとは限らないのであ る。なお、これはパスに基づ く単純選択法

に も共通な問題である。ただし、最小頻度法は文書頻度の和が最小 となるパスを選択してい

るので候補文書数は必ず単純選択法の場合より小さいので、最小頻度法の方が この問題の影

響 も小さい。

この問題を解決するには、候補文書特定 と位置検査で使用するn-gram群 は一致させ る必

要はないことに着 目し、位置検査で使用す るのは最小頻度パスとしたまま、候補文書特定に

使用するn-gramを 増やせば よい。その結果、文書ごとの位置検査のコス トを抑えたまま候

補文書数を減らすことが可能で、検索全体のコス トも削減できる。最 も単純には、検索文字



図3.5:全n-gram法 に よ る解 析木

図3.6:長 い検索文字列の拡張アルゴ リズム

列か ら抽 出され る全 てのn-gramを 使用 すれ ば よ く、 この 方 法-候 補 文書 特定 に検索 文字

列か ら抽 出され る全n-gram、 位置 検査 に最小 頻度パ スを用 い る-を 全n-gram法 と呼ぶ 。

全n-gram法 では 、候 補文 書特定 と位 置 検査 に異 な るn-gram群 を用 い るので 、解析 木 の

形 もそれ に合わせ て修正 す る必 要が あ る。 すなわ ち、検 索文 字列 か ら抽 出 され る全n-gram

を結 合 させ たAND演 算子 を候補 文書 評価 用 の ノー ド として用意 す る。 図3.5に 検索 文字列

「ネ ッ トワー ク」に対す る全n-gram法 の解 析木を 示 す。中央上 部の位 置検 査用 ノー ドには最

小頻 度 パ スに属 す る 「ネ ッ」「トワ」「ー ク」が結合 され 、右 側上 部の候 補文 書評価用 ノー ド

に は位 置検査 には 使用 しない 「ッ ト」「ワー 」 も結 合 され る。

解 析 木 の変 更 と同様 、検 索 アル ゴ リズ ム も修 正 す る必 要 が あ る。 まず 、LongTermNode

に 候 補 文 書評 価 用 ノー ドで あ るcandidateNodeと い う メン バー を 追 加 す る。 アル ゴ リズ

ムは 図3.6の よ うに 修正 し 、候補 文 書の 特 定に はfindNextCandidate関 数 を用 い るこ と と

す る。findNextCandidate関 数は 図3.7の よ うに 評価 用 ノー ド(candidateNode)に 対 し

てfindNext関 数を 呼び 出す。前述 の よ うに候 補文 書評価 用 ノー ドはn-gramを 集め たAND

ノー ドで あ り、ANDノ ー ドのfindNext関 数が 呼び 出 され る。ANDノ ー ドでは位置 検査が

起 こ り得な いの で、3.4.1節 の図3.10の よ うに な る。



図3.7:findNextCalldidate関 数

図3.8:選 択n-gram法 に よ る解 析木

3.3.3選 択n-gram法

全n-gram法 では、候補文書特定に検索文字列か ら抽出され る全n-gramを 用いる。しか

し、候補文書特定のために使用するn-gramを 増やすことにより、それらn-gramに 対する転

置 リス トの読み出し(デ ィスクア クセス)お よび伸長処理が増加するので、それ らの増加分

よりも候補文書数減少に伴 うコス ト削減が上回らないと検索は高速化できない。全n-gram

法のように全てのn-gramを 追加す ると、登録済みの大多数の文書に出現するような候補文

書を絞 り込むのに有効でないn-gramが 含 まれ ることが多 くな り、かえって検索時間が増大

することもある[Oga98,0ga99a]。

この問題を解決するには、絞 り込みに有効なn-gramの みを候補文書決定に追加すれば よ

い。そこで、本研究では、前後に位置する位置検査に用いるn-gramよ りも文書頻度の小さ

いものを絞 り込みに有効 と判断し、候補特定に用いることとした。この方法を選択n-gram

法 と呼ぶ。

図3.8に 選択n-gram法 の解析木 を示す。図3.5の 全n-gram法 とは異な り、位置検査に

使用しない 「ット」「ワー」の中か ら隣接す るn-gramよ りも文書頻度の小さい 「ワー」の

みを候補文書評価用ノー ドに結合 している。 これ は、「ット」の文書頻度はその前後にある

「ネッ」「トワ」の文書頻度よりも大 きいので除外され るのに対し、「ワー」の文書頻度はそ

の前後にある 「トワ」「ー ク」の両者の文書頻度の よりも小さいか らである。

なお、解析木 自体の構造は全n-gram法 と同じであるので、検索アルゴ リズムは図3.6を

そのまま使用することができる。

3.4論 理演算子処理の高速化

前節では単一検索文字列の検索処理の高速化を検討 したが、実際の検索場面では、複数

の検索文字列をAND,OR,ANDNOT等 の演算子で組み合わせた検索条件(以 下、複合条

件)が 使用されることが多 く、単一検索文字列だけでは十分ではない。しかし、筆者の知 る



図3.9:AND演 算子の基本アルゴ リズム

限 りn-gram索 引における複合条件の高速化を扱った研究はない。もちろん 、単一の検索文

字列が高速化 されれば複合条件も高速化されるが[Mat97b]、 複合条件に合わせた最適化が

できれば一層の高速化が達成できるので、論理演算子の処理 自体を高速化する意義は大きい

[Oga99c]。

以下 、AND、OR、ANDNOTの3種 類の論理演算処理の高速化および論理演算子が入れ

子になった複合条件の扱いについて検討する。

3.4.1AND演 算 子

AND演 算子の基本処理方法には、全ての検索文字列が出現する文書を文書IDの 小さい

順に見つけ る文書順(document-order)と 検索文字列順にその文字列に対する検索結果を

求め 、前の検索文字列 までの結果 とのANDを 取 る索引単位順(term-order)が あ る。両

者を比較する と、中間結果を保持 してお く必要のない文書順が効率的であることが知られ

てい る[Fra92,Wit94]。 文書順による基本アルゴ リズムを 図3.9に 示す。ここでfindNext

はcurrentId以 上で最小の文書IDを 持つ全ての検索文字列が 出現する文書を検索する関数

である。この関数は図3.10に 示す通 り、先頭 ノー ドについて該 当文書(そ のノー ドに対応す

る検索文字列を含む文書)を 見つけ、その文書が残 りのノードについても該 当文書であるか

を検査することで、ANDと しての該 当文書を見つけ 出す。図3.10に おいてchildはAND

で結合される検索文字列に対応するノー ドのベ クタであ り、効率化のためにchildは 文書頻

度の小 さい順にソー トしてお く。

基本 アルゴ リズムをn-gram索 引にそのまま適用する ことも可能である。しか し、AND

のオペランドに長い検索文字列が含まれ 、位置検査が生 じる場合、基本アルゴ リズムには以

下のよ うな問題がある。AND演 算子では 、全ての検索文字列を含む文書が検索結果になる

ので、検索文書は少な くとも全ての検索文字列について候補文書でなければならない。した

がって、全ての検索文字列について候補文書 となっていない文書について位置検査を行 う必

要はない。 しか し、基本アルゴ リズムでは、findNext関 数において検索文字列を含む文書



図3.10:AND演 算 子 のfindNext関 数

図3.11:AND演 算子の基本アルゴ リズムの動作例

を検索しているので、その途中で見つかる候補文書において、それが位置検査を行 うべきも

のであるかにかかわ りな く常に位置検査が行なわれる。すなわ ち、本来行わな くても良い位

置検査を行 うことがあるため、検索時間が増大することになる。

3つ の検索文字列から成るAND演 算子の基本 アルゴ リズムの動作例の図3.11を 使って、

この問題を説明する。図3.11で 、diは 文書、kjは 検索文字列、(di,kj)の 交点の白丸はdiが

kjの 候補文書であること、網掛けの丸はdiがkjの 該当文書(実 際にkjを 含 む文書)で あ

ること、透明の丸(線 が 内部に見えるもの)はdiがkjの 候補文書ですらないが アルゴ リズ

ムによって候補文書であるかが検査 され ることを示す。この例では、d6が 検索結果 となる。

丸の右上の数字が処理順序を示 してお り、1に よってd1がk1を 含むことが検索され るが 、2

に よってd1がk2を 含 まないこ とが確認されたので次の文書に進み、3に よってd3がk1を

含むことが検索されるというよ うに処理は進む。太線にな っている丸(1,3,4,5,6,7,9,10,11)

は処理中に位置検査が行われる文書 ・検索文字列の組み合わせを示している。しかし、d1,d4



図3.12:AND演 算 子の 拡張 アル ゴ リズ ム

は 全て の検索文字 列につ いて候補 文書 とな って い るわけで はな い(2,8は 透 明で ある)の で 、

それ ら文書 におけ る残 りの ノー ドの位 置 にあ た る1,6,7で は 位置 検査が 不 要 であ る。

不要 な位 置 検査 を排 除す るに は 、全 ての 検索 文 字 列に つ いて 候 補文 書 であ る文 書につ い

て 位置 検査 を行 うよ うに すれば よい。 す なわ ち 、ANDと しての 候補 文書 を検索 す る処理 と

そ の候補 文書がANDと しての該 当文書か を検 査 す る処 理に 分けれ ば よい。 改良 したアルゴ

リズ ムは 図3.12の よ うにな る。 この アルゴ リズ ムで使用 され るfindNextCandidate関 数 ・

checkCandidate関 数を 図3.13・ 図3.14に 示 す。findNextCandidate関 数 はfindNext関 数

と同様 であるが 、候補文書を検索す るの で、先頭 ノー ドに対 してはfindNextCandidate関 数 、

残 りの ノー ドに対 してはisCandidate関 数を呼び 出す。も う一方のcheckCandidate関 数は子

ノー ドに対 しcheckCandidate関 数を呼び 出 して い る。な お、子 ノー ドであ るLongTermNode

クラ スのfindNextCandidate関 数 ・checkCandidate関 数は 図3.7・ 図2.7に 示 した通 りで

あ り、isCandidate関 数は 図3.15の よ うにn-gramを 集 めたANDノ ー ドであ る候補 文書評

価 用 ノー ドに対 してcheck関 数を 呼び 出せば よい 。

改良 アルゴ リズムの動作例は 図3.16の 通 りで あ る。全 ての検索 文字列 について 候補文書 と

な る文書 でのみ 位置検査 を行 うので 、図3.11に おいて不 要 な位置 検査 と指摘 した1,6,7に つ

い て位 置検査が 行わ れな い ことが わか る。全て の検 索文 字列に つ いて候 補文 書 とな るd3,d6

に おい ては 、候補 文書か の検査 と位置 検査 の2回 のループ が 回 るので 、k3か らk1に 戻 る矢

印が つ いて い るこ とも相 違点 であ る。

なお 、図3.13のfindNextCandidate関 数 では 、各検 索文字 列 ノー ドにあ る候補文 書決定

用 ノー ドを 間接 的に呼ぶ 出す こ とに な るの で非効 率で あ る。ANDノ ー ドに も候補文 書決定

用 ノー ドを 用意 し 、そ こに各 検索 文字 列 ノー ドの 候補文 書決 定 用 ノー ドの下 に来 るn-gram

ノー ドを集 めれ ば 、検索処理 を効率 化で き る。そ の様子 を示 した のが 図3.17で あ り、(a)の

状 態か ら(b)の よ うな候補 文書 決定 用 ノー ド(ANDノ ー ドの右 に あ るANDノ ー ド)が 作



図3.13:AND演 算 子 のfindNextCalldidate関 数

図3.14:AND演 算 子 のcheckCandidate関 数

図3.15:LongTermNodeのisCandidate関 数



図3.16:AND演 算子の改良アルゴ リズムの動作例

(a)AND演 算 子 に候 補文 書決 定用 ノー ドがない 場合

(b)AND演 算 子 に候 補文 書決 定用 ノー ドがあ る場 合

図3.17:AND演 算子の候補文書決定用 ノー ドを含む解析木

成され る。この方法は、重複するn-gramが ある場合にそのn-gramへ の呼び 出しを単一化

できること、ANDノ ードの候補文書決定用 ノー ドにおいて文書頻度の少ない順にn-gram

ノー ドを ソー トすることでよ り大域的な処理順序の最適化が行われ ることか らも効率的と

言える。この場合のfindNextCandidate関 数は長い検索文字列の もの(図3.7)と 同じ く、

candidateNodeに 対しfindNext関 数を呼び 出せば よい。

最後に検索 中に必要な記憶領域についても検討してお く。この方法によれば、従来は検索

文字列にあった候補文書決定用ノー ドは不要 とな り、かわ りにANDノ ー ドに候補文書決定

用 ノー ドが増える。しかし、検索文字列の個数は2以 上であるので、必要なデー タ量は若干

ではあるが削減され る。

3.4.20R演 算 子

OR演 算子では、AND演 算子 とは異な り、文書順よりも検索単位順の方が効率的である。

これは、OR演 算子を文書順で実現するためには、ある時点での全ての検索文字列に該当す

る文書のなかで最小の文書IDを 持つ文書を見つけなければならない。しかし、最小の文書

を見つけるには、各検索文字列に対する最小文書IDを ヒープ構造などを用いて常に管理し



図3.18:OR演 算子の基本アルゴ リズム

図3.19:OR演 算子の基本アルゴ リズムの動作例

てお く必要があるが 、その処理の負荷が大きいか らである[Anh98]。 一方 、索引単位順であ

れば 、処理途中では常に1つ の検索文字列だけが処理対象 となるので、こうした問題は発生

しない。

索引単位順によるアルゴ リズムを図3.18に 示す。まず、先頭のノー ドに対し検索を実施

して、先頭 ノードの検索結果を得る。それ以降のノードに対しては、文書ID順 に該 当文書

を得、それがそれ以前の検索結果に含 まれていない場合には検索結果に追加するとい う処理

を、順次実行する。

しか し、基本アルゴ リズムをn-gram索 引に適用 した場合、AND演 算子の場合 と同様に

位置検査が無駄にな るとい う問題が生じる。OR条 件では、どれか1つ の検索文字列を含む



図3.20:OR演 算子の拡張アルゴ リズム

文書は検索結果に含まれ るので、すでに検索結果に含まれ ることが確定 した文書について別

の検索文字列が含 まれるかを調べる必要はない。ところが基本アルゴ リズムでは、2番 目以

降のノードに対してもfindNextを 呼び出しているので、それ以前の検索文字列が 出現して

いる文書に対 しても位置検査が発生 し、検索時間を増大 させ る。

この問題を図3.19を 用いて説明する。丸の右 あるいは左上の数字が処理順序を示 してお

り、まずk1に ついて、1に よってd1に 含まれ ること、2に よってd3に 含 まれ ることを調べ

ながら処理が進み、5に 到達したら次のk2に 移動する。基本アルゴ リズムでは、全ての丸が

太線 となってお り、既に処理済みの検索文字列での結果に関わ りな く位置検査が行われ る。

しかし、実際には2に おいてd3が 正解に含まれ ることが決まっているので、7,10に おいて

位置検査を行 う必要はない。同様に、9,11,12も 位置検査が不要であることがわかる。

不要な位置検査を排除するには、2番 目以降の ノー ドの処理において、まず候補文書を検

索し、その文書が検索結果に含 まれると判断 されていない場合に限って位置検査を行 うよ う

に改めればよい。改良アルゴ リズム(図3.20)で は、2番 目以降のノードに対するfindNext

関数呼び 出しを、位置検査を伴わないfindNextCandidate関 数に改め、その候補文書がそ

の時点までの検索結果に含まれていない場合のみcheckCandidate関 数により位置検査を行

う。この修正によって無駄な位置検査を排除でき、検索処理が高速化され る。

改良アルゴ リズムの動作例を図3.21に 示す。図3.19に おいて不要な位置検査 と指摘した

7,9,10,11,12が 太線で囲まれておらず、位置検査が行われない。



図3.21:OR演 算子の拡張アルゴ リズムの動作例

図3.22:ANDNOT演 算子の基本アルゴ リズム

3.4.3ANDNOT演 算 子

ANDNOT演 算子は、第2子 ノー ドが補集合を求めるNOT演 算子であるAND演 算子と

捉えることも可能であり、処理手順 としてはANDと 同様に文書順が効率的である。ただし、

第2子 ノー ドの検索結果の補集合を求めてからANDを 取るのは非効率であ り、第1子 ノー

ド(検 索文字列1)の 該当文書の文書ID以 上で最小の文書IDを 持つ第2子 ノー ド(検 索文

字列2)の 該当文書を検索 しなが ら検索集合を決定するほ うがよい。第1、2子 ノー ドの該

当文書の文書IDをdocId1,docId2と すると、docId1=docId2で あればdocId1はANDNOT

の該当文書ではな く、docId1<docId2で あればdocId1は 該当文書である。この考えに基づ

くANDNOT演 算子の基本アルゴ リズムは図3.22の ようになる。

ANDNOT演 算子でも、基本アルゴ リズムをそのまま用いると無駄な位置検査が行われて



図3.23:ANDNOT演 算子の基本アルゴ リズムの動作例

しまう。すなわち、ANDNOTの 意味から考え、検索文字列2が 出現すると確定 している文

書について検索文字列1の 位置検査は省略可能であるし、逆に検索文字列1が 出現しない と

確定 している文書について検索文字列2の 位置検査は省略可能である。 ところが、基本アル

ゴ リズムでは、検索文字列1、2に 対して常に位置検査を行っているため、位置検査が無駄

にな り、検索時間を増大させ る。

この問題を図3.23を 用いて説明する。これまでとは若干処理順序が異なっており、1で 検

索文字列1の 最初の検索を行った後は 、2の ように検索文字列2の 検索を行 うことにな る。

位置検査が無駄になっているのは、検索文字列2が 出現 しているのに検索文字列1の 位置検

査を行っている4、 および検索文字列1が 出現 しないのに検索文字列2の 位置検査を行って

いる6で ある。

この問題を解決するには、findNextす るところを候補文書を検索するfindNextCandidate

関数に置き換えれば よい。その代わ り、検索結果かの判断は複雑にな り、検索文字列1、2

の候補文書IDで あるdocId0,docId1に 対 して、docId0<docId1の 場合には検索文字列2、

docId0=docId1の 場合には検索文字列1、2と もに位置検査した上で検索結果となるかを判

断する必要がある。

拡張アルゴ リズムによれば、動作例(図3.25)の よ うに4,6で の位置照合が行われな く

な る。

3.4.4複 合 条 件 の 扱 い

前節までで提案 した各論理演算子の拡張アルゴ リズムは複数の論理演算子が入れ子になっ

た複合条件においてもそのまま適用可能である。そして、複合条件においても各論理演算子

が拡張アルゴ リズムを採用すれば、検索文字列の位置検査を削減できるため、検索を高速化

できる。以下では、拡張アルゴ リズムを複合条件に適用する際の注意点に触れておく。

図3.12・ 図3.20・ 図3.24等 の各論理演算子 の拡張アルゴ リズムにおいて 、各子 ノー ド

(child[i])が 検索文字列に対応したクラスでなければならない とい う制約があるわけで

はない。ただし、AND・OR・ANDNOT演 算子を実現す るクラスがfindNextCandidate・

checkCandidateの 両関数を実現している必要がある。AND演 算子については3.4.1節 で、

図3.13・ 図3.14の 擬似コー ドを示 してあ る。OR演 算子の疑似 コー ドは図3.26、 図3.27、

ANDNOT演 算子の疑似コー ドは図3.26、 図3.27の 通 りである。

いずれの関数 も、子ノー ドに対して再帰的に同じ関数を呼び 出している。最終的には、検

索文字列に対応するノー ドのfindNextcandidate関 数 、checkCandidate関 数が呼び出さ

れるが、前者は図3.7、 後者は図2.7で すでに示した通 りである。



図3.24:ANDNOT演 算子の拡張アルゴ リズム

図3.25:ANDNOT演 算子の拡張アルゴ リズムの動作例



図3.26:OR演 算 子 のfindNextCandidate関 数

図3.27:OR演 算 子 のcheckCandidate関 数



図3.28:ANDNOT演 算 子 のfindNextCandidate関 数

図3.29:ANDNOT演 算 子 のcheckCandidate関 数



第4章 ブー リアン検索高速化手法の評価

前章で提案したブー リアン検索の高速化手法の有効性を新聞記事8年 分約750MBを 用いて

評価を行 う。

4.1評 価 デ ー タ

4.1.1検 索対象

検索対象には新聞記事8年 分(毎 日新聞CD-ROMデ ータ版1991～1998年)を 使用した。

このCD-ROMで は、記事ごとに見出し ・掲載 日 ・紙面 ・キーワー ド等の書誌項 目も付与さ

れているが、本実験では見出し ・本文のみを使用 した。文書数は855824件 、文書サイズは

748MB(1件 当たり930B)で あった。

4.1.2単 一検索 文字 列の検 索条件

検索文字列の長さによる影響を調べるため、4文 字か ら10文 字までの7通 り、文字長ご

とに20個 、合計140個 の検索文字列を用意 した。 これ らは、社内で運用している情報検索

システムの検索ログから検索対象に少な くとも1件 は該当文書がある文字列を選択したもの

である。

なお、文字列長を4文 字か らとしたのは、前章で提案 した高速化手法が有効なのは検索文

字列に複数のパスが存在する場合であ り、bi-gram索 引に対しては4文 字以上が相当するか

らである。

4.1.3論 理 演算 子 を含む 検 索条件

本研究が対象 とするAND,OR,ANDNOTの3つ の論理演算子とAND,ORを 組み合わ

せた複合条件に対し、以下の検索条件を用意 した。

・AND演 算子

3文 字以上の文字列を少な くとも1つ 含む2文 字以上の文字列をAND演 算子で結合

したもの1。 検索文字列数が2,3,4,5の もの各10個 、合計40個 。

例:#and(複 写機,消 費電力,発 熱,低 減)

13文 字以上の文字列を少なくとも1つ 含むとしたのは、論理演算子の高速化が有効なのは位置検査を含む長
い文字列が検索条件に含まれる場合だからである。ただし、論理演算子の高速化には単一検索文字列の高速化

が前提となるわけではないので、単一検索文字列の評価のように文字列長を4以 上とする必要はなく、3文 字以



・OR演 算子

3文 字以上の文字列を少な くとも1つ 含む2文 字以上の文字列をOR演 算子で結合 し

たもの。検索文字列数が2,3,4,5の もの各10個 、合計40個 。

例:#or(内 線,構 内回線,PBX)

・ANDNOT演 算子

3文 字以上の文字列を少な くと1つ 含む2文 字以上の文字列をANDNOT演 算子で結

合したもの30個 。

例:#andnot(液 晶,デ ィスプ レイ)

・ 複合条件

3文 字以上の文字列を少な くとも1つ 含む文字列をAND/OR演 算子で結合 したもの

30個 。ただし、まずOR演 算子で結合 し、つぎ にOR演 算子あるいは文字列をAND

演算子で結合 した形式。

例:#and(#or(感 光体,ド ラム),#or(冷 却,風))

選択方法は単一文字列の場合 と同じく社 内システムの検索ログか ら選択した。

4.2評 価 方 法

性能評価のため、検索対象文書に関す るbi-gram(n=2)索 引を作成 した。使用 した

マシンは、Sun Microsystems社 の ワー クステーシ ョンUltra 10(CPU: Ultra SAPRC II

300MHz,メ インメモ リ128MB)で 、OSはSolaris 2.5.1で ある。索引は外付けロー カル

デ ィスク(18GB,7200rpm,Ultra-SCSI接 続)に 置いた。索引作成に要した時間は14.3時

間で、索引サイズは1574MB(も とテキス トの2.1倍)で あった。

検索時間を以下の3つ の場合について測定 した。

・COLD:

システム起動直後のデータがキ ャッシュされていない状態での検索時間。OSレ ベルの

キャッシュも無効 となるよ うに、索引のあるファイル システムを測定前にマウン トし

直した直後に検索を行った場合の検索時間である。

・WARM:

有効化フ ェーズに必要なデー タがキ ャッシュされ た状態での検索時間。有効化フェー

ズは検索文字列か ら文書頻度に基づ いて検索に使用するn-gramを 決定するフ ェーズ

であ り、文書頻度がキャッシュされ た状態での検索時間である。運用状態ではn-gram

ごとの文書頻度はキ ャッシュされ るよ うになると考えられ るので、この時間は運用状

態での検索時間に近い値 と考えられ る。

本実験では、COLDの 測定において条件評価フェーズの処理時間を測定した。

上でよい。また、2文 字以上の文字列を組み合わせた場合に限定したのは、1文 字の検索文字列はbi-gram索

引においてはORで 展開されるため、AND/ORを 含む複合条件になってしまうからである。



・HOT:

検索に必要なデー タ全てをキャッシュした状態での検索時間。COLDの 測定後に同一

の検索条件を再度検索した場合の検索時間を測定する。

検索条件ごとに処理時間を3回 測定し、その平均値をその検索条件の検索時間とする。さら

に、全検索条件に関する検索時間の平均値を最終的な検索時間とした。なお、検索時間は全

て秒単位である。

検索時間を決定する要因を確認するため、以下の数値 も測定 した。

・検索処理全体でのページア クセス数:

検索処理全体でアクセスしたページ数2。

・条件評価フェーズでのページアクセス数:

実際に検索結果文書を決定する条件評価フェーズにおいてアクセ スしたページ数。

・位置検査数:

検索文字列ごとに位置検査 した回数の合計。単一検索文字列の場合には候補文書数 と

一致 し、論理演算子を含む場合には候補文書におけるその文書を候補文書 とする検索

文字列数の合計に一致する。

・伸長処理数:

索引に圧縮 されて記録されている要素(文 書ID差 分、文書内頻度 、出現位置圧縮長、

出現位置差分)を 伸長した回数。 ここで、出現位置圧縮長 とは文書 内出現位置の圧縮

したビッ ト長のことであ り、7.2.3節 ・7.4.1節において詳 しく説明する。

検索条件ごとの測定値を全検索条件について平均したものを測定結果 とする。

4.3単 一 検 索 文 字 列 の 評 価 結 果

4.3.1高 速化 の 効果

単一検索文字列条件については、従来方式である単純選択法と3.3節 で提案した3つ の高

速化手法-最 小頻度法 、全n-gram法 、選択n-gram法-を 比較した。

全140個 の検索条件に対する評価結果を表4.1に 示す。この表で、各測定値の下の行は 、

ベースラインである単純選択法に対する増減率を表 している。なお、全検索条件に対する結

果件数の平均は644件 であ った。

全ての高速化手法において、検索時間は単純選択法よりも短か くなってお り、提案手法の

全てが有効であることが確認できる。しか し、検索時間を測定 したCOLD/WARM/HOT

の3つ の状況の結果を比べると、以下のように3つ の提案手法の特性の違いが明らかになる。

・最小頻度法 と全n-gram法 を比較すると、COLD,WARMで は前者が高速だが 、HOT

では後者が 高速である。

2こ こで のペ ージ はn -gram索 引を 実現 する転 置 フ ァイル(詳 細 は7章 参 照)が 管理 す る論 理的 なペ ー ジの こ

とで あ り、OSが 管 理 す る物理 的 なペー ジ では ない 。な お 、ペ ージ サ イ ズは4KBで あ る。



表4.1:高 速化手法の比較

・選択n-gram法 はすべての状況において最小頻度法 ・全n-gram法 を上回っている。

このよ うな違いの原因は、次節において詳細に検討する。

検索時間とページ数あるいは伸長処理数の関係をグラフ化したものが図4.1で ある。この

図のX軸 では、MinFreqが 最小頻度法、AllNgramが 全n-gram法 、SelNgramが 選択n-gram

法を表している。また、COLD/WARM/HOT TimeがCOLD/WARM/HOTの 検索時間、Total

Page Numが 全体のページ数、Eval Page Numが 条件評価フェーズのページ数、Decode Num

が伸長処理数を表している。この図か ら、COLDお よびWARMの 検索時間は検索処理全

体および条件評価フェーズのページ数 と、HOTの 検索時間は伸長処理数 と強い相関がある

ことが確認できる。なお、位置検査数 もHOTの 検索時間を左右する原 因のひとつであると

考えられる。しかし、全n-gram法 と選択n-gram法 を比較した とき、位置検査数は候補文

書特定に用いるn-gram数 の多い前者のほ うが少ないのに対し、伸長処理数は後者のほ うが

少な く、HOT検 索時間 との相関は伸長処理数の方が明 らかに高いことか ら、伸長処理数が

HOT検 索時間の主要な決定要因 と言える。

4.3.2処 理 内容の 分析

本研究の高速化手法は、3.1節 で述べ たように、適切なn-gramを 選択するために検索条

件の有効化処理に時間をかけるが 、位置照合削減によ り条件評価処理をそれ以上に短縮し、

全体の時間も短縮するというものである。表4.1に より検索処理全体の時間短縮は確認でき

たので、処理内容に応じた詳細な分析を行 う。

以下では、検索処理を機能分類 と処理フェーズの2つ の軸をか ら分析する。機能分類 とし

ては、n-gram分 割処理 ・n-gram選 択処理 ・ファイルアクセス ・伸長処理等があるが 、代表



図4.1:高 速化手法の比較

的ない くつかの検索文字列の処理プロファイリングか らファイルアクセス ・伸長処理以外の

割合は非常に小さいことがわか ったので、ファイルアクセス ・伸長 ・その他の3つ に分類し

た。一方、処理フェーズは有効化と条件評価の2つ か ら構成されてお り、その詳細は以下の

通 りである。

・有効化フェーズ

与え られた検索文字列か ら適切なn-gramを 選択し、対応する転置 リス トを用意 して

後続の評価処理を実施できる状態にする。具体的には 、検索文字列をn-gramに 分割

し、n-gramに 対応する転置 リストのヘッダーをファイルから読み出し、必要であれば

n-gramの 出現頻度に基づ いてn-gramの 選択を行 う。

転置 リス トのヘッダーの読み出しに比べてn-gram分 割 ・n-gram選 択などCPU処 理

の割合は極めて小さく、以下の分析ではその他 としてまとめることとする。

・条件評価フェーズ

転置 リス トの出現情報を用いて検索文字列を含む文書を特定する。具体的には、必要

となった転置 リス トの出現情報はファイルか ら読み出し、伸長する。

ここでも処理の大部分はファイルア クセスであ るが 、伸長処理も無視できない時間を

占めている。

表4.2はCOLDの 検索時間の分析結果である。この表か ら以下のことがわか る。

・有効化のページアクセス数の増加が有効化時間を増加させている

この表か ら有効化において時間増加の原因はファイル アクセスであ ることがわかる。

表4.1の 結果から、有効化中のアクセスページ数は単純選択法が8.7ペ ージ、最小頻度



表4.2:高 速化手法の比較

法 ・全n-gram法 ・選択n-gram法 が13.1ペ ージであり、50.6%も 増加 している。ペー

ジ数の増加ほどは処理時間が増大 していないのは、今回の実装ではページサイズが4K

バイ トであ り、同一検索文字列中のn-gramが 近隣のページに配置されている場合には

デ ィスクレベルでは1回 のアクセ スで済む場合があること等が原因として考えられる。

・条件評価では、ページア クセス数/伸 長回数 ともに減少している

条件評価ではページアクセスの占める割合が高 くて80%程 度で、残 りのほとんどが伸

長処理であ る。高速化手法に よりページア クセ ス数/伸 長回数 ともに減少 してお り、

条件評価時間 も短縮されている。特に伸長処理の減少率が大き く、デ ィスクア クセス

のないHOTに おいて高速化の効果が大 きいことの理由になってい る。

・有効化よ りも条件評価の全体に 占める割合が高 く、トータル時間は減少している

有効化の増加割合 と条件評価の削減割合はほぼ同じである。しか し、全体に 占める割

合は、ベースラインである単純選択法において前者が約25%、 後者が75%で あるため、

トータル の検索時間は減少 している。

4.3.3検 索 文字 列長 の影響 の分析

検索文字列長ご との各手法の検索時間 とベースラインに対する増減比率を図4.3～ 図4.7

に示す。この図において、Baselineは ベースライン、MinFreqは 最小頻度法、AllNgramは

全n-gram法 、SelNgramは 選択n-gram法 の結果を示す。また、文字列長ごとの検索結果件

数は文字列長順に2289,1244,500,379,33,52,17件 であった。

以下、これ らのグラフから手法ご との特性を確認する。



単純選択法

ベー スラインとなる手法であり、以下の傾向が見られ る。

・検索文字列長が偶数の場合に検索時間が短い。

奇数 とその次の偶数ではパスを構成するn-gram数 は一致するが、文字列長が大きい

ほ うが検索結果件数が少な く、ファイルアクセス ・CPU処 理(位 置検査 ・伸長処理等)

ともに小 さいためと考え られ る。

・偶数 ・奇数ごとに比較した場合、COLD,WARMで は検索文字列長に応じて検索時間

が増大し、HOTで は減少している。

検索文字列長に応じて使用n-gram数 は増大 し、それに伴いファイルアクセスも増大

するため、ファイルアクセスが検索時間の主要因とな るCOLD,WARMで は検索時

間が増大す る。一方、HOTの 場合、検索結果件数の減少に伴いCPU処 理も少な くな

るため、検索時間が減少する。

最小頻度法

平均検索時間(表4.1)で 比べ ると、COLD/WARM/HOT全 ての場合でベー スラインで

ある単純選択法 より高速であった。単純選択法 と比較 した場合、以下の傾向が見 られ る。

・COLDの 場合 、奇数では検索時問が短縮するが 、偶数では増大す る。

3.3節 で述べたよ うに、最小頻度法が有効なのは最小頻度パスが複数個存在する場合

であ り、bi-gram索 引においては5以 上の奇数の場合に相 当する。逆に偶数では、単

純選択法によって求まるパスと最小頻度パスが一致するため、条件評価の処理時間に

は差がないが 、最小頻度パスを求める処理の分だけ最小頻度法の方がコストがかか る。

以上の理由か ら、奇数では検索時間が短縮するが 、偶数では増大す る。

・WARM,HOTの 場合、偶数の検索時間がほぼ同じとな る。

最小頻度パスを求めるコス トは検索文字列 中の全てのn-gramの 文書頻度を得 るため

のデ ィスクアクセスとそれに基づ くパスの選択に大別できるが、両者を比べ るとデ ィ

スクアクセスが大半を 占める。しかし、WARMで は有効化に要するファイルアクセス

がキャッシュにより0と なるため、条件評価の処理時間を比較することにな る。偶数

の場合 、前述のようにベースラインと最小頻度法が用いるパスが 同じであるので、検

索時間もほぼ 同じとなる。なお、奇数におけ る検索時間の短縮割合はWARM,HOT

と大き くなるが、キャッシュされ るデータが増えるに従って、CPU処 理の減少分が検

索時間に直接的に現れ るようになるか らである。

全n-gram法

平均検索時間(表4.1)で は、ベースラインよりは常に高速であ り、最小頻度法 と比べ る

とCOLD/WARMで は若干増大するもののHOTで は短縮していた。検索文字列長に着 目

して最小頻度法 と比較した場合、以下の傾向が見 られ る。



・6以 外の偶数では検索時間が短縮 している。

全n-gram法 では、候補文書特定用のn-gramを 増や したことによ り候補文書数が減少

し、検索時間も短縮され る。ただし、今回の実験では文字列長が6の 場合に最小頻度

法 よりも検索時間が増大した。これは、3.3.3節 で触れたよ うに、候補文書絞 り込みに

有効でないn-gramが 多い場合には全n-gram法 は最小頻度法よりも検索コス トが増大

す ることがあるが 、それに該 当する検索文字列が長さ6の 場合にたまたま多かったこ

とが原因と思われる。なお、ベースライン と比較すると、長さ6のCOLD/WARM以

外では常に検索時間は短い。

・奇数では検索時間が増大している。

最小頻度法 よりも検索時間が増大 している原因は 、候補文書絞 り込みが有効に作用 し

なか ったことが考えられる。ここで問題なのは 、偶数では長 さ6だ けの場合だけであっ

たのに対 し、奇数では常に増大している点である。この理 由としては、奇数の場合 、

位置検査用のパス選択の時点で文書頻度の少ないn-gramが 選ばれ ているため、候補

文書特定に追加す るn-gramが 候補文書絞 り込みに有効でないことが多 くなるため と

推察され る3。

選択n-gram法

選択n-gram法 は平均検索時間(表4.1)で は最速であ ったが 、検索文字列長ご とに比較

して もほとんどの場合に最も優れ た方法とな っている。

・偶数の場合、全n-gram法 よりも検索時間が さらに短い。

偶数の場合、これ まで見てきた中では全n-gram法 が最速であるが 、選択n-gram法

はそれよりさらに高速である。特にCOLD/WARMに おいて検索時間が短 くなってい

る。この理 由としては、候補文書特定に使用す るn-gramを 文書頻度に基づ いて選択

することに より、候補文書特定の効果はほぼ同等の まま、使用n-gram数 を減らす こ

とでデ ィスクア クセスを減らすことができたか らと考えられ る。

・奇数の場合、最小頻度法 と検索時間はほぼ 同じである。

奇数の場合 、これ まで見てきた中では最小頻度法が最速であ り、選択n-gram法 はそれ

と同等であることがわかる。全n-gram法 の ところで触れ たように 、奇数に関しては

最小頻度法により的確なパスが選択され てお り、最小頻度パスが候補文書特定に関 し

てもほぼ最適なものとなっているため、このような結果が得 られている。ただし、最

小頻度パスであ っても候補文書特定にn-gramを 追加したほ うが有効な場合 もあるこ

とが 、HOTに おいて選択n-gram法 が優 っていることから確認できる。

3最 小 頻 度法 では 、全n-gram法 で追加 す るn-gramの 文 書 頻度が パ スに 使用 され て い る もの よ りも必ず大 き

くな るわ け ではな い。なぜ な ら、検索 文字列 全 体に対 す る文書 頻度の 和が 最小 の ものを選 ぶ ため 、個 々のn-gram

に 注 目 した 場合 には 、前 後 の 最小頻 度パ スを 構 成す るn-gramよ りも文書 頻度 が 小 さ くな り得 るか らであ る 。



図42:検 索文字数 と検索時間(COLD)の 関係

図4.3:検 索文字数 と検索時間増減率(COLD)の 関係



図4.4:検 索文字数 と検索時間(WARM)の 関係

図4.5:検 索文字数 と検索時間増減率(WARM)の 関係



図4.6:検 索文字数 と検索時間(HOT)の 関係

図4.7:検 索文字数 と検索時間増減率(HOT)の 関係



4.4論 理 演 算 子 の 評 価 結 果

前節の結果か ら、単一文字列検索の高速化手法としては選択n-gram法 が最も優れている

ことがわか った。したが って、論理条件の高速化については、単一文字列の処理方法 として

従来手法である単純選択法と選択n-gram法 の2つ を用いた場合のみを評価することとした。

4.4.1AND演 算 子

AND演 算子の高速化手法の比較結果を表4.3に 示す。この表では、検索文字列の処理方

法ご とに演算子処理の基本アルゴ リズム(表 中では基本)と 拡張アルゴ リズム(表 中では拡

張)を 比較している。拡張欄の括弧 内の数字は基本に対する拡張の増減率を、各測定値の下

の行は単純選択法に対する選択n-gram法 の増減率(た だし、この行の最右欄の括弧 内の数

字は単純選択法の基本に対する選択n-gram法 の拡張の増減率)を 表している。

この表から、COLD/WARM/HOTい ずれの場合 も検索時間は減少 してお り、高速化の効

果が確認できる。その傾向を詳しく分析するとつぎのよ うになる。

・基本アルゴ リズムに関して単純選択法と選択n-gram法 を比較するとCOLD/WARM/HOT

でそれぞれ1.0,5.0,15.5%短 縮されてお り、単一検索文字列の高速化によりAND演

算子を含む検索条件処理 も高速化され ることが確認できる。

ただし、単一検索文字列の場合(11.2,18.4,43.2%の 短縮)と 比較すると、短縮の割合

が小さ くなっている。これは 、ANDで 結合され る検索文字列の中にはnに 等 しいも

のも含 まれてお り、それらの検索文字列には高速化手法が効かないため と考え られる。

・基本 と拡張の両アルゴ リズムを比較すると、単純選択法 ・選択n-gram法 いずれの場

合でも検索時間は十数%(COLD)か ら50%以 上(HOT)と 大幅に短縮してお り、拡

張アルゴ リズムの有効性がわかる。

・拡張による検索時間短縮の割合を見 ると、選択n-gram法 の方が若干ではあるが効果

が大きい。

・単純選択法の基本 と選択n-gram法 の拡張を比較すると検索時間はさらに短縮されて

お り、両者の組み合わせに より相乗効果が得られ ることがわか る。

拡張アルゴ リズムでは全ての検索文字列の候補文書である場合のみ位置検査を行 うた

め、検索文字列ごとの候補文書数が少ないほど高速化の効果も大き くなる。選択n-gram

法は単純選択法よ りも候補文書数を少ないので、選択n-gram法 のほ うが拡張アルゴ

リズムが有効に作用すると考え られる。

・拡張アルゴ リズムによる増減率は伸長処理数よ りも位置検査数の方が大きい。

伸長処理はnに 等しいものも含めた全ての検索文字列に関する処理であ り、拡張アル

ゴ リズムによ り削減 されるのは長い検索文字列処理に相 当する部分だけである。一方、

位置検査数はそ もそも長い検索文字列のみに付随する処理なので、拡張アルゴ リズム

の効果が直接あらわれ る。それゆえ、位置検査数の減少の割合が大きいと考え られる。



表4.3:AND演 算子処理における高速化手法の比較

4.4.2OR演 算 子

OR演 算子の高速化手法の比較結果を表4.4に 示す。ここでも検索時間は短縮 したが、そ

の傾向はAND演 算子の場合 とは異な る面 もある。

・基本アルゴ リズムでは 、選択n-gram法 の方が単純選択法より検索時間は短 く、単一

検索文字列の高速化によ りOR演 算子を含む検索条件処理も高速化されている。

検索時間の短縮率はCOLD/WARM/HOTで2.5,9.1,25.9%で あり、nに 等しい長さ

の検索文字列が含 まれているため単一検索文字列の場合よ りも小さい ことで もAND

演算子の場合 と同じである。

・拡張アルゴ リズムによって検索時間は短縮されているが、最 も検索時間が短縮 され る

選択n-gram法 のHOTの 場合であ って も短縮率は4.4%と 小さく、拡張アルゴ リズム

の効果はAND演 算子 と比べて限定的である。

このような差異が生じたのは 、位置検査を省略できる状況がANDとORで 異なるか

らである。AND演 算子では、全検索文字列について候補文書 と判断された文書以外で

は、各検索文字列の候補文書において位置検査を省略可能なので、実際に省略される

ことが多い。一方OR演 算子では、各検索文字列の候補文書がすでに処理 した検索文

字列のいずれかで該当文書 と判断された場合においてのみ位置検査を省略できるが、

これに該当するのは複数の検索文字列が 同じ文書に出現している場合に限 られ る。実

際、位置検査数の削減率を選択n-gram法 で比較す ると、AND演 算子の87.0%に 対し

OR演 算子は20.7%と 小さい。



表4.4:OR演 算子処理におけ る高速化手法の比較

なお、位置検査数よりもHOT検 索時間の削減率が小さ くなっているのは、ORの 場合

には処理中の検索文字列の候補文書が 中間検索結果に含 まれてい るかを検索して確認

する必要があるため と考えられ る。現在の実装では検索結果を文書IDの 配列 で表現

しているため、この確認のために中間結果に対する走査が発生する。中間結果の走査

は メモ リ上の処理であるが、デ ィスクア クセスのないHOTで は無視で きない割合 と

なっている。 ビット列表現に改めれば走査は不要 となるので、さらな る高速化が可能

とな る。

4.4.3ANDNOT演 算子

ANDNOT演 算子の高速化手法の比較結果を表4.5に 示す。ここでも、位置検査回数は減

少し、検索時間も短縮され ており、拡張アルゴ リズムの有効性が確認できた。短縮効果の傾

向は 、AND演 算子の場合に近い。これは3.4.3節 で述べたようにANDNOT演 算子はAND

演算子の一種 と捉 えることができ、位置検査を省略できる場合が多いか らである。ただ し、

ANDNOTは オペ ランド数が2に 限定され るので、高速化の効果はANDの 場合 より小さ く

な っていると考え られる。

4.4.4複 合条 件

最後に複合条件の測定結果を表4.6に 示す。 ここで も、位置検査数は減少 し、検索時間

も短縮 され てお り、拡張アルゴ リズムの有効性が確認できた。ただ し、位置検査数 および



表4.5:ANDNOT演 算子処理におけ る高速化手法の比較

表4.6:複 合条件におけ る高速化手法の比較



ページアクセスの減少に比べて検索時間の短縮の割合は小さい。これは実装上の問題 と考え

られ る。すなわち、評価で用いた検索条件ではORがANDの 子ノードとな っているので、

OrNode::findNextCandidate関 数が呼び 出され る。 この関数は図3.26の アルゴ リズムに

沿って実装されてお り、この関数が呼び出され るたびに単純にforル ープを回して全ての子

ノードのfindNextCandidate関 数を再帰的に呼び出しているため非効率である。つまり、位

置検査数(お よび伸長処理数)の 削減分をこの関数が無駄にしてしまい、検索時間を効果的

に短縮できなかったと考えられ る。この問題を解決するには、子 ノードをその時点の候補文

書IDに 小さい順に ヒープで管理し、必要な場合のみ子ノー ドに対してfindNextCandidate

関数を呼び出すよ うに修正すれば よい[Witg4]。

4.5従 来 の 高 速 化 手 法 と の 関 係

これ までの評価結果により、本研究で提案した位置検査省略が検索処理高速化に有効であ

ることが確認できた。本節では、提案手法とn-gram索 引に対する従来の高速化手法 との関

係について考察する。従来の高速化手法には、1.5節 で述べたように、n-gram抽 出法、検索

処理法、転置ファイルの物理編成法の3種 類があ る。本研究は検索処理法に関する改良提案

であるので、以下ではn-gram抽 出法と物理編成法 と提案手法 との関係について考察する。

4.5.1n-gram抽 出法 に関 す る検 討

n-gram抽 出法に関する従来手法について整理する。従来手法(詳 細は1.5.1節)に は以下

のものがある。

・nの 組み合わせ

複数のn-gram索 引を組み合わせ ることで、1文 字を含めた様 々な文字数の検索文字

列に対 して高速検索を実現する。ただし,こ の方法には索引ファイルが大き くな ると

い う問題がある。

・文字種適応

日本語におけ る文字種の使われ方に応 じて文字種ごとに抽出するnを 調整し、索引ファ

イルをあまり大き くす ることな く平均検索速度を向上 させ る。

・nの 動的調整

抽出するn-gramの 長さを 、登録済みの文書における出現頻度に応じて動的に調整 し、

索引ファイルをあまり大き くすることな く平均検索速度を向上させ る。

以上の説明からわか るように 、程度の違いはあ るものの、n-gram抽 出法の改良では高速

化 と引き替えに索引サ イズが増大する。これに対し、提案手法は検索処理の改良であるた

め、索引サイズに影響することな く検索を高速化できる点で大き く異なっている。その一方

で、提案手法はn-gram抽 出法の改良 と矛盾するものではな く、組み合わせ可能である。た

だし、以下の ように高速化効果に対 しては影響が予想され る。



・nの 組み合わせに関しては、提案手法は基本的な場合 と全 く同様に適用可能である。n

の組み合わせを行っても、その中の最大のnよ りも長い検索文字列は最大のnに 対応

するn-gram索 引によって処理 され るか らである。

・文字種適応に関しては、検索文字列の構成文字種によって分けて考える。

検索文字列が単一文字種か ら構成され ていれば 、本高速化手法をその まま適用可能で

ある。ただし、カタカナのように平均単語長の長いものに対してはnを 大き くするの

が一般的であ り、パスが複数個存在するような 、高速化手法が有効な長 さ(2n以 上)

に達 しない場合が多 くな り、高速化の効果は若干小さくなると考えられ る。

検索文字列が複数の文字種から構成 されている場合、検索文字列は同一文字種の連続

部分に分割され、処理され る。例えば、検索文字列が 「デジタル画像処理」であれば

「デ ジタル」「画像処理」に分割 され る。同一文字種部分の処理は基本的な場合 と同じ

なので 、部分ご とに本手法を適用することが可能である。ただし、同一文字種部分の

長 さは検索語よりも短 くなるので、本手法の効果は小さくなる。

・nの 動的調整の場合も文字種適応 と同様に考えられ る。すなわち、検索文字列におい

て出現頻度の高い部分文字列は長いn-gramと して抽出され るので、パスが複数個存

在するような場合が少な くな り、高速化の効果は小さくな る。

4.5.2物 理 編成 法 に関す る検討

物理編成法に関する従来手法について整理する。従来手法(詳 細は1.5.3節)に は以下の

ものがある。

・位置情報の圧縮長の記録

文書 内出現位置が不要な場合にそれ らを伸長しな くて済むように、位置情報の圧縮長

を記録してお く。

・圧縮情報の構造化

転置 リス ト内部をブロック化し、ブ ロックレベルの探索 とブ ロック内部の伸長を伴 う

検索の2段 階処理で文書IDの 伸長を減らす。また、文書IDと それ以外の情報を異な

るページなどの割 り当てる。

いずれの方法も、文書IDの みを用いる検索処理と出現位置情報を用いる検索処理の特性

の違いに着 目し、検索を高速化するものである。提案手法は候補文書特定 と位置検査 とい う

2つ のフェーズか ら構成されており、従来の物理編成法の改良の狙いと一致している。した

が って、改良した物理編成法を採用することで、提案手法の高速化効果は増大すると考えら

れ る。実際には、本章の評価実験で使用したn-gram索 引は提案手法向きの物理編成法(詳

し くは7章 参照)を 採用しているので、位置情報の圧縮長の記録等の物理編成法の改良を全

く実施 しない場合の提案手法の効果は前節までの結果 よりも小さい と予想され る。


