
第5章 ランキング検索処理の高速化

この章では位置省略に基づ くランキング検索処理の高速化法を提案する。まず単一文字列の

高速化手法を提案し、つぎに論理演算子への対応を検討する。なお、ランキング検索では 自

然言語文による検索が一般的であるが 、ひ とたび 自然言語文か ら適切な検索文字列が選択さ

れ た後はORと して処理され るので、論理演算子の検討に より自然言語文もカバー され る。

5.1従 来 の 高 速 化 手 法 と そ の 問 題 点

5.1.1基 本 方式

2.3節 でn-gram索 引を用いた場合 の基本的なランキング検索手法について説明した。こ

の基本方式で問題 となるのは、索引単位であ るn-gramと 異なる長さの検索文字列に対 して

はn-gram索 引か らスコア計算に必要な検索文字列の文書頻度と文書内頻度を直接的には得

ることができず、複数のn-gram-nよ りも短い場合には検索文字列と先頭部分が一致する

n-gram、nよ りも長い場合 には検索文字列に含 まれ るn-gram-を 用 いて文書頻度 ・文書

内頻度を求めるため、検索コス トが大き くなることである。nよ り短い場合については 、通

常n=2で あることか ら一文字の検索文字列が該当するが、実際には一文字の検索文字列は

それほど多 くない こと、複数のn-gram索 引の組み合わせ[Aka96a,Sug96]に よ り比較的容

易に回避できること等を考慮するとあまり重大な問題 とはならない。一方、nを 大き くする

ことには限界があるため、長い検索文字列の処理を回避することは不可能であり、ブー リア

ン検索と同様にその高速化が重要である[Oga00a,Oga00b]。

長さnの 検索文字列については、索引か ら得 られ るn-gramと しての頻度情報をその ま

ま用いればよ く、検索は高速である。2.3節 で述べたように、n-gramの 頻度は単語 としての

頻度 とは異なるが 、検索精度面か らは有意な差がないことが実験的に示されている[Kan98,

Jon98,Oga97c,Oga99b]の で、ここではn-gramの 頻度でスコア計算を行 うこととする。

長い検索文字列のコストについて、コス ト増大の原因である位置検査についてさらに検討

する。位置検査が必要であるのは次の2つ のステ ップである。

・文書頻度(DF)の 算出

検索文字列についてブー リアン検索を行い、検索結果の文書数を文書頻度 とする。

・文書内頻度(TF)の 算出

検索文字列を構成するn-gramの 文書内での出現位置を照合することで検索文字列の

出現位置を全て求め 、その出現回数を文書内頻度 とする。

ブー リアン検索では、検索文字列が出現する文書において高々1つ の出現位置を求めれば

良か ったのに対 し、ランキング検索では 、文書内頻度を求めるために全ての出現位置を求め

る必要があ り、位置検査の検索速度に与える影響は大きい。



図5.1:ス コア合成法に よるランキング検索処理

5.1.2ス コア合 成法

基本方式を高速化する手法 として、検索文字列のスコアを構成n-gramの スコアか ら合成

して求める方法(以 下 、スコア合成法)が 従来から提案 されてい る。

スコア合成法では、ある文書に対する検索文字列のスコアを、その検索文字列を構成する

n-gramの スコアから合成して求める。n-gramの スコアは、スコア計算式にn-gramの 頻度

情報を適用す ることで求められ る[Aka97,Oga97b]。 一方、n-gramの スコアから検索文字

列のスコアを合成する方法 としては、算術和 ・最小値 ・最大値等 さまざ まな計算式が考えら

れる[Oga97c]。 スコア合成方式を算術和 とした場合、文書dに おける検索文字列tの スコア

は検索文字列中の各n-gramの スコアを合計す ることで得られ る。

スコア合成方式を算術和 とした場合 の検索アルゴ リズムを図5.1に 示す。基本的には図



図5.2:AND型 のスコア合成法によるランキング検索処理

3.18に 示したOR演 算子のブー リアン検索 と同じで 、子ノードを順に処理する。2番 目以降

の子 ノー ドに対しては、それ までの検索結果に含 まれ ている文書が検索された場合にはその

時点でのスコアに現在の子ノードのスコアを加算し、これ までにない文書であれば検索結果

にその文書 とスコアの組を追加するとい う処理手順を取 る。

この方式によれば検索文字列を含む文書を特定する必要がないので、n-gramの 位置検査

は不要であ り、検索時間の短縮が見込まれ る。その一方で、検索文字列を実際には含 まない

文書が検索され ることもあるため、基本方式 と比較 して検索文書数は増大する。また、あ る

文書におけ るスコア計算について比較すると、頻度合成法では1回 スコア計算するのに対

し、スコア合成法では、その文書に出現するn-gram数 だけのスコア計算を行 う。 したが っ

て、スコア計算回数は増大し、検索時間の増大が懸念 され る。結局、検索時間は検索対象 ・

検索条件 ・実装等に依存すると考えられる。

上述のスコア合成方法の基本方式(各n-gramを 含 む文書をORし たものが検索結果 とな

るので、OR型 と呼ぶこととす る)を 高速化するには 、以下の方法が考えられ る。

・スコア計算対象(検 索結果)を 少な くする

・対象文書におけるスコア計算回数を少な くする

スコア計算対象の削減方法としては、以下の2つ が ある。

・AND型



図5.3:PROX型 のスコア合成法によるランキング検索処理

検索文字列を構成するn-gramの 全てを含 む文書を検索文書 とする。

AND型 の検索処理を図5.2に 示す。スコア計算対象文書は全てのn-gramを 含む文書

であ り、ブー リアン検索の候補決定に用いたfindNextCandidate関 数(図2.6)で 見

つけ られ る。スコア計算は、対象文書において各n-gramの スコアを合計することで

求めている。

・PROX型

AND型 では、OR型 と比較すれば検索文書数は少な くなるものの、検索文字列を含む

か否かの検査は行 っていないので、検索文字列を含まない文書が検索され ることがあ

る。そ こで、検索文字列の有無を検査 し、検索文字列を含む文書をスコア計算対象文

書 とする方式が考えられ る[Aka97]。 この方式をPROX型 と呼ぶ。この方式では、検

索文書数は基本方式 と同じになるが 、スコア計算がn-gram単 位に行われ るので、ラ

ンキ ング結果は異なる。

PROX型 の検索処理を図5.3に 示す。スコア計算対象文書は検索文字列を含む文書な

ので、図3.6と 同じ方法を用いて決定するのが効率的である。スコア計算は、位置検

査によって検索文字列を含む と判断された場合について行えば よく、その場合の計算

方法 自体はAND型 の場合 と同じである。



検索結果数(#Result(X)で 手法Xの 検索結果数を表す)は 以下のような関係になる。

高速化の2つ 目の方法である対象文書におけるスコア計算回数の削減には、検索に使用す

るn-gram数 を少な くすれば良い。これはブー リアン検索の高速化でも使用された方法であ

り、スコア合成法に対しても同じものが適用できる。3章 に示したように、n-gramの 選択法

には単純パス法、最小頻度法、選択n-gram法 があ り、n-gram数(#N gram(X)で 手法Xの

n-gram数 を表す)は 以下のような関係 となる。

このように使用す るn-gramを 変え ると、OR/AND型 においては検索結果数に も影響す

る。OR型 では右か ら左に向かって検索件数が少な くな り、AND型 では逆に大きくなる。単

純パスと最小頻度パスを比較すると、n-gram数 は同一であるが、各n-gramの 文書頻度は異

なってお り、最小頻度パスの方が文書頻度の小さいものが選択されているため、検索結果は

同数になるとは限らない。PROX型 については検索件数には影響 しないが 、スコア計算に使

用するn-gramの 個数が少ない方が高速になると考え られ、右側の手法の方が高速であ る。

5.1.3従 来 手法 の問 題 点

基本方式 とスコア合成法 とい う従来手法同士を比較 し、その問題点を明らかにする。

処理 コス トについては以下のように考えられ る。スコア合成法については、OR型 ・AND

型は位 置検査が不要なのに対 し、PROX型 は検索文字列が 出現す る文書を特定するために

位置検査が必要 となる。しか し、PROX型 を基本方式 と比較 した場合、基本方式では 、文

書頻度 ・文書 内頻度のそれぞれを求める場面で位置検査を行ない、しか も文 書内頻度を求

め る際にはスコア計算対象文書におけ る全ての出現位置を求めなければならないのに対 し、

PROX型 では、スコア計算対象文書を求める際に1文 書につき高々1回 位置検査を行えば

よいので、PROX型 の処理コス トは基本方式の半分以下 と考え られ る。結局 、検索時間は

検索対象 ・検索条件 ・実装などに依存するとは言え、AND型 ・PROX型 や、n-gram数 の削

減等の高速化を適用すれば 、スコア合成法の方が基本方式よ り高速であると考えられ る。
一方

、検索精度の点か らは、基本方式が優れていると考えられ る。これは、スコア合成法

はn-gram単 位にスコア計算を行 うので、検索モデルの背景にある検索文字列の頻度情報 と

スコアに関する仮説が無視されて しま うか らであ る。具体的には以下のよ うに説明できる。

2.3.1節 で述べたように、検索文字列のスコアは文書頻度か ら算出される弁別性 と文書内頻

度か ら算出され る代表性から求められる。ところが 、検索文字列を構成するn-gramは 検索

文字列が出現 していない文書にも出現することがあるため、検索文字列の文書頻度よ りも構

成n-gramの 文書頻度は大き くな り、n-gramレ ベルでは弁別性は低 く見積もられ ることに

なる。一方、検索文字列が出現 している文書について考えると、n-gramが 検索文字列の構

成要素 としてではな く他の単語の構成要素 として出現することもあ るため、検索文字列の

文書 内頻度 よりも構成n-gramの 文書内頻度は大き くな り、n-gramレ ベルでは代表性は高

く見積 もられることにな る。この ように、検索文字列レベルの重要性が誤って見積られ るこ



とから、スコア合成法は基本方式よ りも検索精度は低いと考えられるのである。なお、構成

n-gram数 が多いカタカナ語や英単語において 、検索文字列 と構成n-gramの 頻度情報の差

が大き く、この問題が顕著になると考えられ る。

以上をまとめると、基本方式は検索精度は高いが検索が遅 く、スコア合成法は検索は速い

が検索精度が低い とい う問題点があ り、従来手法では検索速度 ・検索精度の両立をはか るこ

とが できない。

5.2本 研 究 に おけ る高 速 化 の 考 え方

本論文では、スコア合成方法とは異なるアプ ローチによ り、検索精度を低下させることな

く検索を高速化をはかる。そのアプ ローチ とは、検索文字列 として頻度に基づいてスコアを

計算するとい う基本方式の原則を生かすことで検索精度を維持 しつつ、以下のような2つ の

アイデアによって高速化を達成するものである。

・計算順序を工夫す ることで、無駄な位置検査を無 くす

・頻度情報を近似的に求めることで、位置検査を省略する

前者を順序入れ替え法、後者を頻度推定法 と名付ける。

ランキング検索の高速化は検索結果に影響するか否かによって危険な(unsafe)手 法、安

全な(safe)手 法に分けられ る[Bro95b]。 この視点か らは 、順序入れ換え法は安全 、頻度推

定法は危険な手法に分類できる。なお、データベースの高速化等では結果に影響す るような

危険な手法は通常許されない。しかし、文書検索の分野ではあいまい性を含む自然言語を対

象 とし、スコア計算 もさまざ まな仮説に基づ くものであ るため、高速化前の結果が絶対的に

正しいわけではない。そのため、結果に影響するような高速化 も、検索精度への影響が小さ

い範囲であれば許容される。

以下、両手法を詳 しく説明す るとともに両者の組み合わせについても検討す る。

5.3順 序入れ替え法

スコア計算には、文書頻度 と文書内頻度の両方が必要である。基本方式は、文書内頻度を

求め ると同時にスコアを計算しているため、文書内頻度を求める前に文書頻度(す なわち、

検索文字列を含む文書数)を 求めてお く。したが って、文書頻度 ・文書内頻度のそれぞれを

求める際に、検索文字列を加構成するn-gramの 位置検査が必要であり、索引を2回 に渡って

走査 し、位置検査を重複して実施しなければな らない。

この問題に対し、順序入れ換え法は以下のよ うに対応する。文書頻度を求める際に検索文

字列が 出現している文書については文書内頻度(全 ての出現位置の個数)を 求めることにす

れば 、検索文字列が出現している文書(す なわ ちスコア計算対象文書)の 全てが求ま り文書

頻度が確定 した時点には、各文書の文書内頻度 も求まっている状態にな る。この状態か ら、

あらためて各文書のスコアを計算することとすれば、索引の走査は1回 とな り、重複 して位

置検査を行 う必要がな くなる。なお、この方法を実現するには、スコア計算対象文書におけ

る文書内頻度1を 一時的に記録す る必要があるが 、それにはランキング検索結果においるス



図5.4:順 序入れ替え法によるランキング検索処理

コアの格納場所を利用すればよい(詳 細はアルゴ リズムの説明のなかで述べ る)。

検索アルゴ リズムを図5.4に 示す。このアルゴ リズムでは、スコア計算対象文書の文書内

頻度の記録に、最終的にはランキ ング検索結果をセ ッ トす る配列をその まま利用してい る。

まず、スコア計算対象文書ごとに スコアの代わ りに文書内頻度を記録 してお く。全ての検索

文字列を含む文書が求め終わった時点で、文書頻度が確定するので、それ と最初のステップ

で文書ごとに求めておいた文書内頻度を用いてスコアを計算する。

この手順によれば 、基本方式で最初に文書頻度を求めるために行っていたブー リアン検索

が不要 とな り、その中で行われていた位置検査分だけ検索コス トを削減できる。もちろん、

スコアを計算するために第2ス テップでは検索結果を走査する必要があるが 、これは メモ リ

上の単純な処理であ り、検索時間への影響は極めて小さい。

1多くのスコア計算式では
、式(2.2)の ように、スコアは文書頻度の項と文書内頻度の項の積で与えられる。

この場合、第1ス テップで文書ごとの文書内頻度を記録しておくのではなく、第1ス テップでスコアの文書内頻

度の項を計算してお くということも可能である。



5.4頻 度推 定 法

頻度推定法はスコア計算に必要な文書に関する頻度情報を近似的に求めることで位置検査

を省略し、検索を高速化するものである。文書に関する頻度情報である文書頻度と文書内頻

度のそれぞれの推定方法を以下で説明する。

5.4.1文 書頻度 の 推定

検索文字列がn-gramよ り長い場合、文書頻度を正確に知るためにブー リアン検索が必要

となる。したがって、検索文字列中のn-gramを 含む候補文書において本当に検索文字列が

出現 しているかを確認するために位置検査が必要 とな り、検索コス トが増大す る。この問題

を解決するため 、位置検査を行 うことな く文書頻度を推定する。具体的な推定方法 として

は、以下の2つ の方法が考えられる。

・AND方 式

検索文字列を構成するn-gramを 全て含む文書を特定 し、その文書数を検索文字列の

文書頻度 とする。 このAND方 式は、位置検査を行 うべき候補文書を求め、その件数

を検索文字列を含む件数の近似値 とするものである。

AND方 式で文書頻度を推定する場合の検索手順を図5.5に 示す。基本的な検索の流れ

は基本方式(図2.10)と 同じであるが 、最初にブー リアン検索をして検索文書を決定

する部分が位置検査を伴わない候補文書の特定(findNextCandidate関 数)と なって

いる点で基本方式と異なっている。

文書頻度推定において求めた候補文書はブー リアン検索結果に保存 しておき、スコア

計算の際に試用する。スコア計算時には 、位置検査を行い、文書内頻度が0の 文書は

最終結果に加えることはしていない。すなわち、検索文字列を含 む文書だけが検索 さ

れ、検索件数は正しい値 となる。

・MIN方 式

検索文字列を構成するn-gramの 文書頻度の最小値を検索文字列の文書頻度 とする。

このMIN方 式では、各n-gramの 文書頻度を参照するだけであり、基本方式 ・AND方

式と異な り文 書頻度を求め る段階では転置 リス トを一切走査する必要がな く、転置 リ

ス トの走査は文書内頻度を求めて文書スコアを計算す る際の1回 だけになる。

MIN方 式の検索手順は図5.6の 通 りである。4行 目等でcandidateNode→childの

よ うにな っているのは、文書頻度の推定に3.3.3節 の選択n-gram法 の候補選択用の

n-gram群 を用いることとしているためである。この部分は位置検査用のn-gram群 と

することも可能であ り、その場合には単にchildと すれば良い(性 能への影響は後述)。

スコア計算時にはfindNextCandidate関 数で候補文書を求め、getTf関 数で求めた文

書内頻度が1以 上のものだけに対 しスコアを計算している。すなわ ち、AND方 式同

様 、検索文字列を含む文書のみが検索され る。

両者を比較するとに転置 リス トの走査が1回 で済むMIN方 式が高速であるが、AND方 式

の方が真の文書頻度との差異は小さいので検索精度の点では優れていると考えられる。



図5.5:AND方 式に よる推定文書頻度を用いたランキング検索処理



図5.6:MIN方 式による推定文書頻度を用いたランキング検索処理



図5.7:文 書 内頻度の推定処理

文書頻度の推定に検索文字列中のどのn-gramを 用いるかは検索性能に影響する。AND

方式 ・MIN方 式にかかわ りな く、n-gramを 多 く使用するほど近似値と真の値 との差は小さ

くな り、検索精度の点では有利 と考えられ る。一方、検索時間の点か らはn-gramが 少ない

ほどアクセ スす るデー タ量が少な くな り、検索速度の点では優れている。6章 の評価実験で

は 、3.3.3節 の選択n-gram法 の候補文書決定用のn-gramを 使用した。

5.4.2文 書 内頻 度 の推 定

検索文字列がn-gramよ り長い場合 、文書内頻度を正確に知 るには候補文書ごとに検索文

字列の全ての出現位置を求める必要がある。すなわち、ここでも位置検査が検索コス トを増

大させることとなる。そこで、文書内頻度の場合 と同様、位置検査を伴わない方法で文書内

頻度を推定することで検索の高速化を試みる。具体的には、ある文書におけ る検索文字列の

文書内頻度をその検索文字列の構成n-gramの 文書内頻度の最小値によって推定す る2。 推

定精度 と速度に関 しては、文書頻度の場合 と同 じく、使用するn-gramが 多いほど精度は高

くなるが速度は遅 くな るとい うトレー ドオフがあ る。

検索手順は基本方式そのものでよく、図2.10の 通 りである。ただし、getTf関 数は基本方

式の図2.12で はな く、n-gramの 文書内頻度の最小値を求める図5.7の ものを用いる。ここ

では、推定値の精度を高めるため候補決定用のn-gramを 対象に最小値を求めているが、位

置検査用のn-gramを 対象 として もよい。

5.5順 序入れ替え法と頻度推定法の組み合わせ

これ までは順序入れ替え法と頻度推定法を個別に説明してきたが 、本節ではその組み合わ

せについて考察する。これ ら2つ の手法は独立なものなので組み合わせが可能であ るが、組

み合わせても高速化の相乗効果が得 られない場合もある。また、頻度推定法に関しては文書

頻度、文書 内頻度の推定について述べたが、それ らの組み合わせについて も検討す る。

組み合わせ可能性につ いては以下の ことが言える。

2文書頻度推定のMIN方 式に相当する。文書内頻度についてはAND方 式に相当する推定方式は存在しない。



表5.1:順 序入れ替え法と擬似頻度法の組み合わせ

・頻度推定法に関して、文書頻度の推定 と文書 内頻度の推定は組み合わせ可能である。

ただし、両者を組み合わせるとランキング検索において位置検査を行わない ことにな

るので、高速化が期待できる一方、検索文字列の有無を正確には判断できな くなる。

検索文字列か ら選択されたn-gramの 全てが存在する文書を検索することとな り、検

索結果はAND型 のスコア合成法と同じになる。

・順序入れ替え法と頻度推定法の組み合わせでは、文書内頻度の求め方に応じて文書頻

度が決定されるので、組み合わせ不可能あるいは意味がない場合がある。

(1).文書内頻度を推定しない場合、順序入れ替えにより文書頻度は正確に求まるので、

文書頻度を推定する意味がない。

(2).文書 内頻度を推定する場合 、順序入れ替 えによ りAND方 式による文書頻度推定

値が求まるので、文書頻度推定なし ・MIN方 式による文書頻度推定 と組み合わせ

る意味がない。

以上の検討に基づいて組み合わせ可能性を整理すると表5.1の ようになる。ここでは、組み

合わせを3文 字のアルファベッ トで表現 しており、1文 字 目は順序入れ替えを適用する(R)

しない(N)を 、2文 字 目は文書頻度推定をAND方 式でする(A)MIN方 式です る(M)

しない(N)を 、3文 字 目は文書内頻度推定をMIN方 式でする(M)し ない(N)を 示す。

基本方式(NNN;全 てが ×となっているもの)も 含めて、組み合わせは12通 りであ る。こ

こか ら上述した組み合わせ不可能な場合-(1)に よる場合がRAN,RMN、(2)に よる場合

がRNM,RMM-を 除 くと8通 りとなる。なお、最後の欄の検索件数はランキ ング検索結

果 として返され る件数であ り、○は基本方式 と同 じ値にな ること、ANDは 検索語か ら選択

されたn-gramをAND結 合 した結果(AND型 スコア合成法の結果)と 同じになることを表

してい る。

上記手法の検索精度への影響を考える。検索文字列の頻度情報の推定誤差が大きいほど検

索精度 も悪 くな るとすると3、文書頻度の推定はAND方 式、MIN方 式の順で精度が悪化す



表5.2:順 序入れ替え法と擬似頻度法の組み合わせご と位置検査回数

る。文書頻度の推定と文書内頻度の推定のいずれが影響が大きいかは不明だが、文書頻度/

文書内頻度の両者を組み合わせたものは単独の場合より精度が悪化すると考えられる。ただ

し、文書頻度/文書内頻度組み合わせであっても、検索文字列に対する頻度に基づいてスコ

ア計算を行うため、スコア合成法と比較すれば検索精度の低下は小さいと期待できる。な

お、順序入れ替え方はスコア計算に用いる値を変えるものではないので、検索精度への影響

はない。

ここまでの考察か ら、以下の右か ら左の順に検索精度が高いと考えられ る(Prec(X)でX

の検索精度を表す)。

一方、検索速度への影響は以下のようにまとめ られ る。各手法の位置検査回数を まとめる

と表5.2の よ うになる。ここで、第1ス テップは文書頻度を求めるための処理であ り、第2

ステップは文書内頻度を求める処理である。順序入れ替え法および文書頻度をMIN方 式で

推定する場合には第1ス テップは不要である。この表においてK/1/0は 、それぞれ 、検索

文字列の文書内頻度を得るために全ての出現位置を求めること、検索文字列の出現を確認す

るために1つ の出現位置を求め ること、出現位置を求めないことを意味している。

検索は表5.2の 合計欄が少ないほど高速 と考えられ る。合計欄が同じ場合については、以

下のことを考慮する必要がある。

・位置検査が0の 場合でも、候補文書を決定するために文書IDに ア クセスする、ある

いはn-gramの 出現 回数にアクセ スする必要が あるため、索引に全 くア クセスしない

わけではない。したが って、合計の位置検査回数が同じ場合であっても、第1ス テッ

プに0と 書かれている組み合わせはそ うでない組み合わせ よ りも処理量は多 く、検索

が遅いと考えられる(例 えば 、NANとRNN,NMN)。

・RNNとNLMN、 あるいはRAMとNMMの ように第2ス テ ップの値が同じ場合、順

序入れ替え法では、第2ス テ ップの後に メモ リ上でスコア計算を行 う処理が必要 とな

3検索文字列の頻度情報の推定誤差が大きいほど検索精度も悪いということは必ずしも正しいとは限らない。

それは現状のランキング検索が文書がユーザの検索要求を満足するか否かを検索文字列の頻度という単純なも

のだけで算出するモデルを採用しており、そのモデル自体も多くの仮定に基づいているからである。



表5.3:ラ ンキング検索における論理演算子の動作

る。 したが って、順序入れ換え法を組み合わせていない方式(NMN,NMM)の 方が

高速であると考えられる。

ここまでの考察を ま とめると、以下の右か ら左の順 に検索が高速 であ ると考 えられ る

(Speed(X)でXの 検索速度を表す)。

なお、位置検査が全 くな くて1つ の処理ステップで検索が実現され るNMM,RAMは 伸長

処理 ・位置検査数の観点ではAND型 スコア合成法 と同等であ る。しか し、スコア計算回数

で比較すると、スコア合成法ではn-gramご とにスコア計算をするのに対し、NMM,RAM

は検索文字列ごとに スコア計算するため、後者のほ うが少ない。

5.6論 理演 算 子 処 理

ランキング検索を適用する場面では、自然言語による検索要求文を受け付け、システムは

検索要求文か ら適切な検索条件を生成し、その条件に対する検索を実施するのが一般的であ

る[Sal83b,Fra92,Tok99]。 検索要求文から複数の検索文字列(検 索語)を 抽出した後は検

索文字列の独立性を仮定して以下のように扱われ ることが多い。

・いずれかの検索文字列が出現する文書を検索結果とする

・検索文書のスコアは、その文書におけ る各検索文字列のスコアの合計 とす る

検索結果集合の決め方はブー リアン検索におけ るOR演 算子と同じ動作であ り、子 ノー ド

のスコアを合計する機能を追加することで、OR演 算子が ランキング検索にも使用できるよ

うになる。AND演 算子、ANDNOT演 算子につ いても同様の拡張すれば、ランキ ング検索

において論理演算子を陽に使用することが可能 となる。各演算子の動作をまとめると表5.3

のようになる。

ランキ ング検索において演算子を取 り込んだモデル としては 、ファジィモデル[Rad81]、

拡張ブー リアンモデル[Sal83a]な どがある。代表的なファジィモデルでは、結果集合の決め

方は本論文 と同じであるが、スコア計算にOR演 算子では最大値、AND演 算子では最小値

を用いる。一方、拡張ブー リアンモデルでは 、AND/ORと もにいずれかが該 当する文書を

結果集合 とし、スコア計算にOR演 算子ではp-conorm、AND演 算子ではp-normと い う

距離計算を用いる。しか し、これらの方式に対しても、スコア合成方法を切 り替え可能な形



図5.8:OR演 算子のランキング検索処理

式で実装しておけば、本論文の方式で対応可能である。スコア合成方法 として何が適切かは

各モデルの適格性をテス トコレクシ ョンを用いた評価する必要があ り、本論文の範疇を超え

るので、ここでは これ以上議論 しない(次 章の評価実験では 、もっとも一般的な合成法であ

る算術和を使用す る)。

本節の残 りでは 、論理演算子の ランキ ング検索処理について、ブー リアン検索のために

3.4節 で提案した位置検査省略による高速化が適用できるかを検討する。

5.6.:OR演 算 子

ブー リアン検索では、あるノー ドについて満足すると判断された文書については、それ以

降のノードに関す る位置検査を省略することで高速化を実現 した。しか し、ランキング検索

では、その文書を満足する全てのノードのスコアを計算する必要が ある。したがって、位置

検査省略による高速化は適用できない。

処理アルゴ リズムは図5.8の ように、子 ノー ドご とにランキング検索し、その結果をマー

ジ(コ ー ド上は+=演 算子)す る。マージでは、結果集合に含 まれている文書ではスコアを加

算 し、含 まれていない文書はスコアをそのままに結果集合に追加す る。なお、本章で提案し

たランキング検索の高速化手法は各子 ノー ドの検索処理に適用可能である。

5.6.2AND演 算 子

ランキング検索の基本アルゴ リズムは、子ノー ドごとにランキング検索を行ない、それ ま

での検索結果 との集合積(コ ー ド上は*=演 算子)を 順次求めれば よい(図5.9)。*=演 算子

では結果集合に含 まれている文書に対 してはスコアを加算 し、含 まれていない文書は結果集

合か ら除外する。

ブー リアン検索では、候補特定用 ノー ドを用いて特定され る全ての子ノー ドについて候補

文書 となる文書以外では位置検査を省略す ることで、検索を高速化した。一方、ランキング

検索では、AND演 算子を満足する文書が 存在する場合、全ての子 ノードについて文書頻度



図5.9:AND演 算子のランキ ング検索の基本アルゴ リズム

が必要 となるのでブー リアン検索の位置検査省略をそのまま適用することはできない。ただ

し、ランキング検索においてスコアを計算 しなければならない文書、すなわち文書内頻度を

求め るために全ての出現位置を求める必要があ る文書は全ての子 ノー ドの検索文字列が出現

する文書だけである。したがって、それ以外の文書については検索文字列の有無だけを確認

すれば よ く、基本アルゴ リズムと比較すると、文書内頻度を求めるための位置検査を省略す

ることが可能である。

位置検査省略を適用 したランキング検索の拡張アルゴ リズムを図5.10に 示す。ここでは、

ノー ドごとにブー リアン検索を行い、それ らの集合積(*=演 算子)を 求めて検索結果集合を

決定 している。その際、ノードごとの検索結果数を文書頻度として記録 しておき、結果集合

が決 まった後に文書ご とのスコアを計算する際に利用する。

拡張アルゴ リズムでは、AND条 件を満たしている文書については、文書頻度を求めるた

めのブー リアン検索で検索文字列の有無を確認するために位置検査した上で、文書内頻度を

求め るために再度位置検査を実施してい る。したが って、拡張アルゴ リズムが基本アルゴ リ

ズムより常に高速であるとは限らないが 、AND条 件を満足する文書の割合が低いほど、あ

るいは検索文字列の文書内頻度が大きいほど拡張アルゴ リズムが有利とな る。

5.6.3ANDNOT演 算 子

ランキング検索の基本アルゴ リズムは 、第1子 ノードのランキ ング検索結果か ら第2子

ノー ドの該当文書を除去すればよ く、図5.11の ようになる。

ブー リアン検索の高速化は、第2子 ノー ドを満足する文書においては第1子 ノー ドの位置



図5.10:AND演 算子のランキング検索の拡張アルゴ リズム



図5.11:ANDNOT演 算子のランキング検索の基本アルゴ リズム

検査を省略する、あるいは、第1子 ノー ドを満足しない文書においては第2子 ノー ドの位置

検査を省略する、のいずれかによって検索を高速化した。ランキング検索では、スコア計算

が必要なのは第1子 ノー ドだけなので、後者の方法であれば 、位置省略による高速化を適用

できる。また、第1子 ノードについて、文書頻度を求めるためには検索文字列を含む全ての

文書を特定する必要はあるが、第2子 ノー ドが該当す る文書については文書内頻度を求める

必要はな く、この点か らも高速化が可能である。

前記観点か ら位置検査省略を適用したランキング検索の拡張アルゴ リズムを図5.12に 示

す。 これはブー リアン検索の拡張アルゴ リズム(図3.24)を 基本 としているものの、候補

文書の検索を行 うのは2番 目のノードだけであ り、1番 目のノー ドは基本アルゴ リズム(図

3.22)の よ うに毎回位置検査を行な う。ただし、1番 目の ノー ドに順序入れ替え法を適用し

てお り、最初のフェーズでは第1子 ノー ドの結果が見つかるごとに文書頻度をカウン トして

おき、全ての結果が見つか った後、文書ごとのスコアを計算することにしている。



図5.12:ANDNOT演 算子のランキ ング検索の拡張アルゴ リズム



第6章 ランキング検索高速化手法の評価

前章で提案したランキング検索の高速化手法-順 序入れ替 え法および頻度推定法-を 評

価する。ランキング検索の評価では、検索速度(時 間)だ けでな く、ランキング結果の妥当

性の指標である検索精度も評価する必要がある。検索精度を求めるためには、文書検索の評

価用デー タであるテス トコレクションを使用するのが一般的である[Kis00,Bae99]。 以下で

は、本研究の時点で最新の日本語向けテス トコレクションであったNTCIR-1を 用いた評価

について述べ る。

6.1評 価 デ ー タ

6.1.1テ ス ト コ レ ク シ ョンNTCIR-1

検索精度を評価するためには、検索対象 ・検索要求および その組み合わせに対する正解

文書を定めた評価用データが必要である。文書検索の分野では、検索対象 ・検索要求 ・正解

文書か ら成る評価用データをテス トコレクシ ョンと呼ぶ[Kis00,Bae99]。 本研究で使用 した

NTCIR-1(予 備版)[Sek00]は 、学術情報センター(現 、国立情報学研究所)が 作成したも

のであ り、評価実験を行った1999年 時点で最新の 日本語向けテス トコレクシ ョンであった。

6.1.2検 索 対 象

検索対象には 日英混在の学会データベースの論文要旨か ら構成され るJEコ レクシ ョンを

用いた。各論文要旨はSGML形 式であ り、タイ トル ・著者 ・会議名 ・日付 ・要旨 ・キーワー

ド ・学会名から構成され る。各フィール ドは 日本語 ・英語の両方で記述されることが あるが 、

実際には 日本語だけで記述されている場合 も多い。図6.1に 論文要旨の例を示す。評価実験

においては、文書内容に基づ く検索には直接関係ないと思われる著者 ・会議名 ・日付 ・学会

名は除外 し、タイ トル ・要旨 ・キーワー ドを抜き出して1文 書 とした。文書数は339501件 、

文書サイズは267MB(1件 当た り825B)で あった。

6.1.3検 索 条 件

テス トコレクションが評価対象 としているのはランキング検索であ り、ブー リアン形式

の検索条件ではな く、検索システムが 検索すべき文書を記述した検索要求が与え られ る。

NTCIR-1(予 備版)の 検索要求はその内容を2～3語 の名詞句の形式で簡潔に表現した 「タ

イ トル 」、内容を1文 で表現した 「検索要求」、内容を詳細に数文で表現 した 「検索要求説

明 」、内容に関連 した10～20個 のキーワー ドで表現 した 「概念」、内容の技術分野を表現

する 「分野」の5つ のフィール ドか ら構成され、SGML形 式で表現されている。図6.2に 検



図6.1:NTICR-1の 検 索 対 象文 書の 例

索要求の例を示す。本実験では 「検索要求」フィール ドのみを使用した。なお、検索要求は

30個 である。

実験で用いる 「検索要求」フィール ド(以 下、検索要求文 と呼ぶ)は 自然言語で記述 され

ている。したが って、検索要求文をそのまま検索文字列とすることはできず、そ こから適切

な検索語を抽出して検索条件を作成する必要がある。

本実験では、以下の手順で検索条件を生成 した。

(1).検 索要求文を形態素解析し、単語に分割する

(2).あ らか じめ用意 した不要語を除 く名詞類を検索文字列 として選択す る

(3).選 択された検索文字列をOR演 算子で結合 し、検索条件 とする

例えば 、図6.2の 検索課題では、検索要求文 「自律移動ロボ ットについて」は 「自律(サ 変

名詞),移 動(サ 変名詞),ロ ボット(一 般名詞),に(格 助詞),つ い(動 詞)、 て(接 続助

詞)」 のよ うに形態素解析され 、動詞 ・助詞類を除いた 「自律」「移動」「ロボ ット」が検索

文字列 として選択され、最終的には 「#or(自 律,移 動,ロ ボ ット)」とい う検索条件が生成さ

れ る。

前述の手順によって生成され た検索条件に関して、検索要求当た りの検索文字列の個数と

長さ(文 字数)の 分布を表6.1に 示す。この表から、検索要求のなかでは単語数が4の もの



図6.2:NTICR-1の 検索 要求 の例

が 最 多で12個 、検 索語 の長 さは2文 字の ものが 最 多で81個 であ る こ とが わか る。

なお 、形態素解 析には社内の言語処理 グループが 開発 したCJP(Compact Japanese Parser)

を 利用 した。CJPの 特徴 は以下 の通 りであ る[Ito91,Koj91,Moc91]。

・階層的品詞体系と、品詞 よりも微小な文法属性を記述す る素性を用い、多様なレベル

での文法記述を可能にすることにより、規則数を抑えつつ解析精度を高めてい る。

・ トライ構造を用いた辞書引き、動的計画法を用いたパス探索等によ り、高速な形態素

解析を実現している。

6.2評 価 方 法

本章の最初で述べたように検索精度と検索速度の両面から評価を行った。

6.2.1検 索精度 の評価

検索精度はNTCIRの 標準的な手順に従って評価した。以下、その手順を説明する。

検索精度の基本的な指標に再現率(recall)・ 適合率(precision)が ある[Sal83b,Wit94,

Bae99]。 再現率は正解文書を洩れな く検索できる能力、適合率は正解でない文書を検索しな



表6.1:検 索要求当 りの検索文字列の個数 と長さの分布

い能力を表すもので、以下の式で計算され る。

ランキング検索においては、どのランクまでの文書を検索文書 とするかに よって再現率 ・

適合率が異なる。NTCIRで 最も標準的な指標 として用いられ る平均適合率は、正解文書が

検索 された時点での適合率の平均値である(こ の際、検索 されなか った正解文書に対する適

合率は0と する)。 検索手法による検索結果数の違いの影響を少な くするため、ランキング

の上位1000位 までを用いて平均適合率を求める。 この ようにして検索要求ご とに求めた平

均適合率の平均値が最終的な検索精度指標 としての平均適合率である。

平均適合率はランキ ング全体に対する検索精度を測定するものなので、平均適合率だけで

はランキ ングの上位 ・下位におけ る検索特性の違いを把握することができない。 この問題点

を補 うために使用され るものとして再現率 ・適合率グラフがある。検索要求ごとに、ランキ

ングご との再現率 ・適合率から再現率が0.0,0.1,…,1.0に おける適合率を計算 し、さらに

全検索要求での平均値を求める。これをグラフに したものが再現率 ・適合率グラフである。

再現率が0.0,0.1等 の低い場合の適合率がランキング上位、再現率が0.9,1.0等 の高い場合

の適合率がランキ ング下位での検索精度を表す。

なお、NTCIRで はA(完 全に適合する)とB(部 分的に適合する)の2段 階の正解判定

を行っているが 、本実験ではA/Bい ずれ と判定されていて も正解 として扱 うこととした。

6.2.2検 索速 度 の評価

性 能 評価 の ため 、4章 と同じ く、検索 対象 文書 に 関す るbi-gram(索 引を 作成 した。使 用

したマ シン も同 じSun Microsystems社 のUltra 10(CPU:Ultra SAPRC II 300MHz,メ イ

ン メモ リ128MB)、 外付 けロー カルデ ィス ク(18GB,7200rpm,Ultra-SCSI接 続)、OSは



Solaris2.5.1で ある。索引作成に要した時間は3.8時 間で、索引サイズは490.1MB(も と

テキ ス トの1.9倍)で あった。

検索時間の測定状況は、4章 と同く、COLD,WARM,HOTの3通 りについて3回 の測定

結果の平均値を用いた(単 位は秒)。 実装に依存しない処理量を測るものとして、位置検査

数、伸長処理数 、スコア計算数 、検索文書数を測定した。位置検査数、伸長処理数は4.2節

でも測定 したものであるが、ランキング検索では文書内頻度を知るために検索文字列の全て

の出現を求める必要があるので、位置検索数は検索文字列がある文書にn回 出現 している場

合にはn回 とカウン トする。スコア計算数は、calculate()の 呼び出し回数である。これら

の評価値は、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 とした。

6.3ラ ンキ ング検 索 の ス コア 計算 手 法

ランキング検索のスコア計算には以下の式を用いた[Oga00c]。

これは確率モデルの代表的な計算式である式(2.1)を 修正 した式である(修 正内容は付録D

において詳し く説明する)。 パラ メー タは 極κt=1κd=1,κq=0に 固定した。

スコア合成法におけるn-gramス コアの合成には算術和を使用した。算術和を用いたの

は 、スコア合成法の比較検討を行な った別の評価実験においてbi-gram索 引に対する検索

精度が良か ったか らである[Oga97c]。

6.4測 定 結 果

6.4.1既 存手 法 の比較

基本方式と従来の高速化手法であ るスコア合成法について比較 した結果を表6.2に 示す。
一番左のNNNは 基本方式であ り

、それ以外のものがスコア合成法である。スコア合成法で

は 、スコア計算対象文書の決定法に関してOR型 、AND型 、PROX型 の3種 類 と、使用

す るn-gramの 選択法に関して全n-gram、 最小頻度パスの2種 類の6通 りの組み合わせを

評価した。表5.1と 同じ くアルファベ ット3文 字で表現することとし、1文 字 目はスコア合

成法であることを示すためSに 固定 し、2文 字 目は計算対象決定法をOR型(0)AND型

(A)PROX型(P)を 、3文 字 目はn-gram選 択法を全n-gram法(A)最 小頻度(M)を

示す。表6.2の 各列で、ブー リアン検索 と共通部分はこれ までと同じである。新たに追加さ

れた平均適合率、検索文書数 、位置検査数、スコア計算数は検索要求ご との値を平均値を示

している。

表6.2か ら、5.1.3節 で議論したように、検索精度では基本方式が、検索時間ではスコア合

成法が優れているとい うことが確認できる。スコア合成法の中では、最小コスト法 と組み合

わせたAND型 であるSAMが 検索精度 ・検索時間ともに優れていることがわか った。

手法ごとの特性を分析すると以下のようにまとめられ る。



表6.2:ス コア合成法の評価結果

検索精度の分析

・平均適合率を比較すると、スコア合成法のなかで最も良いSOM,SAMで も基本方式

に対して7.9%低 下している。t-student検 定による統計的検定[Hul93]で も、「基本

方式 とSAMの 平均適合率が等 しい」とい う仮説の検定統計量は2.401と な り、有意

水準2.5%でSAMは 基本方式に劣っていると判断で きる。

・ スコア合成法のバ リエー ション間の検索精度の違いを見 る。スコア計算に使用す る

n-gram選 択法(全n-gram法,最 小頻度パス法)の 影響を調べ ると、検索対象決定法

(OR型,AND型,PROX型)に よらず最小頻度パスの方が検索精度が高い。これは 、

全n-gram法 では文書頻度の大きいn-gramも スコア計算に使用され るため、検索語

とn-gramの 文書頻度のずれが大きくな るからと考え られ る。一方、検索対象決定法

の違いが 検索精度に与える影響はそれ程大き くない。これは、検索対象決定法の違い

は検索文書数に影響するものの、スコア計算方法は同じなのでPROX型 で検索され る

文書のスコアはOR型,AND型 について も等 しい値 となるか らと考えられ る。

・再現率 ・適合率グラフを用いて詳細に比較する。n-gram選 択法による相違は小さくグ

ラフ上では差異を確認しに くいので、スコア合成法のなかでは検索精度の良いSOA,



図6.3:再 現 率 ・適合 率 グ ラフ

SOMを 基本方式NNNと ともにプロットしたものが図6.3で ある。図6.3か ら、SOM

では再現率が0.2以 上で適合率が低下 してお り、ランキング中位以降の検索漏れが多

いことがわか る。SOAで は再現率が低い ところでも適合率が大き く低下 してお り、ラ

ンキング上位か らも正解が抜け落ちていることがわかる。

検索時間の分析

・検索時間を比較すると、SOA以 外では、基本方式よ りもスコア合成法の方が検索時間

が短い。これ は基本方式の位置検査回数が多いことに起因していると考えられ る。ま

た、検索時間の差異はHOTの 方がCOLDよ りも大きいが、その原因は、ブー リア

ン検索の とき と同じ く、位置検査回数の差がデ ィス クアクセスの減少に直接は結び付

かないからである。

・スコア合成法での検索時間の違いを見る。まず、対象文書決定法による影響を調べる。

OR型 では、検索文書数が多いことが検索 回数/ス コア計算回数を増加させ、検索時間

の増大につなが っている。AND型 は検索文書数が少な く、かつ位置検査が不要である

ことか ら、検索時間は最短である。PROX型 は検索文書数は基本方式 と同じで スコア

合成法の中では最も少ないが 、位置検査が必要なため、検索時間ではAND型 よ りも

検索時間が増大 している。一方、n-gram選 択法では、n-gram数 が少ない最小頻度パ

ス法の方が検索時間も短い。なお、検索要求当た りのn-gram数 は、全n-gram法 が

8.9、最小頻度パス法が6.9で あ った。



表6.3:順 序入れ替え法 ・頻度推定法の評価結果

6.4.2提 案 手法 の比 較

本研究で提案した高速化手法であ る順序入れ替え法 ・頻度推定法の評価結果を表6.3に 示

す。表の各列に与えられ ているアルファベ ット3文 字が順序入れ替え法 ・頻度推定法の組み

合わせを識別す るもので、その意味は表5.1の 通 りである。一番左のNNNは 基本方式で、

数値は表6.2と 同じであるがベー スラインとして この表に も掲載した。なお、各行の意味は

表6.2と 同じである。

表6.3に おいて順序入れ替え法を適用しているのは、NNNに 対するRNNとNAMに 対

するRAMの2つ である。それ らの組み合わせを比較することで、順序入れ替え法は検索精

度に影響することな く、検索速度を向上できることが確認できる。一方、頻度推定法(NNN

に対するNAN,NMN,NNM)は 検索精度をほ とんど低下させ ることな く検索時間を短縮 し

てお り、その有効性が確認できた。

手法ごとの特性を分析すると以下のようにま とめられ る。



検索精度の分析

検索精度の差は全体に小さく、5.5節 の予想の式(5.5)と は順序入れ替え法が検索精度に影

響 しないことを除いては必ず しも一致しなかった。これは5.2節 でも触れたように、頻度情

報の正確さと検索精度の関連がそれほど高 くないことに起因してい ると考えられ る。以下、

頻度推定法について考察する。

・文書頻度の推定による検索精度の低下は、MIN方 式(表 中ではNMN)で も1.9%と

わずかである。t-student検 定による検定統計量は1.016で 、有意水準10%で も有意

でない低下であ り、検索精度は実質的に維持された と判断できる。AND方 式(表 中で

はNAN)の 方がMIN方 式 よりも低下の割合が小さいが、5.5節 で検討した ように文

書頻度の見積もりの精度が高いか らであろ う。

・文書内頻度の推定(表 中ではNNM)に よる検索精度の低下は0.5%で あ り、文書頻

度の推定の場合よ りも小さい。

・文書頻度 と文書内頻度の両方を推定した場合(表 中のNAM,NMM)に おいても、検

索精度はほぼ 同じであった。NAMで は若干ではあるものの検索精度は向上 している

が 、この向上は統計的には有意水準10%で も有意ではない。

なお、各手法 とも、平均適合率の差異が少ないことから想像され る通 り再現率ご との適合

率の差もわずか であったため、再現率 ・適合率グラフは特に示 さない。

検索時間の分析

検索時間は検索速度の予想である式(5.5)の 通 りとなっており、5.5節 での検討が正しか っ

たことがわかる。5.5節 で検討していない点を補足すると以下のよ うになる。

・順序入れ替え法による検索速度向上の原因を確認する。アクセスページ数は順序入れ

替え法によって変化 していない。基本方式の検索においては、文書頻度を求めるため

と文書内頻度を求めるために2回 転置 リストを走査することにな るが 、順序入れ替え

法ならば1回 で済む。ただし、今回の規模であれば1回 目にアクセスしたページが全

てキャッシュに残るため、ページア クセス数は変化していない。検索速度向上は、転

置 リストのデー タの伸長処理 と、検索文字列の出現位置を求めるための位置検査数の

減少が原因 となっている。

・文書頻度推定 と文書内頻度推定の時間短縮の割合に大きな相違はないが 、組み合わせ

により相乗効果が得 られることがわか る。組み合わせにより検索語の位置検査が全 く

行われな くな り、スコア合成法で もっとも高速であるAND型 に近い検索速度を達成

できた。なお、RAM、NAMとSAMで は、検索回数 ・位置検査 回数が全 く同じであ

るのに、スコア計算回数の多いSAMの 方が検索時間が短い。これは、SAMの 方が処

理フローが簡単であるため と考えられ る。実装の改良により、差異を小さ くし、さら

にはRAM,NAMがSAMを 上回るようにすることが可能であろう。

最後に、基本的な検索手法である頻度合成法(NNN)に 対する検索精度(平 均適合率)と

検索時 間の増減比をグラフにして各手法の特徴を再確認する。スコア合成法の代表 として



図6.4:平 均適合率 ・検索時間(COLD)の 増減比(%)

図6.5:平 均適合率 ・検索時間(HOT)の 増減比(%)



表6.4:単 語 索 引 とn-gram索 引の登 録性 能 比較

SAM、 順序入れ替え法 ・推定頻度法の代表 としてRNN,NMN,NNM,RAM,NMMを 取

り上げた。COLD,HOTの グラフを図6.4、 図6.5に 示す。これ らの図においては、x軸 は0

に留まったままy軸 に沿 ってマイナス側にプロッ トされ る点が検索精度に影響を与えること

な く高速化され ることを意味してお り、提案手法のなかでもRAM,NMMが 優れているこ

とが確認できる。 これらの図からも、本研究で提案 した順序入れ替え法 ・推定頻度法は検索

精度を低下 させ ることな く検索を高速化できるとい う特徴が読み取れる。

6.5単 語 索 引 と の 性 能 比 較

これ までの評価実験により、n-gram索 引におけるランキング検索について従来方式と本研

究の提案手法の比較を行い、提案手法の有効性を確認することができた。以下では、n-gram

索引 と単語索引の性能比較を行い、1.4節 の定性的な分析の妥当性を検証する。

6.5.1単 語索 引 の評価 方法

この比較実験を行った1999年 時点では、文書検索用の転置ファイルには英語に限定 した

単語索引機能しか実装していなか った。すなわち、空白 ・カンマ ・ピリオ ド等のあらか じめ

定められた区切 り文字に基づいてテキス トを単語に分割する機能 しか実装されていなかった

ため、単語区切 りが明示的でない日本語に対する単語索引の直接的な性能測定はできない。

そこで、登録対象文書をあらかじめ日本語形態素解析プログラムにより単語分割 して英語の

ように単語間にスペースを挿入したデータを作成 し、それを対象文書とすることで単語索引

の評価を行 うこととした。

形態素解析には検索条件生成と同様に社内開発のCJPを 利用した。なお、この実験を行っ

た1999年 当時の形態素解析ライブラリとしては代表的なフ リーソフ トである奈良先端大学

院大学開発のChasenと 比較 してもCJPは 高速であった。

6.5.2登 録性 能 の比較 結果

登録性能を表6.4に 示す。単語索引と比較してn-gram索 引は登録時間は10%程 度短いも

ののファイルサ イズは約2.5倍 に大型化している。単語索引の登録時間にはCJPに よる形

態素解析時間(2894秒)が 含まれている。

この結果は1.4.3節 の表1.2の 定性的な分析 と一致 してお り、形態素解析に よる登録時間

の増大、文書あた りの索引単位数の多さによるファイルサイズの増大という両索引手法の特

性が確認できる。



表6.5:単 語 索 引 とn-gram索 引の検 索性 能 比較

6.5.3検 索性能 の比 較結 果

検索性能比較はn-gram索 引の検索手法の比較 と同様に行った。n-gram索 引に関しては、

ベースライン(NNN)・ スコア合成法で最速のもの(SAM)・ 順序入れ替え法(RNN)・ 頻

度推定法単体で最速の もの(NNM)・ 順序入れ替え法と頻度推定法の組み合わせで最速のも

の(NMM)を 取 り上げ た。評価結果を表6.5に 示す。表6.2・ 表6.3と 同様にページ数 ・位

置検査回数等の基本的な指標 と、ベースラインに対する増減比も示 している。ただし、これ

まで とは異な りベー スラインが単語索引の結果 とな っているので注意が必要である。

表6.5か ら、検索精度はn-gram索 引のほ うが優れているものの、検索時間が大幅に増大

す ることがわか る。

検索精度についてまとめると以下の通 りである。

・ スコア合成法以外のn-gram索 引の検索精度は単語索引より約3～5%良 い。これは複

合語 と構成語の問題、形態素解析誤 り等に よる検索漏れが原因と考え られ、単語索引

の問題点を確認することができた。実際、単語索引の検索文書数は37735件 とn-gram

索引より15%近 く少な く、検索漏れが生 じていることがわか る1。

1n-gram索 引では文字列上の一致だけから検索される過剰検索が起きているので、検索文書数の減少分の全

てが形態素解析による検索漏れというわけではない。



・n-gram索 引のなかではSAM(ス コア合成法)だ けが単語索引 より検索精度が低い。

単語索引とスコア合成法は索引単位の頻度情報に基づいてスコア計算するとい う点で

は同 じである。両者を比較 した場合には単語索引の検索精度が優れているとい うこと

は 、単語単位の頻度情報に基づ くスコア計算が有効であるとい う5.1.3節 の考察の正

しさを実験的に確認できたと言える。

一方
、検索時間の傾向をその他の評価指標 と同時に検討すると以下のようにまとめ られ る。

・n-gram索 引のなかでは基本方式であるNNNが 最も遅 く、SAM,NMMが 高速である。

ただし、SAM,NMMで あっても単語索引に対 してはCOLDの 検索時間が約35%増 大

してお り、単語索引の高速性が確認できる。

・単語索引の高速性は、IO処 理の指標であるページ数、CPU処 理の指標であ る位置検

査数 、伸長処理数、スコア計算数の全てがn-gram索 引よ り優れていることの結果で

あると確認できる。

・単語索引におけるアクセスペー ジ数は全体で28.9で あ り、100ペ ージを超えるn-gram

索引の1/3以 下 と非常に少ない。このように差が大きい理由としては、n-gram索 引で

は検索文字列の長さに応じてア クセスす るn-gram数 が増大すること、同一の索引単

位であ っても単語索引では単語 としての出現だけであ るのに対しn-gram索 引では単

語であるか否かに関わらず全ての出現を記録するためにデータ量が増大すること、の

2つ が考えられ る。前者に関しては、検索時にアクセスする索引単位の個数で確認で

きる。実際、単語索引では3.8個2で あるの対しn-gram索 引では10.6個 であ り、大き

な差が存在している。

一方
、アクセスページ数は約250%増 大しているのに対して検索時間は最大でも85%し

か増大 しておらず、ページ数の差 と比べて検索時間の差は相対的に小さい。この理由

としては、単語索引では索引単位あた りのデータ量が少ないために索引単位ご とにラ

ンダムアクセスが必要とな るのに対し、n-gram索 引では索引単位あた りのデー タ量が

多いために1つ の索引単位のデー タが複数ページにまたが り3、シーケンシャルアクセ

スの割合が相対的に高いからと考えられ る。

・単語索引による検索では位置検査が不要なので、位置検査数は0で ある。一方、n-gram

索引では、高速化のために位置検査を完全に省略したSAM,NMMを 除いては、位置

検査は発生する。

・伸長処理数の差は190～380%と 非常に大きい。位置検査が不要であるSAM,NMM

でも約190%と 大きな差がついているが 、これはページ数のところでも説明 したよう

に1つ の検索文字列の処理に複数のn-gramが 必要であることと索引単位 ごとのデー

タ量が増大 していることの2点 が原因 と考えられ る。さらに 、NNN,RNN,NNMで

は、位置検査が必要であるため、単語索引 との差異が さらに大き くなっている。

2表6 .1か ら検索要求ごとの検索文字列数は4.1個 である。単語索引では索引単位数と検索文字列数が一致す

るはずであるが、実際にアクセスした索引単位数が3.8個 と少ないのは、検索文字列に一致する索引単位が索引

中に存在していないことがあるからである。
3次章の転置ファイルの物理編成法において説明するが

、各索引単位の格納形式には単一ページに収まるショー

トリストと複数ページにまたがるロングリストの2種 類がある。n-gram索 引においてはロングリストの個数が

増大する。



・ スコア計算数の差は、検索文書数の差とほぼ一致している。両手法で用いる検索文字列

　は共通であ り、SAM以 外は単語単位にヒットと判定された文書においてスコア計算を

 行 うため、スコア計算数は検索文書数に比例すると考えられ るか らである。SAMで は

 検索文字列を構成するn-gramご とにスコア計算を行 うため、スコア計算の差(65.0%)

 は検索文書数の差(17.3%)よ りも増大している。

・検索時間のCOLD,WARM,HOTで の違いを検討する。単語索引に対するn-gram索

引の検索時間の増大は、COLDで35～85%、WARMで70～150%、HOTで8～

110%で ある。n-gram索 引の高速化手法の比較ではCOLD,WARM,HOTの 順に効果

があったの と比較 して、WARMで の影響が最も大きい点でこれ までとは異なる傾向が

見られる。これは検索時間に占め る割合が大 きい10処 理が、単語索引 とn-gram索 引

の比較では、COLDよ りもWARMに おいて差が増大す ることの影響 と考えられ る。

実際、COLDに おけるページ数である 「ページ数:全 体」の増減比が250%程 度であ

るのに対 し、EVALに おける 「ページ数:評 価」では300%程 度になっている。この増

減比は、CPU処 理である伸長処理数および スコア計算数の増減比 よりも大きいため、

HOTよ りもWARMの 方が単語索引とn-gram索 引の検索時間の差 も大き くなった と

考えられ る。

なお 、ここで の比 較 ではn-gram索 引はbi-gram(η=2)と して い る。1.5.1節 に 示 した よ

うなn-gram抽 出法の 改 良を施 す ことで 、n-gram索 引の 検 索性 能 を向 上 させ る こ とが で き

る。す なわ ち 、この評 価実験 は検 索速 度に 関 してn-gram索 引が 不利 な状 況 であ り、この結

果 だけ か ら単 語索 引 とn-gram索 引の優 劣 を決 め られ るもの では ない。



第7章 高速検索手法向きの転置 ファイルの物

理編成法

前章 まででは、長い検索文字列処理に伴 う位置検査を省略するとい う考えに基づ く高速検索

手法を提案 してきた。しかし、検索処理時問は転置ファイルの物理編成に も依存しているた

め、物理編成が位置検査省略にふさわ しいか 否かに応 じて高速化の効果 も大き く左右され

る。そ こで、本章では位置検査省略向きの転置ファイルの物理編成法ついて検討す る。

7.1従 来 の転 置 フ ァイル の物 理編 成 法

7.1.1転 置 フ ァイル の基本 的な 物理 編成 法

転置ファイルは登録文書から抽出された索引単位の出現情報を索引単位ご とに記録するも

のである゜索引単位(n-gram索 引ではn-gram)ご とに出現情報を記録す るデータ構造が転

置 リストで、索引文字列 ・文書頻度(索 引単位が出現する文書数)等 の転置 リス ト全体に関

わる情報を記録す るヘ ッダー部 と文書ID・ その文書におけるn-gramの 出現 回数 ・その文書

における出現位置等の文書ごとの出現情報を記録するデー タ部か ら構成され る。転置 リス ト

のデータ部を模式的に示す と以下の通 りである。

〈 文 書ID=1,頻 度=3,位 置={6,18,42}〉〈 文 書ID=5,頻 度=1,位 置={30}〉

転 置 フ ァイル は 、 図7.1(図2.14の 再 掲)の よ うに 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)ど 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゜

検索高速化には、検索時のデ ィスクアクセスを少な くすることが重要であ る。そのために

は、各転置 リス トは単一の連続領域に配置することが望ましい。しかし、転置 リス トを常に

単一連続領域に配置す るには文書登録時のデータ移動量が増大 し、登録コス トは高 くなる。

すなわち、登録 ・検索性能は相反する傾向があるので、物理編成を検討する際に も対象アプ

リケーションに応じて両者のバランスを とる必要がある[Fa182]。 例えば、WWWの サーチ

エンジンでは、一定期間ごとに索引を再作成するので検索性能中心に考えれば よい。一方、

オフィスにおける文書管理のための全文検索であれば 、業務上作成された文書が随時登録 さ

れ るので、登録性能も十分に考慮しなければな らない。本研究の適用先には文書管理等も含

まれているので、本章の議論では登録性能に も配慮する。

登録 ・検索の両性能に配慮した転置 リス トの物理配置法 として、転置 リス トの大きさがディ

ス クアクセスの単位であるページを超える場合には転置 リス トを リンクされ た複数ページに

分割す る方法があ る[Fa182]。 この場合 、転置 リス トは大 きさに応じてシ ョ-ト リス トとロ

ング リス トの2つ の分類できる[Bro95a,Tom94]。



図7.1:転 置ファイルの論理構成

●シ ョー トリス ト

シ ョー トリス トとは大きさが1ペ ージ以下で、1ペ ージに格納 され る転置 リス トであ

る。転置ファイルを小さくするためには全てのショー トリストができるだけ少ないペー

ジに収 まることが望ましいので、1つ のページには詰められ るだけのシ ョー トリスト

を格納する1。 ショー トリス トの大きさはそれぞれ異なるので、ショー トリス トは図7.2

のよ うな ヒープ形式でページに格納す るの[Zob93]。

シ ョー ト リス トは ヘ ッダー部 とデ ー タ部か ら構 成 され て お り、両者が 隣接 す る よ うに

ペ ー ジ 内に 配置 す る。 ヘ ッダ ー部 には 、索 引単位 、文 書頻度 等 を記 録 す る。デ ー タ部

(図7.2のid-frequency-locationの 部 分)に は 、文 書ID・ 文書 内頻 度 ・文書 内 出現位

置を 記録 す る。

・ロング リス ト

ロング リス トとは大きさが1ペ ージを超え、複数ページに またが って格納され る転置

リス トである。ロング リス トの構成は図7.3の ようにな り、先頭のヘ ッダーページに

その転置 リス ト全体の情報を記録するヘ ッダー部は先頭のヘ ッダーペ ージに配置し、

デー タ部はヘ ッダーページの残 りの部分 と残 りのページに格納する。検索速度の点か

らは、ロング リス トを構成するページはできる限 り隣接 した位置に配置することが望

ましい[Zob93]。

7.1.2転 置 フ ァ イル の 圧 縮

ファイルサイズの小型化およびそれに伴 う登録 ・検索の高速化のため、2.4.2節 で述べた

ように転置ファイルは圧縮するのが一般的である。通常、転置 リス ト単位に以下のよ うに圧

縮する[Witg4,Zob93]。

・文書IDは 前回の出現との差分を可変長符号化により圧縮する

1ペ ー ジ管 理 を 簡 単に す る ため
、シ ョー ト リス トとロ ン グ リス トの一部 が 混在 す るペ ー ジ は考 え な い。



図7.2:シ ョー ト リス トのペ ージ での格 納

図7.3:ロ ン グ リ ス ト

・出現頻度はそのままの値を可変長符号化により圧縮する

・出現位置は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

転置 リス トの圧縮を模式的に示すと以下のようになる。

〈 文 書ID=1,頻 度=3,位 置={6,18,42}〉 〈 文 書ID=5,頻 度=1,位 置={30}〉

↓(差 分 計 算)

〈 文 書ID差 分=1,頻 度=3,位 置 差 分={6,12,24}〉 〈 文 書ID差 分=4,頻 度=1,

位 置 差 分={30}〉 …

↓(符 号 化)

〈 文 書ID差 分='1',頻 度='011',位 置 差 分={'00110','0001100','000011000'}〉 〈

文 書ID差 分='00100',頻 度='1',位 置 差 分={'000011110'}〉 …

ここでは、2.4.2節 に示した符号化方式の1つ であ る γ符号[Wit94]を 用いた。

実際には、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ことが望ましい。適切な圧縮を施すことにより、文書内位置を

記録しない文書レベルの単語索引であれば もと文書の10%程 度、文書内位置を記録する単語



レベルの単語索引でもと文書の25%程 度の大きさに まで索引を小型化できる[Wit94,Zob92]。

ただし、これ らの数値は不要語(stopword)を 除いた場合の結果であ る。n-gram索 引の場

合、文書から抽出される索引単位の個数が多いこと、文書内位置 も記録する必要があることか

ら、圧縮を施してももと文書 と同等か ら2倍 程度の大 きさになる[Aka96b,Mat97a,Sug96]。

それで も、圧縮 しない場合の20～30%程 度にまで小型化することが可能である[Mat97a]。

7.2従 来の物理編成の改良手法

7.2.1基 本 的な 物理 編成 法 の問題 点

前節に示した転置 ファイルの基本的な物理編成法と圧縮法の問題点は十分な検索性能が

得 られ ないことである。例 えば 、1つ の転置 リス トの文書IDだ けを参照すれば よい検索

(n-gram索 引であればnに 等しい検索文字列、単語索引であれば複合語ではない単純な単語

に対するブー リアン検索)は 以下の理由から効率的ではない。

・転置 リストが ショー トリス トの場合、データ部には文書ID・ 文書内頻度 ・文書内出現

位置が出現文書順に圧縮して記録 されているので、文書IDだ けを得 るためにも文書内

頻度 ・文書内出現位置を伸張 しなければ ならない。すなわち、本来は伸長不要なデー

タが 無駄に伸長され てしまい、検索が遅 くなる。

・転置 リストがロング リス トの場合、文書ID・ 文書内頻度 ・文書内出現位置が連続 して

記録されているので文書IDに アクセスする際には文書内頻度 ・文書内出現位置も同

時に読み出さなければならない。すなわち、前述した伸長の問題に加え、本来はアク

セ ス不要なデー タに対 して無駄にアクセスすることも問題 とな る。

一方
、複数の転置 リス トのANDを とる検索では、前の値 との差分を符号化するという文

書IDの 単純な圧縮法のために検索が非効率的になる。単純な圧縮法では 、各転置 リス トの

全ての文書IDを 伸長した上でANDを 求めなければな らないが、転置 リス トに記録されてい

る文書数が多い場合には全てを伸長するだけでもかな りの処理量 となるか らである。n-gram

索引の長い検索文字列に対する候補文書特定処理は転置 リス トのAND検 索 として実現され

るので、この問題は特に重要である。

これ ら問題を解決 して検索を高速化するため、転置ファイルに関する様々な改良が これ ま

でに も提案されている。主な改良提案は以下の通 りである。

・文書IDと 文書内出現位置の格納ページの分離

・文書内出現位置の圧縮データ長の記録

・圧縮のブロック化

・圧縮符号化手法の改良

符号化手法の改良は転置ファイルの物理編成とは関係ない項目であるので除外し、それ以

外の項目について次節以降で説明する。



図7.4:分 離型 ロン グ リス ト

7.2.2文 書IDと 文書 内出現位 置 の格納 ペー ジ の分 離

文書IDに アクセスする際に文書内出現位置等 も必ずア クセ スされ る問題は、文書IDと

文書内出現位置を格納す るページを分け ることで解決できる[Bro95b]。Brownら によって

提案された方法では、ロングリス トを以下の3種 類のページに分割 して格納する。

・IDペ ージ:文 書IDと 文書内頻度を格納する

・LOCペ ージ:文 書内出現位置を格納する

・ヘ ッダーページ:ヘ ッダー部、IDペ ージを管理するIDペ ージディレク トリ、LOCペ ー

ジを管理するLOCペ ージデ ィレクトリを格納する

ここで、Brownが 文書内頻度を文書ID側 に配置 したのは、文書内頻度が必要なランキング

検索の高速化を 目的としているか らである。

Brownの 提案するロングリス トの構成を図7.4に 示す。なお、ヘッダーページの余った部分

には、文書IDと 文書内頻度のうち文書内頻度の大 きいものを収まりきれるだけIDペ ージと

重複して格納する。ヘ ッダーページに格納 される文書IDと 文書内頻度は、Pruning[Har90]

に よる検索高速化のために用意したもので、Pruningの 際にIDペ ージへのアクセスが不要

とな るため、検索高速化の効果が大き くなる。

文書内出現位置を分離した転置 リス トのデー タ部はっぎのよ うになる。



〈 文 書ID=1,頻 度=3,位 置={6,18,42}〉 〈 文 書ID=5,頻 度=1,位 置={30}〉

↓(位 置情 報 の分離)

ID・ 頻 度:〈 文 書ID=1,頻 度=3〉 〈文 書ID=5,頻 度=1〉…

出現 位置:〈 位 置={6,18,42}〉 〈位 置={30}〉 …

このよ うに出現位置を分離 した転置 リストを分離型転置 リス トと呼ぶ。分離型転置 リス トに

おいて も通常の転置 リス トと同様に圧縮す る可能である。前述の例であれば、圧縮結果は以

下のよ うになる。

ID・ 頻 度:〈 文 書ID差 分='1',頻 度='011'〉 〈 文 書ID差 分='00100',頻 度='1'〉

出 現 位 置:〈 位 置 差 分={'00110','0001100','000011000'}〉 〈 位 置 差 分={'000011110'}〉

分離型転置 リス トでは 、出現位置が 不要な検索においてはLOCペ ージへ のア クセスを省略

できるだけでな く、出現位置の無駄 な伸長処理も削減できるとい う利点もあ る。

なお、シ ョー トリス トに対しても文書内出現位置の分離は適用可能であ り、その結果不要

な伸長処理を削減できる。しか し、もともと1ペ ージに収まるシ ョー トリス トにおいて文書

IDと 文書内出現位置を分離しても、文書IDの みを必要とする検索においてはア クセスする

ページ数を削減することはできず、逆に出現位置が必要な場合には2ペ ージにア クセスしな

ければならないとい う理由から、Brownら は出現位置の分離をショー トリス トには適用して

いない。

7.2.3出 現 位置 圧縮 長の記録

出現位置情報の伸長を行 うことな く次の文書に移動するには、各文書ご とに出現位置情報

の圧縮 したビット長(以 下、出現位置圧縮長 と呼ぶ)を 記録しておけば よい[Mat97a]。 出現

位置情報が不要な場合には ビット長だけスキ ップすることで次の文書IDの 記録位置に移動

できるので、不要な出現位置を伸長 しな くて も済 ませ られるからである。ファイルサイズの

増大をできるだけ少な くするため、ビット長 自身を可変長符号化して圧縮 記録する。

先に示した転置 リス トに出現位置圧縮長を追加すると以下のようになる。

〈 文 書ID=1,頻 度='011',位 置 差 分={'00110','0001100','000011000'}〉 〈 文 書

ID差 分='00100',頻 度='1',位 置 差 分={'000011110'}〉 …

↓(圧 縮 長 の 追 加)

〈 文 書ID=1,頻 度='011',圧 縮 長=21,位 置 差 分={'00110','0001100','000011000'}〉 〈

文 書ID差 分='00100',頻 度='1',圧 縮 長=9,位 置 差 分={'000011110'}〉 …

↓(圧 縮 長 の 符 号 化)

〈 文 書ID=1,頻 度='011',圧 縮 長='000010101',位 置 差 分={'00110','0001100',

'000011000'}〉 〈 文 書ID差 分='00100'
,頻 度='1',圧 縮 長=00001001',位 置 差 分

={ラ000011110'}〉 …

なお、前節で も論じたように検索によっては出現位置だけでな く文書内頻度も不要な場合

があるので、文書内出現頻度を含めた圧縮長を記録することも考えられ る。しか し、ランキ



ング検索では文書内出現頻度は必ず必要となるので、出現位置の圧縮長を記録するほうが

よい。

7.2.4圧 縮 の ブ ロ ッ ク化

これ までに説明した2つ の提案は出現位置のアクセス ・伸長に関する効率化であるのに対

し、圧縮のブロック化は文書IDの 伸長を効率化するものである。具体的には、文書IDを

先頭か ら連続 して圧縮するのではな く、文書IDを 適当にブ ロック化し、各ブ ロックの先頭

の文書IDは 直前の値 との差分をとらずに記録し、残 りの文書IDは これ まで通 り直前の値

との差分を可変長符号により圧縮する[Anh98,Mof94b,Mof96b,Mof95]。 一方、検索は以

下の2段 階で実施する。

・ブ ロックの先頭の文書IDを 用いて所望の文書IDが 含まれ る可能性があるブロックを

特定する

・ブ ロック内部を順に伸長しながら探索する

この結果、先頭から全ての値を伸長する必要がな くな り、検索に要する伸長処理を大幅に削

減できる。

ブロ ック化の方法はつぎの2つ に大別できる。

・固定数ブ ロック法:ブ ロックに格納す る値の個数を固定とする方法

・ 固定長ブ ロック法:ブ ロックの大きさを固定 とする方法

以下 、それぞれの方法について詳細に説明する。

固定数ブロック法

固定数ブロック法はブ ロックに格納する文書数を固定 とする方法である。文書ID等 の圧

縮デー タサイズは文書ごとに異なるので、ブロックの大きさもブ ロックごとに異なる。

Moffatら の提案[Mof94b,Mof96b]に よれば 、各ブ ロックには以下のよ うにデー タを記録

する。

・先頭の文書IDは 、前のブ ロックの先頭の文書IDと の差分を可変長符号に よ り圧縮

す る。

・ 先頭文書IDに 続いて、次のブロックまでのビット長を圧縮して記録す る。ただし、ビッ

ト長を伸長 した時点では、先頭文書IDと ビッ ト長の大きさは既知 となるので、ビッ

ト長として記録するのは現在のブロックの大きさではな く先頭を除いた残 りの文書ID

の圧縮ビ ット長の合計 とする。

・ 残 りの文書IDは 前の文書IDと の差分を可変長符号により圧縮する。

例えば 、ブロック当た りの文書数を4と すると圧縮結果は以下の ようになる(オ リジナル

は文書IDと 文書内頻度を記録する転置 リス トに適用 しているが 、見やすさのために頻度は

省略す る)。



<文 書ID=1><文 書ID=5><文 書ID=8><文 書ID=11><文 書ID=12><文

書ID=16><文 書ID=18><文 書ID=20><文 書ID=23>…

↓(ブ ロ ッ ク化)

[<文 書ID=1><文 書ID=5><文 書ID=8><文 書ID=11>][<文 書ID=12><

文書ID=16><文 書ID=18><文 書ID=20>][<文 書ID=23>…

↓(差 分 計算)

[<文 書ID差 分=1><文 書ID差 分=4><文 書ID差 分=3><文 書ID差 分

=3>][<文 書ID差 分=11><文 書ID差 分=4><文 書ID差 分=2><文 書ID差

分=2>][<文 書ID差 分=11>…

↓(符 号 化)

[<文 書ID差 分='1'><文 書ID差 分='00100'><文 書ID差 分='011'><文 書

ID差 分='011'>][<文 書ID差 分='0001011'><文 書ID差 分='00100'><文 書

ID差 分='010'><文 書ID差 分='010'>][<文 書ID差 分='0001011'>…

↓(圧 縮 長 の追加)

[<文 書ID差 分='1',圧 縮 長=11><文 書ID差 分='00100'><文 書ID差 分

='011'><文 書ID差 分='011'>][<文 書ID差 分='0001011',圧 縮長=11><

文書ID差 分='00100'><文 書ID差 分='010'><文 書ID差 分='010'>][<文 書

ID差 分='0001011',圧 縮長=10>…

↓(圧 縮 長 の符号 化)

[<文 書ID差 分='1',圧 縮長='0001011'><文 書ID差 分='00100'><文 書ID差

分='011'><文 書ID差 分='011'>][<文 書ID差 分='0001011',圧 縮 長='0001011'><

文書ID差 分='00100'><文 書ID差 分='010'><文 書ID差 分='010'>][<文 書

ID差 分='0001011',圧 縮長='0001010'>…

固定長ブ ロック方法

固定長ブロック法はブロックの大きさを 固定 とする方法である。固定数ブ ロック法とは逆

に、ブ ロックに格納され る値の個数がブ ロックごとに異なる。

Anhら の提案[Anh98,Mof95]に よれば 、各ブ ロックには以下のようにデー タを記録す る。

・先頭の文書IDは 差分 ・圧縮をせずにその まま記録する。

・残 りの文書IDは 前の文書IDと の差分を可変長符号に より圧縮す る。

固定数ブ ロック法 とは異な り、ブロックの大きさが固定であるため、圧縮長をブ ロックごと

に記録す る必要はない。また、この方法では、先頭文書IDの 記録法がMofEatら の固定数ブ

ロック法とは異な っている。固定長ブ ロック法で もMoffatら の方法を採用することも可能

であるが、Anhら はブ ロックの決定時に伸長が不要で高速検索可能であ るこ とを鑑み、先

頭文書IDを そのまま記録 している。

この方法による圧縮結果を以下に示す。

<文 書ID=1>〈 文書ID=5><文 書ID=8><文 書ID=11><文 書ID=12>〈 文

書ID=16><文 書ID=18><文 書ID=20><文 書ID=23>…

↓(ブ ロ ッ ク化)



[〈 文書ID=1〉〈 文書ID=5〉〈 文書ID=8〉〈 文書ID=11〉〈 文書ID=12〉][〈

文 書ID=16〉〈 文 書ID=18〉〈 文 書ID=20〉〈 文 書ID=23〉 …

↓(差 分 計算)

[〈 文 書ID=1〉〈 文書ID差 分=4〉〈 文書ID差 分=3〉〈 文書ID差 分=3〉〈 文

書ID差 分=1〉1[〈 文書ID=16〉〈 文書 差分ID=2〉〈 文書ID差 分=2〉〈 文書

ID差 分=3〉 …

↓(符 号 化)

[〈 文 書ID=1〉 〈 文書ID差 分='00100'〉 〈 文 書ID差 分='011'〉 〈 文書ID差

分=ラ011'〉 〈文書ID差 分='1'〉1[〈 文書ID=16〉 〈文 書差分ID='010'〉 〈 文書

ID差 分='010'〉 〈 文書ID差 分='011'〉 …

ここでは、データ全体をブ ロック化 ・差分計算 ・符合化の順に処理す るように図示してい

るが 、実際にはデータの先頭から差分の計算、符号化を行ないなが らブロックの範囲を決定

するように処理は進む。なぜな ら、各ブ ロックに詰められるデー タの個数は値を圧縮しなけ

れば決定できないか らであ る。上の例では、ブ ロックの圧縮部分の大きさを12ビ ットとし

てお り、5個 目の文書ID=12ま でであれば ビット長は12で あるが、6個 目の文書ID=16ま

でであれば ビット長は17(12に 差分4を 圧縮ビッ ト数5を 加えた値)と なるため、最初のブ

ロックには文書ID=12ま でを格納 している。2番 目のブ ロックについては、先頭のブロッ

クにどの文書IDま でが入るのかが決 まってか ら値を詰め ることとなる。

固定数ブ ロック法 と固定長ブロック法の比較

固定数ブ ロック法は、領域に無駄が生じないのでファイルサイズを小型化できるとい う長

所があ る一方、ブロックサイズが一定ではないのでランダ ムアクセ スは不可能であり、検索

処理が複雑で速度の点でも不利とな る。固定長ブ ロック法は、未使用領域ができることがあ

るため小型化の点では不利であるが 、ランダムアクセスできるので高速化に向いている。た

だし、ファイルサイズへの影響を考えた場合 、実際にはブロックサイズは数10～ 数100バ イ

トであ るのに対して未使用領域はせいぜい数バ イトと小さいため、両者のサイズ差はわずか

である。したが って、検索が高速である固定長ブ ロック法の方が望ましいと考えられる。実

際、両者とも同一グループが提案しているものであるが 、最近のシステムでは固定長ブ ロッ

ク法を採用している[Anh981]。

7.3高 速検 索手法 向 きの 転置 フ ァ イル の検 討

本研究で提案したn-gram索 引の高速検索手法の基本アイデアは、長い検索文字列の処理

で必要になる位置検査を可能な限り省略するとい うものである。以下では、位置検査省略向

きの転置ファイルの物理編成を検討す る。

n-gramの 位置検査省略 とい う観点からは、転置ファイルの構造に関して以下の項 目を考

慮すべ きと考えられ る。

・検索文字列がn-gramに 等しいか短い場合のブー リアン検索には文書内頻度 ・文書内

出現位置は不要である。したが って、文書IDだ けにアクセスできる必要がある。



・検索文字列が長い場合のブー リアン検索には 、候補文書特定のために検索文字列か ら

抽出され た複数のn-gramに よるAND演 算子が多用 され る2。 また、ランキング検索

のAND方 式による文書頻度の推定で も同様である。これ ら場合のAND処 理では全

てのn-gramが 出現する文書IDを 特定す るため、転置 リス ト内を文書IDで 高速検索

できる必要がある。

・候補文書が特定された場合には、その文書におけ る出現位置情報に基づいて検索文字

列の位置検査を行 う。 したが って、特定され た文書の出現位置を高速に読み出せるこ

とが必要である。

これ らの要請に対応す るため、以下の方針を採用す る。

・転置 リス トをデー タサ イズに応 じてショー トリス トとロング リス トに分類する。

1ペ ージに収まるか否かに応 じてショー トリス ト、ロング リス トに分類する。 この点

では従来の方式 と変わ りはない。

・シ ョー トリス ト、ロング リス トとも分離型転置 リス トとする。

高速化のために分離型転置 リス トを採用する。ただ し、ロング リス トのみを分離型と

したBrownら とは異な り、ショー トリス トも分離型とする。これは、ショー トリス ト

においても文書IDに よる検索には不要な出現位置情報を分離することで、伸長処理の

コス トを最大限に削減するためである。ただし、ショー トリストの2つ の領域は、出

現位置情報が必要な場合に新たなページアクセスが発生 しないよう、同一ページに配

置することとした。

・分離型の構成では 、文書IDと 文書 内頻度-文 書内出現位置に分離す る形式 とする。

文書IDと 文書内出現位置を分離す るとい う点では、Brownら と同じであるが 、文書

内頻度を文書内出現位置側に配置 した点が異なる。このような配置 としたのはn-gram

索引の第1の 要請事項を考慮 して 、文書IDに よる転置 リス ト内の検索を最大限に高

速化するためであ る。

・ ロング リス トでは 、文書IDを 固定長ブ ロック法に よってブ ロック化する。

文書IDを 分離させるだけでは高速化に十分ではないので 、伸長処理をさらに削減す

るためにブロック化を導入し、その方法にはブロック間の移動が高速に行える固定長

ブロック化法を採用する。さらに 、候補文書を特定した際にその文書に対応する出現

位置に高速にアクセス可能 とす るため、文書IDの ブ ロック化に同期するよ うに文書

内頻度-文 書内出現位置 もブ ロック化する。

なお、ショー トリス トについては、1ペ ージ内に格納できる文書数はそれほど多 くな

いこと、ロング リス トに比べると個数が多いためにブロック化に よるデータサイズ増

大の影響が大きい ことを考慮 し、ブロック化は行なわない。

・出現位置圧縮長を記録する。ただ し、文書 内頻度が1で あ る場合は例外として圧縮長

は記録 しない。

2n-gramに 等 しいか 短 い検 索文 字列 のAND条 件 で も
、n-gramのAND処 理が 行わ れ る。



図7.5:高 速検索手法向き転置ファイルの構成

所望の文書IDに 対する文書内頻度/文 書内出現位置に高速にア クセスするために、文

書ごとの出現位置圧縮長を記録する。ただし、7.2.3節 のよ うに全ての文書について圧

縮長を記録す るのではな く、文書内頻度が2以 上のものについてのみ記録することと

した。 この方式を圧縮長の適応型記録方式と呼び 、詳細は7.4.1節 で述べる。

さらにn-gram索 引向け とい うことでは、本論文の高速化の対象 として取 り上げてはいな

いn-gramよ り短い検索文字列についても考慮する必要があ る。短い検索文字列の検索で

は 、検索文字列 と先頭が一致するn-gramをOR条 件 として処理するので、転置 リス トを辞

書順に ソー トし、処理対象の転置 リス トをできるだけ少ない物理的に隣接 したページに配置

しなければな らない。

以上の検討に基づき、図7.5の よ うに転置ファイル は転置 リストに対するB+-treeフ ァイ

ル として実現 した3。 ショー トリストを含むページには辞書順に連続するショー トリス トを配

置 し、辞書 ファイルか らはそのページの先頭の転置 リス トのみを指す。ロングリス トはヘッ

ダーページのみが辞書ファイルから指されてお り、それ以外のページはヘ ッダーページか ら

の リン クによって辿る。

7.4転 置 リス トの 構 造

この節では、転置 リス トの構造をシ ョー トリス ト・ロング リス ト(以 下では改良型ショー

トリス ト ・ロング リストと呼ぶ)に わけて詳し く説明する。ただし、まず両 リス トに共通で

ある出現位置情報の圧縮長の適応型記録方式を説明す る。

3辞 書 フ ァ イル の 形 式 として はB+-tree以 外 に もhash[Fol92]等 が 候補 とな るが 、辞書順 に ソー トした索 引

単 位 を 扱 い易 い こ とか らB+-treeが 最 適で あ る。 さ らに 、(1)文 書 が 追加(お よび 削 除)さ れ る動 的環 境に も

向い て い るこ と 、(2)索 引 文字 列の 出現 の偏 りは 大 きい[Bro95a,Zip49]の で 、hashの 場 合に は適 切なhash関

数 を 選 択す るのが 難 しい こ と、の2点 か ら もB+-treeは 辞 書 フ ァ イルに 向 い てい る 。



7.4.1出 現位 置 圧縮 長 の適 応型 記録 方式

文書 内頻度が1で あ る場合には 、出現位置圧縮長を記録 しても次の文書の出現位置への移

動を高速化できるわけではない。圧縮長 も圧縮 して記録 しているため、圧縮長を得るにはそ

れ 自体を伸長しなければ ならず、1つ の出現位置を伸長するのと同じことになってしまうか

らであ る。そ こで、適応型記録方式では、出現位置圧縮長を文書内頻度が2以 上の文書につ

いてのみ記録する。その結果、全ての文書について圧縮長を記録す るの と比べて、若干では

あるが転置 ファイルを小型化できる。

この方式の転置 リス トは以下の ような構成 とな り、文書頻度に応じて圧縮長が記録 される

場合(最 初の文書)、 記録されない場合(2番 目の文書)が 混在する。

〈 文 書ID=1,頻 度='011',位 置 差 分={'00110','0001100','000011000'}〉 〈 文 書

ID差 分='00100',頻 度='1',位 置 差 分={'000011110'}〉 …

↓(圧 縮 長 の 追 加:頻 度2以 上 の 場 合 の み)

〈 文 書ID=1,頻 度='011',圧 縮 長=21,位 置 差 分={'00110','0001100','000011000'}〉 〈

文 書ID差 分='00100',頻 度='1',位 置 差 分={'000011110'}〉 …

↓(圧 縮 長 の 可 変 長 コ ー デ ィ ン グ)

<文 書ID=1,頻 度='011',圧 縮 長='000010101',位 置 差 分={'00110','0001100',

'000011000'}〉 〈 文 書ID差 分='00100'
,頻 度='1',位 置 差 分={'000011110'}〉 …

今回の検索処理の実装では、検索文字列の位置検査を行う際に、はじめにその文書に対応

する出現位置を一括して伸長するのではなく、位置検査の進行に応じて必要な出現位置を逐

次的に伸長する。したがって、検索文字列の出現(あ るいは出現していないこと)が 確定し

た場合には、その文書に関する残りの出現位置の伸長する必要はない。文書ごとに出現位置

圧縮長を記録しておくことで、不要な出現位置を伸長することなくつぎの文書の先頭に伸長

位置を位置付けることが可能となり、位置検査を行 う場合の処理高速化にも貢献する。

7.4.2改 良 型 シ ョー ト リス トの 構 造

改良型シ ョー トリス トは文書IDと 文書内頻度/出 現位置を分離 して記録する分離型転置

リス トである。単純には、シ ョー トリストのヘ ッダーを除いたデータ領域を文書ID用 と文

書内頻度/出 現位置用に分割すれば よい。しか し、このよ うな単純な方法では 、それぞれ

の末尾に空 き領域が生 じるため 、データ領域の使用率が下がるとい う問題点があ る。この

問題を解決するため、単一のデータ領域の両端か らデータを詰める2端 方式(double-ended

method)[Mof95]を 採用した。

改良型シ ョー トリス トを図7.6に 示す。 この図の ように、文書内頻度/出 現位置はデータ

領域の前側から後に向か って、文書IDは 後側か ら前に向か って詰める。空き領域は中央部

に1つ だけ存在す るので、単純な方法で生じる無駄はな くな り、分離 しない場合 と同じ大き

さとな る。それぞれの領域ごとにデータの末尾位置を記録する必要があるので、従来型の末

尾位置が1つ である場合よ りヘ ッダーサイズは大き くなるが、増加分は2バ イトで十分であ

り、影響は小さい。

後ろ向きにデー タを圧縮するためには、圧縮 ・伸長方法を後ろ向き用にも実装する必要が

ある。しか し、前向きが実装されていれば 、後ろ向きの実装は簡単である[Mof95]。 例えば、

2.4.2節 で紹介 した符合化方法に関しては、接頭部のビッ トの順序を反転させ、接頭部 、区



図7.6:改 良 型シ ョー ト リス ト

図7.7:さ まざ まな符合化手法の後ろ向きの圧縮結果

切 り子、接尾部の順序を入れ替えれば後ろ向きが実現できる。図2.15に 対応す る後ろ向き

のビットパ ター ンを図7.7に 示す。

7.4.3改 良 型 ロ ン グ リス ト の 構 造

改良型ロング リストは、Brownら の提案した分離型のロング リス トとは以下の点が異なっ

ている。

・文書IDと 文書内頻度/出 現位置を分離した。

改良型シ ョー トリス トで説明したよ うに、n-gram索 引向きとい うことで文書内頻度

は出現位置側に配置した。

・文書IDを 固定長ブロック法によってブ ロック化し、これ とあわせて文書内頻度/文 書

内出現位置もブ ロック化した。

分離した文書IDを 効率的に検索するため、固定長ブロック法にブ ロック化 した。さら

に、候補文書を特定した際にその文書に対応する出現位置に高速にア クセス可能とす

るため、文書IDの ブロック化に同期するよ うに文書内頻度/文 書 内出現位置 もブロッ

ク化 した。

これ ら2種 類のブ ロック ー 文書IDを 格納するブ ロックをIDブ ロック、文書 内頻度

/出 現位置を格納するブ ロックをLOCブ ロックと呼ぶ 一 の関係を 図7.8に 示す。 こ



図7.8:ロ ン グ リス トにお け る2種 類 のブ ロ ック

の図のよ うにIDブ ロックにLOCブ ロックへの リンクを持たせたことで、文書IDが

特定された文書の文書内頻度/出 現位置を高速に取得することができる。LOCブ ロッ

ク内で特定された文書の情報を得 るには、特 定され た文書がIDブ ロックの何番 目か

を覚えておき、LOCブ ロックを読み込んだ後、その数だけ文書内頻度/出 現位置を読

み飛ばす。

IDブ ロックは固定長であるのに対し、文書内頻度/出 現位置の圧縮長は文書ごとに異

なるためLOCブ ロックは可変長 となる。したが って 、図7.8に 示した とお り、LOC

ブロックの先頭部分にはブ ロックサイズを記録する。

・IDブ ロックを記録するページを工夫した。

文書IDだ けにアクセス可能 とす るため、IDブ ロックとLOCブ ロックは原則 として

異な るページに配置する。LOCブ ロックを格納す るLOCペ ージを用意する点では

Brownら と同じ方法を とったが 、IDブ ロックの格納ページはn-gram索 引向きに改

良した。

Brownら の提案は単語索引におけるランキング検索の高速化を 目的としているため、

辞書ファイルから指され るヘッダーページのヘ ッダーお よびデ ィレク トリ以外の部分

を文書 内頻度の大 きい文書の文書ID/文 書 内頻度を記録するのに用い 、全ての文書

の文書IDは ヘ ッダーページ とは別のIDペ ージに記録 していた。 しか し、n-gram索

引では、ブー リアン検索はもとより、ランキング検索する際にも検索文字列がn-gram

と異なる長さの場合には文書ID/文 書内頻度を直接的には利用す ることができない。

そ こで、改良型ロング リス トでは、ヘッダーページの余った部分をIDブ ロックの記録

に用いる。ヘッダーページをIDブ ロックの記録に用いることで、ブー リアン検索の候

補文書特定ステ ップあるいはランキ ング検索であればAND方 式による文書頻度の推

定にはヘ ッダーページだけにア クセスすれば よ く、検索を高速化できるからである。

図7.9に ブロックの配置を示す。この図でidと 書かれている部分にIDブ ロック、fre-

quency/locationの 部分にLOCブ ロックを配置す る。IDブ ロックはヘ ッダーページ

のみにあ り、ヘ ッダーページのあいている部分は空き領域 として残してあ る。一方、

LOCブ ロックはLOCペ ージに置かれ、最終のLOCペ ージには空 き領域があ る。な

お、LOCブ ロックはIDブ ロックか らリンクされているので、ヘ ッダーページにLOC



図7.9:ロ ング リス ト(LOCペ ー ジのみ)

ページデ ィレク トリは必要な く、ヘ ッダーページか らは先頭 と末尾のLOCペ ージだ

けを リンクす るようにした。

登録文書数が増大してIDブ ロックがヘ ッダーページに収まらな くなった場合、あふ

れたIDブ ロックはまずLOCペ ージに空き領域がある際にはLOCペ ージに配置する。

このよ うにLOCペ ージの空き領域を有効活用することで、転置ファイルの小型化をは

かっている。LOCブ ロックとIDブ ロックのページ内の管理を簡単 とするため、LOC

ブロックはページの前側か ら後ろ向きに、IDブ ロックはページの後 ろ側か ら前向きに

配置する2端 方式とした。この様子を図7.10に 示す。この時点で、ヘッダーページに

はIDブ ロックが含 まれてい るページを管理するためのIDペ ージデ ィレクトリができ、

ID/LOC共 通ページを指 している。

登録文書数が さらに増大してIDブ ロックがID/LOC共 通ページに収 まらな くなった

場合 、IDブ ロックのみを含むIDペ ージに置かれるようになる。この様子を図7.11に

示す。IDペ ージデ ィレク トリのエン トリは増加し、各IDペ ージを指 している。

IDペ ージデ ィレクトリがヘ ッダーページに収まりきらない場合を考慮すると、IDペ ー

ジデ ィレク トリの一部を管理する形式が必要 となる。しか し、ヘ ッダーページの大き

さが4Kバ イ トとして約1000個 のIDペ ージを管理でき、1つ の文書IDを 圧縮 して

平均4ビ ッ トであるとする と、4Kバ イ トのIDペ ージあた りで16384個 の文書を記

録できるので、図7.11の 形式で1000万 個を越える文書まで管理できる。したがって、

今回は図7.11の 形式までを実装した。



図7.10:ロ ング リス ト(ID/LOCペ ー ジ あ り)



図7.11:ロ ング リス ト(IDペ ー ジあ り)



7.5高 速検 索手 法 向 き転置 ファ イル の評 価

7.5.1実 験 概 要

本章で提案したn-gram索 引のための高速検索手法向きの改良型転置ファイルの有効性を

評価する。改良型転置ファイルが有効であ ることを実証するためには逐次的に圧縮す る単純

な転置ファイル(以 下 、逐次圧縮型転置ファイル)、Brownら の転置ファイル等を実装 し、

性能比較する必要があ る。しか し、それ ら全てを実装するのは作業量的に 困難であるため、

ここでは改良型転置ファイルを用いてそれ以外の従来型の場合をシ ミュレー トす ることで性

能比較する。ここでの比較結果はシミュレー トであるため必ずしも正確とは言えないが、性

能差異が大きければ改良型の有効性は確認できると考えられ る。

評価実験では、まず、改良型転置ファイルの3つ の特徴をON/OFFす ることで、その有

効性を検証する。

・文書内出現位置の適応型圧縮長記録

改良型転置ファイルには文書内出現位置の圧縮長を文書内頻度に応 じて記録してお り、

検索処理時に不要な出現位置は伸長することな く次の文書の処理を進むことができる。

この機能をOFFす るには、圧縮長が記録 してある場合にも全ての 出現位置を伸長す

ることで次の文書に進むようにすれば よい。

ベースラインとなる転置ファイルを実装 した場合 と比較すると、(1)圧 縮長を記録する

分だけファイルアクセ スが増大すること、(2)圧 縮長を伸長する分だけCPU処 理が増

大することの2点 か らシミュレーションのほ うが検索時間も多めになると考えられ る。

・位置情報の分離

改良型転置ファイルは文書内頻度 ・圧縮長 ・出現位置を文書IDと は分離して格納して

いる。したがって、検索処理時に出現情報が不要な場合には全 く伸長する必要がな く、

さらにロング リス トであれば ファイル アクセスも不要 となる。この機能をOFFす る

には 、ある文書の文書IDを 伸長する場合には位置情報が不要であ っても必ず文書内

頻度 ・圧縮長 ・出現位置を伸長すれば よい。ロングリス トの場合、IDブ ロックにアク

セスする際にはLOCブ ロックにも必ず アクセスすればよい。

位置情報の分離だけを実現す る転置ファイル と比較すると、ブロック化ご とに生じる

空き領域 、IDブ ロックの先頭文書IDを 圧縮 しないことによる増加分 、およびIDブ

ロック中のLOCブ ロックへのポインタの分だけファイルサイズが 増大する。 この増

大が検索処理時のファイルアクセスを増大させ る可能性が あ り、検索時間が多めにな

ると考えられ る。ただし、ファイルア クセスに差が生 じる可能性があるのは ロング リ

ス トの場合だけであ り、その比率はそれほど大き くないと考えられる。

・圧縮 のブロック化

改良型転置ファイルは文書IDお よび位置情報をそれぞれブロック化 して圧縮 してお

き、検索時にはブロックごとの先頭文書IDを 使って不要なブロックをスキップ して伸

長処理回数を削減している。この機能をOFFす るには、転置 リス ト内を文書IDで 検

索する際にブ ロックを考慮せずに全ての値を伸長すればよい。



実際には、3つ の特徴のON/OFFの 全ての組み合わせを比較するのではな く、以下の4

つの場合のみ比較した。

・ベースライン

文書ID・ 文書 内頻度 ・出現位置が逐次的に圧縮 ・記録されている最 も単純な転置ファ

イルである。全ての3つ の機能をOFFす ることでシミュレー トできる。

・適応型圧縮長

文書内頻度の圧縮長を適応的に記録す る転置ファイル。この機能だけONと し残 り2

つをOFFす ることでシ ミュレー トできる。

・位置情報分離

適応型圧縮長記録に加えて、文書内頻度 ・出現位置を文書IDと 分離 して格納する転

置ファイル。適応型圧縮長 ・位置情報分離をONと し残 りのブロック化だけをOFFす

ることでシ ミュレー トできる。

・圧縮ブ ロック化

位置情報に加えて、圧縮をブ ロック化する転置ファイル。全ての機能をONと した改

良型転置ファイルその ものであ る。

つぎに改良型転置ファイルの圧縮のブロック化におけるブロックサイズの影響を評価する。

ブロックサイズは、ロング リス トにおける文書IDの 検索速度に影響する。IDブ ロックのデ

フォル トの大きさは64バ イ トであ り、これ までの性能評価は全てこの場合の性能結果であ

る。以下では、IDブ ロックを16,32、128,256バ イ トについて も測定を行い、デフォル ト

値 と比較する。

これ ら2つ の評価では、単一検索文字列のブー リアン検索(4章)に よって性能測定を行っ

た。検索手法には4章 の評価によって最も高速であった選択n-gram法 を用いた。改良型転置

ファイルの物理編成の有効性の検証のためには、4章 で作成 した改良型転置ファイルに よる

bi-gram索 引を用い、他の構成の転置ファイルをシ ミュレー トした。ブ ロックサイズの影響

調査のためには、様々なブロックサイズの転置ファイルを作成し、検索性能の測定を行った。

7.5.2物 理編 成 法の相違 に関す る評価 結果

物理編成の相違に関する評価結果を表7.2に 示す。この表において各行の下段はベースラ

インに対す る削減率を表す。

表7.2か らベースラインに対 し文書内出現位置の適応型圧縮長記録、位置情報の分離、圧縮

のブ ロック化 と改良を加えることに より検索時間が大幅に短縮されており、改良型転置 ファ

イルの有効性が確認できる。ベースラインに対して最左欄の改良型転置ファイルは、COLD

で検索時間が約半分に、HOTで あれば1/10以 下になっている。ただ し、これは改良型転

置ファイルを用いてベースライン等での検索をシ ミュレーションした結果であるので、高速

化の効果が実際よりも大き くなっていると思われる点に注意が必要である。

改良ご との特性は以下のようにまとめることができる。



表7.1:高 速化手法の比較

・適応型圧縮長は伸長処理数を15%削 減するが 、シ ミュレーション実験であるためアク

セスページ数は全 く変化 していない。 したが って 、検索時間短縮への効果はHOTの

場合に最も大き く、処理時間の中にファイル アクセスが含 まれ るWARM/COLDで

はHOTよ りも短縮の割合は小 さくな っている。

・位置情報分離はアクセスページ数 ・伸長処理数の両方を大幅に改善する。ページ数は

20%以 上 、伸長処理数はベースラインに対 し70%以 上 、適応型圧縮長に対してでも約

66%削 減 している。ページ数の減少が相対的に少ないのは、ページ数が減少するのは

ロング リス トでLOCペ ージに候補文書が全 く含まれていない場合に限定 され るか ら

である。HOTの 方がCOLDよ りも検索時間が短縮され ているのは圧縮長の場合 と同

じであるが 、COLDで もベースラインの約半分になってお り、位置情報分離が検索高

速化に非常に有効であることがわか る。

・圧縮のブ ロック化は主に伸長処理数の削減に有効であ り、位置情報分離 したものに対

して約半分(削 減率51.9%)、 ベースラインに対しては86.4%も の削減効果がある。ア

クセスページ数 も減ってはいるものの、その割合はご くわずかである。検索時間削減

への効果は これ まで と同じくHOTの 場合が大き く、位置情報分離した ものに対 して

約半分(削 減率50.3%)、 ベー スラインに対しては1/10以 上(91.0%)に 短縮 されて

いる。COLD/WARMに おいても、検索時間をベースラインに対して半分以下に短縮

してお り、十分有効である。

なお、4章 の評価では、検索文字列ご とに位置検査 した回数の合計であ る位置検査数 も測

定 ・比較していた。しかし、位置検査数は物理編成法にはよらずに一定値 となるので、表7.2

には掲載しなか った。



表7.2:ブ ロックサイズによる登録時間等の比較

表7.3:ブ ロックサイズに よる検索時間等の比較

7.5.3ブ ロ ックサ イズ の相違 に関す る評 価 結果

ここではIDブ ロックのブ ロックサイズの影 響に関す る評価結果を示す。表7.2は ブロッ

クサイズご との登録時間 ・ファイルサイズを まとめた ものである。ブ ロックサイズに伴 って

登録時間 ・ファイルサイズが小さくなってい る。これ は、ブロックサイズを小さくすること

でその個数が増大すると、各ブロックの先頭文書IDは 圧縮せずに記録するために文書IDに

関する圧縮率が下がることと、ブ ロック数の増大に伴い空き領域が増大するためにファイル

サ イズも大き くなるか らと考えられ る。また、登録時間が増大するのは、ファイルサイズが

増大することで書き込みに要する時間が増大するためである。

ブ ロックサイズごとの検索性能をまとめたものが表7.3で ある。COLD/WARMで は、検

索時間はブロックサイズ64Bに おいて最小 とな ってお り、今回の改良型転置ファイルの実装

においてはデフォル ト値に設定した64Bが 最適値であることが確認できた。一方、HOTの

場合は16Bに おいて最小となってお り、COLD/WARMと は若干傾向が異なっている。この

ようにCOLD/WARMとHOTで 最適値が異なる理由は、ブ ロックサイズとアクセスペー

ジ数 ・伸長処理数の関係から説明できる。すなわち、アクセスページ数は転置ファイル全体の

サイズ(表7.2参 照)に 応じて変化するが 、転置ファイルはブロックサイズが大きいほど小さ



くなるのに対し、伸長処理数はブ ロックサ イズが小 さくなる程ブ ロック単位にスキ ップでき

る場合が増大するため、ブロックサ イズが小さいほど伸長処理数 も少ない。COLD/WARM

の検索時間は主にアクセスページ数に決定 され るが 、ページ数の差が小さい場合には伸長処

理数によっても影響され るため 、ブ ロックサイズ64Bが 最適値 となってい る。一方、HOT

の検索時間は主に伸長処理数によって決定され るため、今回の実験において16Bの 場合に

最小 とな った。



第8章 実 システム におけ る評価

前章までに提案したn-gram索 引による高速検索手法はテキス トの登録 ・検索を行 う全文検

索エンジンであ るFTS(Full-text Search)サ ーバとして実用化した。

全文検索エンジン単体ではさまざ まなユーザニーズを実現するアプ リケーションプ ログラ

ムにはな りえないので、FTSは 拡張関係モデルに基づ くデータベース管理システムG-BASE

[Hir82]の サブモジ ュール として動作し、G-BASEの 全文検索機能の強化に貢献 している。

G-BASEは 単体で販売され るとともに、図書管理システムKLIMEDIO等 の業務アプ リケー

シ ョンとして も販売されている。さらに、FTSは オフィス向けの文書管理システムRidoc

DocumentServerシ リーズの中でも全文検索エ ンジン として使用 されている。

本章では 、FTSに ついて紹介するとともに、他の商用文書検索システムとの性能比較結

果を示す。

8.1KFTSの 概 要

FTSは 本研究で提案した高速文書検索手法に基づいて筆者の所属す る(株)リ コー ・画像

システム事業本部 ソフ トウェア研究所1に おいて開発され たサーバ ・クライアン ト型の文書

検索システムである。FTSはWindows、Solaris(SUNのUNIX)お よびLinux上 で動作

する。本節では 、FTSの 概要を紹介する。

8.1.1デ ― タ モ デ ル

FTSは 文書の登録 ・検索等のデー タ操作の枠組み として リレーシ ョナルデー タモデル

[Cod70]を 採用した。ただ し、実装を簡単にするため 、文書の登録 ・検索に必要最小限な機

能 として、以下の非常に限定した仕様とした。

・ スキーマは固定であ り、ただ1つ のスキーマに従 ったテーブルのみ作成できる

・データベースはシステムに1つ であ り、全てのテーブルは同一のデータベースに属する

・1つ の問合せは1つ のテーブルのみを対象 とし、複数のテーブルにまたが った問合せ

は実行できない

FTSが 提供するスキーマは以下の形式である。

●ID:

登録 した文書を識別するための識別子。4バ イ トの符号あ り整数値。前章までで文書

IDと 呼んでいたものであ り、文書登録時にFTSに よって付与される。なお、テープ

1現 在は(株)リ コーSソ フ トウ ェア研 究 開発 本部 で あ る。



ルから削除 された行のIDは 欠番 とな り、再度別のテキス トデー タに与え られ ること

はない。

●DATA:

文書 のテキ ス トデー タ。符号な し文字列 。文字 コー ドはUNICODE[JIS95d]で あ り、ク

ラ イア ン トライブ ラ リか らはUTF-8エ ン コー デ ィング で受 け渡 しす る。

●SCORE:

文書スコア。8バ イ トの浮動小数点値。仮想的なフィール ドであ り、ランキ ング検索

結果の文書スコアが置かれ る。

DATAフ ィール ドに対する検索によ り文書検索が実施できる。単にテーブルを作成した場

合には、DATAフ ィール ドの文書デー タを1件 ずつ読出して文字列照合を行 う逐次処理で文

書検索が実施される。一方、テーブルのDATAフ ィール ドに対 して索引を作成す ることが

可能であ り、索引作成指示に基づいて本研究の成果であ るn-gram索 引が作成され る2。索引

のあるテーブルに対する検索はn-gram索 引によって処理され る。

FTSが 実施可能な主なデータ操作は以下の通 りである。

・テーブルの作成

・テーブルの破棄

・インデ ックスの作成

・インデ ックスの破棄

・テーブルへの文書登録

・テーブルか らの文書削除

・テーブルか らの文書検索

・テーブルのバックア ップ

・テーブルの リストア

デー タ操作はSQL[JIS95a]に 準拠 した構文で行 う。FTSは 機能が限定 されているため、サ

ポー トするSQKLも 極めて限定 されているが 、文書検索の観点か らはランキング検索や近傍

演算等の拡張を施 した。

2開発当初はFTSと してはn -gram索 引のみが作成可能であった。しかし、6S5節 の単語索引との性能評価

実験用に転置ファイルを英語に対する単語索引も作成できるように機能拡張した。その後、日本語に対する単

語索引もサポートできるように改良し、現在ではFTSと しても日本語 ・英語に対する単語索引を正式にサポー

トしている。



図8.1:FTSの プ ロセ ス構 成

8.1.2シ ステ ム 構 成

プ ロセス構成

FTSは1プ ロセ スでマル チ ス レッ ド型 のサー バ ・プ ロ グラ ムで あ り、Windowsで は サー

ビス として 、Solaris/Linuxで はデーモ ンプ ログ ラム として起 動 され る。図8.1にFTSの プ

ロセ ス構 成 を示す 。FTSのMain Threadは クライア ン トか らの要 求に 応 じて 、 クラ イア ン

トとのセ ッシ ョンを確 立 し、セ ッシ ョンご とに それ以 降 の処理 の実 行を 行 うSessionThread

を生 成 す る。1つ の クラ イアン トが 複数 のセ ッシ ョンを有 す る こ とも可 能 であ る。

モ ジ ュール 構成

FTSはMODラ イブラ リを使用して作成されている。MOD(Multimedia On Demand)

とはマルチ メデ ィアデータに対応した トランザクション制御、同時実行制御、障害回復機構

等のデー タベース機能を提供するC++で 書かれたクラスライブラ リ群であ る。ファイル上

でのデー タ管理機能は論理ファイルドライバ として実装され 、クライアン トからの要求に対

してFTSの サーバ ・メイン部が適切な機能を呼び出す構成 とな っている。

FTSの モジュール構成を図8.2に 示す。

・MOD共 通 ラ イブ ラ リー

MOD、 アプ リケー シ ョン で利用 でき る汎 用 ライブ ラ リ。 メモ リ管理 、スレ ッド、シ リ

アラ イズ 、仮 想OS、 文字 列 、正規 表現 照合 、STL(Standard Template Library)等 の

クラ スがあ る。

・論理ファイル ドライバ

論理ファイル ドライバはデータの永続的な管理を実現するソフ トウェアモジュールで

あ る。現状、可変長レコードの管理を行 うための ヒープ ファイル 、固定長レコー ドの

管理を行 うためのベ クタファイル、文書検索用n-gram索 引を実現す る転置ファイル

の3種 類の ドライバーが存在している。

・MODマ ネー ジ ャ



図8.2:FTSの モ ジ ュール 構成

バ ッファ管理、論理/物 理ログ処理、論理ファイル 、物理 ファイル 、リクエス ト処理、

トランザ クション、システム管理のマネージャが ある。

・言語処理

言語処理を行 うライブラ リ。本研究を実施 したFTSの 開発当初には、文字列の表記を

統一する異表記正規化機能のみを提供 していた。その後、 自然文検索および単語索引

をFTSに 組み込むにあたってはテキス トを単語に分割する形態素解析機能 も提供する

ようにな った。

・サーバ ・メイン

FTSの メイン部分で、前述のライブラ リ ・モジュール群を使用してデー タモデルを実

現す る。

● クライアン トC++ク ラスライブ ラリ

クライアン トプ ログラムに、サーバ との接続、デー タ操作を提供するためのC++の ク

ラスライブラ リである。FTSと クライアン ト間のプ ロセス通信にはソケットを用いる。

・ クライアン トCラ イブラ リ

クラスライブラ リの上位に作成 したCラ イブ ラ リ。C言 語で開発されているクライア

ン トのためのライブラ リである。

・OLEDBプ ロバ イダ

Windows版FTSに 固有のモ ジュール 。クラスラ イブ ラ リの上位 に作成 した、Microsoft

が 提 唱す るデ ー タア クセ スの ため のAPIで あ るOLE DB(V1.1)[Mic97]に 準 拠 した

COMラ イブ ラ リであ る。

・ ユーテ ィ リテ ィコマ ン ド

FTSの 運 用管理 用 の コマン ドで 、以下 の ものが あ る。



-ftsdown:サ ーバ の停 止

-ftsstat:ク ライ アン ト情 報の取 得

-ftsinfo:テ ーブ ル情報 の取 得

-ftscptable:テ ー ブル のコ ピーの作 成

-ftsmvtable:テ ーブ ルの 格納場所 の移 動

-ftscheck:整 合性検 査

-ftsdump:シ ステ ムあ るい はテーブ ル のダ ンプ

-ftsrestore:シ ス テ ム あ る い は テ ー ブ ル の リ ス トア

G-BASEは クライ アン トCラ イブ ラ リを 、Ridoc Document SystemはOLE DBプ ロバ

イダを 介 してFTSに ア クセ スして いる。

な お 、4章 ・6章 の評 価実験 に おけ る検 索 時間 は クラ イア ン トライブ ラ リで測 定 し たので

は な く、転置 フ ァイル ドライバのAPIを 用 いて 測定 した。 これ は 、サーバ ・クラ イア ン ト通

信 等 のオー バー ヘ ッドを 排 除す るためで あ る。

8.1.3n-gram索 引(転 置 フ ァ イル)の パ ラ メー タ

FTSに 組み込 まれたn-gram索 引には、さまざまなチ ューニングパラ メータが用意されて

お り、登録文書および検索文字列の特性に応じてn-gram索 引の動作を調整することができ

る。チューニングパ ラメータ(と そのデ フォル ト値)は 以下の通 りである。

・n-gram抽 出方式:

文字種に関係 しない単純n-gram抽 出法、文字種に応じて切 り出し長を調整可能な文字

種依存型n-gram抽 出法のいずれかを選択することができる。単純n-gram抽 出法では

n-gramの 長さ、文字種依存型n-gram抽 出法では文字種ごとのn-gramの 長さと文字

種を跨いで切 り出しを行 うか否かを文字種の組み合わせごとに指定することができる。

・ページサイズ:

転置ファイルの物理的アクセスの単位であるページの大きさ。キ ロバ イト単位で指定

できる。

指定は省略可能であ り、その場合のデフォル ト値は4Kバ イトであ る。

・IDブ ロックサイズ:

改良型ロング リストのIDブ ロック(7.4.3節 参照)の 大きさ。バイ ト単位で指定できる。

指定は省略可能であ り、その場合のデフォル ト値は64バ イ トである。

・圧縮方式:

転置ファイルの圧縮方式を調整するものであ る。本論文の転置ファイル では 、7章 で

述べたように文書ID、 文書内頻度、出現位置の圧縮長、出現位置を圧縮してお り、そ

れぞれの圧縮方式を指定できる。指定可能な圧縮方式には、2.4.2節 にあげ たunary符

号、γ符号、Exponential Golomb符 号(パ ラメータも指定可能)等 がある。



指 定 は 省 略可 能 であ り、そ の場 合 はExponential Golomb符 号 が 選 択 され る 。な お 、

Exponential Golomb符 号 のパ ラ メー タは圧縮 対象 に応 じて 異 な ってお り、文 書IDで

は λ=2、 文 書 内頻度 では λ=3、 出現 位置 の 圧縮 長では λ=6、 出現 位 置では λ=6

であ る。

これ らの値はテーブルご とに調整可能であ り、インデ ックス作成時に指定する。また、イ

ンデ ックス作成時には、利用 目的に応じて異表記正規化を行 うか否かを指定することができ

る。異表記正規化時には語幹処理を行 うか否かも指定することができる。

4章 ・6章 の評価実験では、n-gram抽 出方式 としては単純n-gram抽 出法で抽出長さを2

とし、ページサ イズ、IDブ ロックサイズ 、圧縮法はデ フォル ト値を使用 した。次節に示す

FTSレ ベルでの性能比較でも同様である。

8.1.4DBMSと の 連 携

FTSの テーブルのスキーマは8.1.1節 で述べたような非常に単純な形式に固定されてお り、

作成者 ・作成 日等の書誌事項を含むアプ リケーシ ョンに必要とされ る文書以外のデータ管理

には不十分である。したがって、本格的な文書管理等のアプ リケーシ ョン作成には他のデー

タベース管理システム(DBMS)と の連携が不可欠である。

FTSとDBMSと の連携には2つ の方法が考えられ る。

・ アプ リケーシ ョンが連携させる方法

文書内容以外のデー タはDBMS、 文書内容のテキス トはFTSと い うように役割分担し

てデータ管理を行 う。この場合、アプ リケーシ ョンプログラマが両者を別個に呼び出す

必要があ り、書誌検索 と文書検索を組み合わせた場合の最終的な結果を得るための処

理 もコーデ ィングしなければな らないため、プログラマへの負担が大 きい。その一方

で 、文書検索だけであればオーバーヘ ッドが一切ないために高速であること、DBMS

を 自由に選択できること等の利点もある。

リコーの オ フ ィス向け文書 管理 システ ムRidoc Document Serverは この 方法に よって

DBMSとFTSを 連 携 させ て い る。DBMSに は マ イ クロソ フ ト社 のSQL Serverを 採

用 して 、文 書の書誌 項 目、ユーザ 情報 等 を管 理す る。な お 、FTSは マ イ クロソ フ ト社

のデ ー タ ア クセ スAPIで あ るOLD DBを サ ポー トす る こ とで 、プ ログラ マの 連携 の

た めの 負担 を小 さ くす るよ う工 夫 して い る。

・DBMSがFTSを 呼び 出す方法

文書検索をDBMSの 機能として組み込み、例えば可変長テキ ス トデー タ型のフィール

ドの管理をFTSを 代行させる方法である。そのフィール ドへのデー タ挿入はFTSへ

のデー タ挿入 となり、検索はFTSへ の検索 となる。DBMSに 組み込む ことによ り、ア

プ リケーシ ョンプログラマはFTSを 意識することなく高速文書検索を利用することが

できる。しか し、FTSとDBMS間 の通信やDBMS側 の処理がオーバヘ ッドとな り、

FTS単 体で使用する場合よ りは処理速度が低下する。

リコー ・ソフ トウェア研 究所 ではG-BASE[Hir82]と い うDBMSを 研究 開 発 して きて

お り、FTSの 開発 にあ わせ てG-BASEとFTSを 連 携 させ る よ うG-BASEも 改 良 し



図8.3:FTSとG-BASEの 連 携

た 。FTS/G-BASEの 連携 にあ たっては 、fulltext型 とい うテキ ス ト用 の新 しいデ ー タ

型 を導入 し 、fulltext型 の フ ィール ドを 用 い る こ とでFTSの 機能 を簡 単に 呼び 出せ る

よ うに した。FTSとG-BASEの 連 携の様 子を 図8.3に 示 す。G-BASEに は レコー ド型

に応 じたファ イル ア クセ スモジ ュール 群が 用意 され てい るが 、fulltext型 の ア クセ スモ

ジュール はFTSのCク ライア ン トライブ ラ リを用 いてFTSと 通信 し 、テキ ス トデー

タの登録 ・検 索 等を行 う。

図書管理システムLIMEDIO等 ではG-BASEを 用いて アプ リケーシ ョンを構築 して

いる。LIMEDIOの 開発にはFTSが できる以前か らG-BASEを 使用 してきたが、G-

BASEか らFTSを 呼び出せ るようにしたことで 、FTS開 発後 もアプ リケーシ ョンで

あるLIMEDIO側 のコード書き換えを最小限に抑えながら高速文書検索をエンドユー

ザに提供することができた。

8.2性 能 比 較

4章 ・6章 ではn-gram索 引の検索高速化とい う観点か ら性能評価を行ってきたが 、ここで

は本論文で提案す るn-gram索 引を組み込んだFTSの 有効性を検証する。そのため、FTS

を他の商用文書検索システムと性能比較する。

8.2.1評 価 デ ー タ

評価には 、特許明細書20万 件を使用 した。特許庁が配布 している特許CD-ROMに は書

式に従 ってSGMLで タグ付け されているが 、その うちの発明の説明部分をSGMLの タグ

を除去してテキス トだけを抜き出したものを評価に使用した。テキス トサイズは3.6GB(1

件 当た り約20KB)で あ った。

索引付けには、4・6章 のbi-gram索 引ではな く、文字種に応 じて切 り出し長を調整する文

字種依存型n-gram抽 出法を用いた。文字種ご との切 り出し長は以下の設定 とした3。



・ カ タカナ ・アル フ ァベ ッ トに対 してはtri-gram(η=3)

・ それ 以外 の文 字種 に対 して はbi-gram(η=2)

・ 漢字 ・ひ らが な の連続部 分 のbi-gramは 抽 出す る

・ 漢字 ・ひ らが な以 外の 異な る文字 種 連続 は 抽 出 しな い

8.2.2検 索 条 件

検索性能を測定するために以下のような検索条件を用意した。

・単一検索文字列

検索文字列 として良 く使用されるもの として、漢字だけから構成され るもの(1～5文

字の計100個)、 カタカナだけか ら構成 され るもの(2～10文 字の計140個)、 異な る

文字種か ら構成 され るもの(2～5文 字の計80個)の 合計320個 。

・AND演 算子のみを含む検索条件

検索文字列を2～5個 まで組み合わせた合計60個 。検索文字列の長さ、構成文字種に

ついては特別の制約は加えていない(後 述のOR、 混在の場合も同様)。

・OR演 算子のみを含む検索条件

検索文字列を2～5個 まで組み合わせた合計60個 。

・AND,OR演 算子を含む検索条件

AND,OR演 算子が少な くとも1つ は含 まれ るような もの30個 。

検索条件はブー リアン検索の評価で使用 した ものとは異なっているが、同一の社内情報検

索システムのログか ら選択した点は共通である。

検索時間の測定は、サーバ ・クライアン ト環境 ということで4.2節 とは若干異なる以下の

3つ の状況で測定した。

●COLD:

検索条件ごとにサーバを起動した直後の検索時間である。検索条件ごとの検索時間を

3回 測定した場合の平均値(1つ の検索条件の検索時間)を 全検索条件で平均した値

を測定結果としで示す。

●HOT:

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である。測定結果の

求め方はCOLDと 同じである。

3この設定は、社内の特許システムの検索ログから検索文字列長の分布を調べ、その分布に対する平均検索時

間と索引サイズのバランスを考慮して決定したものであり、FTSの デフオルト値として採用されているもので

ある。



表8.1:性 能比 較結 果

・連続:

サーバを起動した後に200個 の検索条件を連続して処理した場合の 、検索条件あた り

の検索時間である。200個 はCOLD/HOTの 測定に使用 した470個 の検索条件か ら、

検索ログでの検索条件タイプ(単 一文字列の場合は文字種 と検索文字列長、論理演算

子を含 む場合は論理演算子の種類と個数)は 出現頻度に基づいて200個 を並べたもの

であ る4。 運用状態の平均的な検索時間を表す もの と考えられ る。

8.2.3比 較 対 象

本実験では、他社の商用文書検索システム(以 下 、Xと 呼ぶ)と の性能比較をお こなった。

比較対象としたものは、この比較実験を行った1998年 において検索の高速性で市場の評判

が高かったものである。その当時で既に200セ ット以上の販売実績があるとのことであった。

比較対象はブー リアン検索のみが可能であることか ら検索性能の比較はブー リアン検索で

行 った。

評価実験に使用したマシンは、Microtron製 のPCサ ーバ(CPU:Pentium Pro 200MHz

x2,メ インメモ リ512MB)で 、OSはWindows NT4 .0で ある。データはUltra Wide SCSI

接続の外付けデ ィスク(126GB)に 置いた。

なお、FTSとXと では クライアントAPIの 設計が異な っている。FTSのAPIで は検索

実施によって文書IDも クライアン ト側に送信するのに対し、XのAPIで は検索関数では検

索件数のみが得 られ 、検索結果の文書IDは 検索 とは別の関数で20件 ずつ取得しなければな

らない。したが って、Xに ついては検索関数の実行時間と結果取得 まで行な った時間の両方

を測定 した(た だし、連続に関しては結果取得 まで行った場合の時間のみを測定 した)。

8.2.4評 価 結果

登録時間 ・ファイルサイズ ・検索時間(COLD/HOT/連 続)の 測定結果を表8.1に 示す。

なお、Xの 検索時間において#が 付いている数字は検索結果 と結果取得を行った処理時 間

4470個 のなかから選択したため、漢字2文 字の検索文字列等の出現頻度の高い検索条件タイプの検索条件は

200個 の中には2回 検索が行われるものがある。一方、選択されなかった検索条件も当然ながら存在している。



表8.2:検 索条件タイプご との検索時間比較結果

であ り、そ うでないものは検索結果を求めるのに要 した処理時間である。

この表からわかるように、登録時間を除いてFTSがXを 上回った。登録時間については、

FTSは 通常の動作環境にあわせ るとい うことで論理ログ ・物理ログを とる状態 での測定を

行った5。FTSで は論理 ログ ・物理ログを取らない設定に して文書登録を行 うことも可能で

あ り、その場合には登録時間は短縮できる。Xに は登録等の更新処理のロールバ ック等の ト

ランザ クション機能はな く、ログも取っていない と考え られ る。したが って、表8.1の 結果

だけか らFTS(本 研究の成果であるn-gram索 引)の 登録 性能が低いとは必ず しも言えない

と思われる。

検索時間に関しては、以下の傾向がわか る。

・Xで は結果取得に膨大な時間がかか ることがわか る。Xの 検索時間と結果取得を含め

た処理時間を比較する と、COLDで 約8倍 、HOTで は20倍 以上 も後者が時間がか

か ってい る。 この結果か ら、Xは 検索処理では検索結果をデ ィスクに一時書き込み、

結果取得においてデ ィスクか ら検索結果を読み出していると予想される。

・FTSはXと 比較 して非常に高速である。結果取得を伴わない検索処理だけで比較して

も、検索時間はCOLDで1/4程 度、HOTで は半分程度である。結果取得を行 う場合

では、Xと の速度差はさらに広が り、検索時間はCOLDで1/30程 度、HOTで1/60

程度である。

以上のことから、FTSとXと の速度差は結果取得を伴 うか否かで傾向が異なることが

わか る。すなわち、結果取得を伴 う場合にはCOLDの 方が差が小さいのに対し、結果

取得を伴わない場合にはHOTの 方が小 さ くなっている。 これは、検索処理において

は索引がキ ャッシュされることに よって処理時間が短縮され るのに対し、結果取得に

おいては検索結果を常に書き込むためキ ャッシュが効かないか らと考えられ る。

・運用時の検索時間を示す と考えられ る連続条件での検索 時間はHOTに 近い値を示

している(Xに ついては結果取得を含 む場合 しか測定していないので、その場合の

COLD/HOTと 比較した)。 この結果か らもFTSの 高速性が検証できた。

検索処理の特性の違いを調べるため、検索時間についてさらに詳細に検討する。まず、表

8.2に 検索条件 タイプごとに検索時間を示す。全 てのケー スにおいてFTSの 方が高速である

が、詳細に見ると以下の傾向がわか る。

5前 章 までの 実験 で は 、論 理 ログ ・物 理 ロ グを と らな い状 態 での 測 定 であ った 。



・単一検索文字列の場合にFTSとXの 検索時間の差が小さい。特にHOTの 場合に差が

小さくなることがわかる。

・論理演算子を含む場合には、FTSとxと の差が単一検索文字列の場合 よりも大き く、

Xは 集合演算処理が遅いということがわか る。検索時間に関する考察か ら、Xは 検索

結果をファイルに保存 していることが予想 されており、検索文字列を演算子で結合 し

た場合には、検索文字列ごとに保存した検索結果の集合演算を行っていると考え られ

る。そのため、演算子を含む場合に、XとFTSの 差が拡大しているのであろ う。なお、

単一検索文字列 とは異な り、HOT/COLDに よる差異はほとんどない。

単一文字列の検索時間をさらに分析するため、検索時間に対する文字数の影響をカタカナ

を対象に詳細に調べ る。検索文字列の長さに対する検索時間をプロットしたグラフを図8.4・

図8.5に 示す。図8.4がCOLD、 図8.5がHOTの 結果である。

FTSは すべてのケー スについてXよ りも高速であるが、検索文字列の長さと検索時間の

関係も以下のよ うに異なった傾向があ る。

・FTSは カ タカナに対してはtri-gram(3文 字組)で インデキシングしているので 、3

文字の検索文字列の場合に最も高速 である。3文 字以上のケー スでは 、4文 字が最 も

検索時間がかか り、それ以降は検索時間は短縮されている。この傾向はCOLD/HOT

に関係ない。

・XはCOLD/HOTで 若干挙動が異なる。COLDで は文字数に応じて検索時間がほぼ

線形に増大するのに対 し、HOTで は2,3,4文 字 と検索時間が増大した後、10文 字ま

でほぼ 同じ検索時間 となる。

以上の結果から、Xの 索引構成 ・検索アルゴ リズムは公開されていないが 、FTSに 採用

されている本研究の高速検索方式の有効性が確認できる。



図8.4:COLDで の検索時間に対す る文字数による影響

図8.5:HOTで の検索時間に対する文字数による影響



第9章 結論

9.1本 研 究 の 成 果

本研究では、日本語文書を対象 としたn-gram索 引の高速検索手法を提案した。基本的な

アイデアは、n-gram索 引において検索コス ト増大の主原因である文書 内でのn-gramの 位

置検査のコス トを低減するとい うものである。位置検査コス トの低減とい う考え方 自体は従

来か ら存在 していたが、本研究では位置検索コス ト低減をさらに発展させた。

3章 ではブー リアン検索の高速化手法を提案 した。基本 となる単一検索文字列に対しては、

処理フェーズに合わせて使用するn-gramを 選択 し分けることに より、位置検査を省略する

とともに位置検査 自体のコス トを低減し、検索を高速化する選択n-gram法 を提案 した。選

択n-gram法 では、検索に使用する2つ のn-gram群-位 置検査用n-gram群 と候補文書特

定用n-gram群-を 使用状況にあわせて調整 し、位置検査用n-gram群 には最小頻度パ ス、

候補文書特定用n-gram群 には最小頻度パスにそれ らの前後にある文書頻度の少ないものを

加えた集合を選択する。一方、論理演算子の検索処理では、複数の検索文字列の関係を考慮

して本来は不要な位置検査を省略する拡張省略法を提案した。AND,OR,ANDNOTの3種

類の演算子について、この考えに基づ く検索アルゴ リズムを提示す るとともに、改良アルゴ

リズムが演算子が入れ子になった検索条件にも対応できることを示した。

5章 ではランキング検索の高速化手法を提案 した。ランキング検索では 、文書頻度 ・文書

内頻度 という検索文字列に関する2種 類の頻度情報が文書スコア計算に必要であ り、両頻度

を求めるたびに位置検査が発生 していたので、検索コス トが増大 していた。この問題に対

し、本研究では2つ の高速化手法を提案した。1つ 目の順序入れ替え法は、検索文字列が出

現する文書ごとに文書内頻度を最初に求め、それを メモ リ上に保存 しておき、その結果から

文書頻度および文書ご とのスコアを求めることで、文書頻度を単独で求める処理を省略する

とい うものである。もう1つ の頻度推定法は、文書頻度 ・文書内頻度を検索文字列を構成す

るn-gramの 頻度情報をもとに近似的に求めることで位置検査を省略するというものである。

文書頻度の推定 と文書 内頻度の推定は独立な ものであ り、両者の組み合わせが可能である。

なお、推定され た頻度は必ずしも正しい値 と一致するとは限らないため、頻度推定法はラン

キング検索結果に も影響 する。

各提案手法が有効 となる検索状況を表9.1に まとめた。選択n-gram法 は単一文字列のブー

リアン検索を高速化するために提案 した手法であるが 、論理演算子を含む検索条件およびラ

ンキング検索に対 しても有効である。論理演算子のブー リアン検索の高速化手法である拡張

省略法はランキング検索には限定的にしか適用できない。ランキング検索においては、検索

文字列ご とに文書頻度を求めなければな らないため、検索文字列の共起に基づいて位置検査

を省略す ることはできないからである。ただし、AND演 算子 ・ANDNOT演 算子 では、論

理条件を満足しない文書において各検索文字列の文書内頻度を求める必要がな く、拡張省略

法の考え方はランキング検索に一部適用である。順序入れ替え法 ・頻度推定法はランキング



表9.1:本 研究の提案手法が有効な検索状況

表9.2:高 速 化効 果の ま とめ

検索にのみ適用可能である。

提案高速化手法の有効性を検証するため、4章 ではブー リアン検索、6章 ではランキング

検索について評価を行 った。表9.2に 評価結果をまとめた。ブー リアン検索における単一文

字列 ・論理演算子(AND,OR,ANDNOT演 算子単独の場合 とそれ らの単純平均値)、 およ

びランキング検索1に 関し、全データを読み込むCOLD、 条件評価フェーズにおけるデー タ

読み込みのみのWARM、 デー タ読み込みが全 く不要なHOTの3つ の状況おいて 、従来手

法に対する提案手法の検索速度向上の比率を表にしたものであ る。この表から、提案手法に

より検索を大幅に高速化できたことが確認できる。特に 、AND演 算子およびランキング検

索における効果が大きいことがわかる。また、COLD,WARM,HOTと なるにしたがって高

速化効果が大 き く、デー タ読み込みを伴わないHOTの 効果は73～250%に も達しているこ

とか ら、提案手法はデ ィス クアクセスよりもCPU処 理の削減に効果が大 きいことがわか る。

表9.3に は単語索引 ・n-gram索 引の性能比較を示す。この結果は6.5節 のランキ ング検索

におけ る性能比較の結果をまとめたものである。 この表で、n-gram索 引とい うのは基本方

式(NNN)、 改良n-gram索 引は提案方式の中で最 も高速であった頻度推定法の組み合わせ

(NMM)の 結果である。改良n-gram索 引では検索精度をほとんど低下 させることな く検索

が高速化 され 、単語索引 との検索時間の差異が小 さくなることが確認できた。特にHOTに

おいては検索時間の差は約10%と 小 さい。6.5節 の最後に述べた ようにn-gram索 引に とっ

て不利な状況での測定結果とい うことを考慮すると、検索が遅い とい うn-gram索 引の問題

点は提案手法により概ね克服できた。その結果、文書検索アプ リケーシ ョンの設計者に対す

1ランキング検索については6章 の評価結果で最も高速であった文書頻度 ・文書内頻度ともにMIN方 式で推

定するNMMの 結果を示している。



表9.3:単 語索 引 とn-gram索 引 の比較(実 測値)

る索引手法選択の 自由度を大きく向上 させることができたと言えよう。

7章 では、高速化検索処理向き転置ファイルの物理編成法を提案した。検索高速化のため

にページアクセスと伸長処理の削減を図った。特に位置検査の削減という検索処理の特徴を

最大限に生かすため、文書IDと 出現位置情報を分離 と文書IDを 主体 とするブ ロック化を

組み合わせた物理編成法を提案した。評価実験 により、両者の組み合わせ とい う提案編成法

により81%(COLD),128%(WARM),860%(HOT)の 高速化が得 られ ることを確認 した。

本研究の成果は、8章 に説明したよ うに、FTSサ ーバ として製品化 した。FTSの 開発を

行った当時に市場で高速であるという評判が高か った他社の商用文書検索システムとの性能

比較を行い、FTSが2.5倍(HOT)か ら4.0倍(COLD)高 速であることがわか った。FTS

は当社の図書管理システムやオ フィス向け文書管理システムなどで広 く採用されている。

9.2今 後 の 課 題

本研究で提案 した高速化検索手法に よりn-gram索 引の検索速度を大幅に改善することが

できた。しかし、n-gram索 引に関しては以下にような問題点が依然として残されてお り、今

後の課題 としたい。

・ 日本語以外の言語におけ る有効 性の検証

本研究で提案した高速検索手法では言語の特性を直接的には利用していないので、言

語によらず検索を高速化できるはずであ る。その一方で、高速化の効果は、対象 とす

る言語で標準的に用いる文字の異な り数 、単語の平均的な長さなどに依存 している。

1.3節 で検討したように、文字の異な り数が多 く、単語境界が明示的に示されないとい

う特徴を有する東アジアの言語等がn-gram索 引向きである。実際、n-gram索 引を中

国語に適用した研究には[Che97,Kwo97,Raj97,Wil97]、 韓国語に適用した研究には

[Lee96]が ある。

本研究では、日本語文書を対象として評価実験を行い、提案手法の有効性を検証した。

今後は潜在的に適用可能 と考えられ る中国語あるいは韓国語に対 しても4章 ・6章 と

同様の評価実験を行い、提案手法の有効性を検証 したい。さらには、英語などの単語

索引が標準的に使用されている言語に対す る高速化の効果 も評価 したい。



・複数索引への対応

本研究では、登録文書の全てを単一の索引に登録する場合を対象 としていた。しかし、

索引へ の登録には時間がかか るため、複数の索引を用意 しておき、ダブルバ ッファの

ようにそれ らを交互に用いることで登録を高速化する手法等が提案 されている。また、

Web検 索のように膨大な文書を扱 う場合には、ファイルサ イズの制限等か ら単一の索

引では対処できないこと、検索時間の短縮等の理由から、索引を複数に分割 すること

がある。

複数に分割 して索引付けする場合 、各索引は登録文書群の一部分を受け持つ ことにな

るので、検索文字列の登録文書全体に対する文書頻度を知ることができず、ランキン

グ検索のための文書スコア計算に支障をきたす。この問題に対 しては大域的な文書頻

度の表を持つ とい う対応策が考えられ るものの、n-gram索 引では検索文字列が複数の

索引単位に分割 され ることがあるため、この方法を実際に適用す ることは難 しい。一

方、索引ご とに得 られた検索文字列の文書頻度を合計することで大域的な文書頻度を

求め、それに基づいて索引ご とに ランキング結果を求め、最後にマージするとい う手

順であれば 、複数索引に も対応可能である。しか し、このような単純な手順では 、文

書頻度を求め る処理 とランキング検索結果を求める処理の2回 、索引を利用するため、

検索速度の低下を招 く。これは 、5.1節 で指摘したn-gram索 引の問題点 と同様の問題

が複数索引の場合にも生 じることを意味している。

この問題を解決するには、単一索引用に提案した順序入れ替え法および頻度推定法を

複数索引向けに拡張すれば よいと考えられ る[Oga02]。

・質問拡張

文書検索におけ る検索精度低下の原因の1つ として、同一概念の表現に対象文書 と検

索条件で異なる単語(あ るいは表現)が 用いられ るとい う語彙の ミスマ ッチがある。

語彙 ミスマ ッチを解決する方法 として、検索システムが検索条件に適切な単語を補っ

て検索条件を拡張する質問拡張(query expansion)が ある[Fra92,Sal83b]。 質問拡張

は同義語辞書 ・シソーラス等の言語 リソースを用いる辞書拡張法 と、検索対象のなか

か ら検索条件に関連する単語を選択する適合フィードバ ック(relevance feedback)に

大別できる。しか し、いずれの方法であっても通常は拡張す る単位は単語であること

が一般的である。

n-gram索 引を用いた場合、拡張単位 と索引単位が一致しないことが 、ランキ ング検索

において検索文字列 と索引単位が一致しなか ったのと同様に問題 となる。辞書拡張法

の場合には、言語 リソースが提供されれば 、検索文字列 と文字列照合す ることによっ

て拡張単語を選択可能であるので、拡張単位 と索引単位の相違が大きな問題 となるわ

けではない2。

一方、適合 フィー ドバ ックの場合には対象文書か ら単語を選択す るので 、n-gram索 引

に適用する場合には対象文書を形態素解析する必要がある。単語索引の場合には、文

書登録時に形態素解析 しているので、拡張時にあ らためて形態素解析す る必要がない

のに対 し、処理速度上の問題 となる。

2もちろん、拡張された単語が索引単位と一致するわけではないことから、5.1節 に示したような問題はある

ものの、質問拡張すること自体には大きな問題はない。



表9.4:順 序入れ替え法と擬似頻度法の組み合わせ

適合フィー ドバ ックのもう1つ の問題は 、拡張単語を選択するためには、文書か ら抽

出された単語について文書頻度等を利用 して有用度を算 出し、適切 と思われ る単語の

みを検索条件に追加しなけれぼならないが、候補単語ごとの文書頻度を得るための処

理コス トが高い点である。すなわち、単語索引であれば単語候補の文書頻度は単純に

転置ファイルのヘッダー部分を参照するだけで簡単に入手することができる。 これに

対し、n-gram索 引の場合、単語候補が必ず しも索引単位 と一致す るわけではないた

め、ランキング検索において検索文字列の文書頻度を求める場合 と同じく索引単位に

一致しない単語候補についてはブー リアン検索に よって文書頻度を求める必要がある。

しか し、この方法では、拡張すべき単語を決定するだけで も相当な処理量 とな り、適

合フィー ドバ ックを実用に供することは難しい。

これ らの問題を解決するには 、以下の ような2つ のアプローチが考えられ る。

-単 語拡張+文 書頻度推定方式

拡張単位は単語 とする。この場合、対象文書を形態素解析し、得られた単語の品

詞や不要語辞書を用いて候補を限定 し、得 られた候補ご とに有用度を計算する。

文書頻度の取得に関する問題を解決するため、ランキング検索と同様に して文書

頻度を推定する。推定方法は5.4.1節 で提案 したAND方 式 ・MIN方 式のいずれ

も適用可能であ るが、処理精度ではAND方 式、処理速度ではMIN方 式が優れ

ていると考えられる。

-n-gram拡 張方式

単語ではな くn-gramを 拡張単位 とする[Oga01]。 この場合 、対象文書をn-gram

に分割し、可能な らばn-gramレ ベルの不要語辞書を用いて候補を限定 し、得ら

れた候補ごとに有用度を計算す る。候補はn-gramで あるので、n-gram索 引を参

照するだけで正確な文書頻度を高速に取得できる。

両者を比較す ると、拡張単語の品質では候補限定の際に品詞を用いることができる

ので単語単位+文 書頻度推定方式、処理速度では拡張単位が索引単位に一致 している

n-gram方 式が優れていると考えられ る。適合フィー ドバ ックでは 、システムが選択し

た拡張単位をユーザが取捨選択することが検索精度向上に役立つ と言われている。こ

のような拡張単位の対話的な操作を考慮 した場合、システムが選択した拡張単位の適

切 さの判断には単語であるほ うがユーザ 向きであると考え られる。

両アプローチの特徴を まとめると表9.4の ようになる。n-gram索 引を用いた場合でも、

自然文検索における検索文字列の選択法 としては単語の方が望 ましいか ったよ うに、



対話性 まで考慮す ると単語拡張に文書頻度推定を組み合わせるのが望 ましいと考えら

れる。 しかし、検索速度 ・検索精度の両面か ら評価を行い、定量的な分析に基づ く妥

当性の検証が不可欠である。

・パ ッセージ検索

文書検索は検索条件を満たす文書群を検索することで終わ りではな く、ユーザは検索

結果から要求に満足した文書を選択し、さらにはその文書中の必要な部分を特定する

必要がある。 この点を考慮すると、文書 中の検索要求に最もマッチする部分を提示す

ることはユーザに とって大 きな助け となる。 この ように、文書中の適切な部分(パ ッ

セージ)を 特定す ること(こ の ような検索をパ ッセージ検 索と呼ぶ)は 文書検索の基

本機能の1つ と考えられ る[Sal98,Cal94]。 また、近年研究が盛んに行われている質問

応答(question answering)は パ ッセージ検索に高度な言語処理を組み合わせ ることで

実現 され る。

パ ッセージ検索に関しては、索引に格納されている索引単位ごとの文書内出現位置か

ら検索文字列の出現位置を求めることができる。その上で 、複数の 出現位置がある場

合には、それ らの相対位置関係、パ ッセージごとに含 まれ る検索文字列の異な り数な

どか ら最適なパ ッセージを判断すれば よい。 このよ うな検索文字列の出現位置に基づ

くパッセージの特定では位置検査処理が発生するので、処理速度の低下が懸念され る。

これに対 し、検索文字列を構成するn-gramの 出現位置の相対位置 関係などを用いて

パ ッセージを判断する方法も考えられ る。パ ッセージの適切 さと処理速度の観点から

両手法の性能比較を行いたい。



付 録A文 字成分表の検索高速化

シグネチャファイル形式のn-gram索 引であ る文字成分表の検索高速化に関しては 、文字成

分抽 出の改良[Oga95b,Oga96b]お よび文字成分表向けの高速ランキング検索手法[Oga95a,

Oga96a,Oga96b]の2つ の研究を行 った。以下、それぞれについて簡単に説明す る。

A.1文 字 成 分 抽 出 の 改 良

A.1.1基 本 的 な文字成 分抽 出法

文字成分表の場合 、文書からn-gramを 抽出す るが 、そのn-gramを そのまま索引単位 と

するのではな く、n-gramに 対 してハッシュ関数を施 した結果を索引単位 とする。n-gramの

抽出 と抽出n-gramに 対するハッシュ関数の適用を合わせて文字成分の抽出と呼ぶ。

文字成分表では、各文字成分は登録済みの文書ごとに存在しているか否かを表す1,0の2

値で記録 され る。ハッシュ関数を適用 しているため、転置ファイル形式のようにn-gramの

存在そのものは保障されないので、文字成分表による検索結果には誤検索(false drop)が

含 まれる。この誤検索を除去するには文字成分表で検索された文書ご と文字列照合を行って

検索文字列の存在を確認する必要があ り、検索時間が増大する。すなわち、文字成分表を用

いた検索の場合 、文字成分表検索の高速化だけでな く、誤検索率(文 字成分表に よる検索結

果に含まれ る誤検索の割合)を 低 くすることが 、文字列照合を含めた トータルな検索高速化

に必要であ る。

誤検索は文字成分抽出法によって左右 され る。n-gram抽 出に関しては、1.4.2節 で説明し

たようにn=1,2と することが一般的である。一方、ハ ッシュ関数に関しては、以下のよう

な方法が提案され ている。

・文字コー ドハ ッシュ

文字コー ドに単一のハッシュ関数を作用させ る[Fur94,Tam95]。

・文字種適応型文字コー ドハッシュ

漢字 ・平仮名 ・片仮名などの文字種に応じて文字の使われ方が異なるのに、文字コー

ドハッシュではこのような特性の相違を無視 してい るので、索引サイズの増大 と誤検

索率の悪化を引き起 こす。これに対し、文字種ごとの特性を考慮してハ ッシュ関数を

選択することで、性能向上をはか ることができる[Fuj94,Iwa93]。

なお、文字種適応とい う考え方は転置ファイル形式のn-gram索 引にも見 られ るもの

であるが、転置ファイル形式においては文字種に応じてn-gram抽 出法(nの 値)を 変

化させるのに対し、文字成分表ではハ ッシュ関数を変化させ る点で異なっている。

・出現頻度ハ ッシュ



n-gramの 出現頻度のば らつ きは大きい[Zip49]。 しか し、文字コー ドハッシュでは出

現頻度とは無関係の文字コー ドに基づ いてハ ッシュ値を計算するので、索引単位の出

現頻度(ハ ッシュでまとめられるn-gramの 出現頻度の総和)の ば らつきも大き く、誤

検索率が高 くなる。これに対 し、索引単位の出現頻度が平均化するようにハッシュ値

を決定すれば 、頻度の高いn-gramが 特定の索引単位に集中することを防ぎ 、性能向

上をはか ることができる[Fuk93,Kaw92]。

A.1.2文 字 成 分抽 出法の 改良

改良手法の概要

前述の基本的な文字成分抽出法に対 し、[Oga95b,Oga96b]で は以下の抽出法を提案した1。

・uni-gram

文書中のuni-gram(単 一文字)を 抽出 し、そのまま索引単位とする。

ハッシュ関数を用いないことで 、単一文字が存在するか否かを文書そのものを参照す

ることな く正確に判断でき、誤検索除去は不要である。検索文字列が単一文字の場合 、

検索文書が多 くなる傾向があるので、誤検索除去が不要であることは トー タルの検索

時間削減に非常に有効である。

●bi-gram

文書中のbi-gram(2文 字組)を 抽出し、後述す る文字種適用型頻度ハッシュを施 し、

索引単位 とする。複数文字からなる検索文字列に対 してuni-gramだ けでは誤検索が増

大するので、この誤検索を抑えるためにbi-gramが 必要である。

●n-gram(n>2)

あらか じめ索引単位 として抽出すべ きn>2で あるn-gramの セ ットを決定しておき、

このセ ットに含まれるn-gramが 出現 した場合にはそのまま索引単位 とする。uni-gram

同様にハ ッシュ関数は用いないので、このセ ッ トに含 まれ る文字列の存在は文書を参

照することな く判断できる。抽 出すべ きn-gramを 拡張文字列と呼ぶ。

長い検索文字列に対してアクセ スする文字成分の個数を抑えるために拡張文字列を導

入するものである。静的な文字列集合である点で転置ファイルの語彙 ファイル(索 引

単位の集合)と は異なっている。

この文字成分抽出法においては、文字種適用型頻度ハ ッシュと拡張文字列が検索高速化に

大き く貢献す る。以下 、両者について説明す る。

文字種適応型頻度ハ ッシュ

文字種適応型頻度ハッシュとは、文字種ご とのハッシュ法に頻度ハッシュを適用するもの

である[Oga95b,Oga96b]。 文字種適応型ハッシュと頻度ハ ッシュを組み合わせることで、誤

検索を低減させ る。

1本 研究 に際 し ては文 書は 日本 語文 書だ けを 対 象 と して お り、入 力 され る文書 はJISコ ー ド[JIS95b,JIS95c]

で コー デ ィング され て お り、使用 され る文字 数 は約7000に 限定 され る もの と してい た。



前述の方針にしたがってbi-gramに 頻度ハッシュを適用する場合、単純には文字の異な り

数の二乗のサイズの頻度テーブルが必要 となる。文字種で分割 してもJISコ ードの漢字は約

6300文 字以上あるため頻度テーブルが大き くなるとい う問題がある。 これに対 し、まず文

字ごとに頻度ハッシュを適用し、ハッシュ値の組から最終的なハ ッシュ値を計算す る方法を

提案した。この方式では頻度テーブルのサイズは文字の異な り数の大きさとな り、コンパク

トである。

文字種適応型頻度ハ ッシュは検索高速化にも有効である。文字の頻度のば らつきが大きい

ことか ら、ハ ッシュエ ントリ数をある程度大き くした場合 、単一文字でハ ッシュエ ン トリを

専有する文字が現われ る。このよ うな文字を専有文字、専有され るハッシュエン トリを専有

ハッシュエントリと呼ぶ。提案手法で文字成分を抽出する場合、検索文字列か らはuni-gram

とbi-gramが 抽出され る。この際、bi-gramを 構成する文字が専有文字であれば 、bi-gram

か ら算出する索引単位がその専有文字の存在を確実に示す ことになるので 、uni-gramを 検

索処理に使用する必要はない。すなわち、検索に使用され る文字成分が減少するので、検索

を高速化できる。

例えば 、「電話」とい う検索文字列が与えられ たとする。 ここで頻度を用いない文字種適

応型ハッシュを用いた場合、「電」「話」の2つ のuni-gramと 、「電話 」とい うbi-gramに

ハッシュ関数を適用結果の計3つ の索引単位を検索処理で使用する。これに対し、文字種適

応型頻度ハッシュを用い、「話」が専有文字であるとした場合、「電話」から算出される索引

単位が 「話」の存在を示すので、従来方式では必要であった 「話」のuni-gramが 不要とな

る。すなわち、検索に必要な索引単位は2つ とな り、検索も高速化される。

拡張文字列

高速化のも うひとつの工夫が拡張文字列の利用である。拡張文字列はハッシュを適用せず

にそのまま索引単位 となるので、検索文字列に拡張文字列が含まれていればその内部に含ま

れ るuni-gram/bi-gramの 索引単位は不要 とな り、検索を高速化できる。

拡張文字列が高速化に貢献する度合いは、検索文字列あるいはその一部分 として使用される

頻度が高いもの、文字列長が大きいものほど大きくなる。[Oga95b,Oga96b]で は、uni-gram,

bi-gramに 対応する索引単位 も使用していることを考慮 し、長さ3以 上 のn-gramで 出現頻

度の高いものを選択し、拡張文字列辞書として用意することとした。頻度の計数方法である

が、検索文字列に使用 されることが多いのは漢字 ・片仮名であることから、登録文書あるい

は適当なコーパスから漢字の連続部分および片仮名の連続部分を切 り出して頻度を計数する

こととした。

なお、転置ファイル形式のn-gram索 引において も拡張文字列の利用は検索高速化に有効

であ り、フレキ シブル文字列インバージョン法[Aka96a]で は拡張文字列を使用している。

A.1.3性 能 評価

提案手法の有効性を評価するための実験を行った。ここでは評価実験の概略のみを報告す

る(詳 細は[Oga96b]を 参照)。

検索対象には特許要約文100,000件 、文書サ イズは14MB(1件 当た り140B)を 使用

した。検索文字列 としては、長さが2,4,6,8,10の 漢字および片仮名の文字列を各30個 、合



表A.1:文 字種適応型頻度ハッシ ュの評価

表A.2:拡 張文字列の評価

計600個 を用いた。測定にはSUN Microsystem社 のワー クステーションSPARC Station20

(CPU: SUItra PARC II 70MHz,メ インメモ リ32MB)を 用いた。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あるCOLDの 検索時間を測定 した(単 位は秒)。 ここで

は文字成分表の検索時間のみを測定 しており、その後に行われるべき文字列照合時間は含ん

でいな い点に注意が必要である。また、以下の式で計算される誤検索率 も測定 した。

文字種適応型頻度ハ ッシュの評価結果を表A.1に 示す。この表では、頻度なしが従来の文

字種適応型ハッシュ、頻度あ りが文字種適応型頻度ハ ッシュの結果を表している。また、ハッ

シュエ ン トリ数を漢字は256、 片仮名は64と した2。 この表から判るよ うに、頻度を用いる

ことで検索時間が短縮されるとともに誤検索も大き く低下することが確認できる。漢字 と片

仮名を比較すると片仮名の方が頻度ハ ッシュが有効に作用している。これは、漢字では文字

の異な り数6353に 対 してハ ッシュエン トリ数が256と 小さいのに対し、片仮名では異な り

数87に 対してハッシュエン トリ数が64と 大き く、片仮名のほ うが専有文字の割合も高いこ

とに起因すると考えられ る。実際、専有文字数は漢字が97、 片仮名が57で あった。

つぎ に拡張文字列の評価結果を表A2に 示す。 この表では、拡張なしが文字種適応型頻度

ハッシ ュ(ハ ッシュエン トリ数は漢字は64、 片仮名は32と した)、 拡張あ りが 漢字 ・片仮

名それぞれに512個 の拡張文字列を導入 した場合の結果を表している。ここで も、拡張文

字列を導入することで 、検索時間が短縮 され、誤検索も低下することが確認できる。なお、

拡張文字列の対応す る索引サイズは0.94MBで あ り、uni-gram/bi-gramに 対応す る部分の

14%と 小さい。

2bi -gramに 対す る文 字 成分 数 は ハ ッシ ュエ ン トリ数 の 二 乗 とな る。



A.2文 字 成 分 表 向 け 高 速 ラ ン キ ン グ 検 索 手 法

A.2.1文 字 成 分表 を用 い たラ ンキ ング検索 の問題 点

文字成分表をランキングに採用した場合、ランキングに必要な検索語の文書内頻度 ・文書

頻度が記録 されていないことが問題 となる[Oga95a,Oga96a]。2.3で 述べた転置ファイル形

式のn-gram索 引 と共通の問題であるが、転置ファイルでは文書 内出現位置が記録されてい

るのに対し文字成分表においては文書そのものにアクセスする必要があ る点で問題が深刻で

ある。

文書内頻度は文書における検索文字列の出現頻度であ るので、対象文書を文字列照合 し

て、検索文字列の出現 回数を計数する必要がある。ランキング検索においては、検索文字列

を一つでも含 む文書が ランキングの対象 となるので、それら文書全てについて文書内頻度を

計数しなければならない。一方、文書頻度は検索文字列を含む文書数であるので、文字成分

表を用いて行った検索結果の文書数を用いれば よい。正確な文書頻度を得 るには文字成分表

検索に伴 う誤検索の除去が必要であるが 、文書内頻度計数結果が0で あ った文書は誤検索

と判断できるので、文書 内頻度を計数すれば誤検索除去のために新たな処理は不要 となる。

複数個の検索文字列がある場合にも同一文書を複数回処理することがないように、以下の

手順でランキングを行 う。

(1).文 字成分表検索によ り少な くとも一つの検索文字列を含む文書を特定し、ランキング候

補 とする。

(2).全 てのランキング候補に逐次的にアクセスし、各候補におけ る各検索文字列の文書内頻

度を計数 ・記録す る。全候補を処理 し終えた時点で、各検索文字列の文書頻度 も明らか

になる。

(3).記 録され てい る文書頻度 ・文書内頻度を用いて、ランキング候補ご とに文書スコアを計

算する。

(4).ラ ンキング候補を文書スコア順にソー トし、検索結果 とする。

以下 、この処理手順を 一括確定法 と呼ぶ。

ステ ップ(2)で は、ファイル アクセス ・文字列照合 とい うコス トの高い処理を全てのラン

キ ング候補について実施する。ランキング候補数は登録文書数の50%以 上に もなるという実

験結果[Bro95b,Mof94a]を 考慮すると、ステップ(2)は かな りの処理量 とな り、検索時間を

大幅に増大させ る原因となる。したが って、検索速度の点か ら一括確定法は実用的ではない。

A.2.2逐 次 確 定法 に よ る効 率的 ランキ ング処理

前節の議論か ら、ランキング検索の時間短縮には、ファイルア クセス ・文字列照合の対象

文書を削減することが不可欠であるとわか った。以下では、逐次確定法 とい う手法を採用す

ることで、これ らの処理対象文書を削減し、検索を高速化できることを示す。



図A.1:逐 次確定法による上位 ランキング文書の決定

逐次確定法

ランキング検索では、ユーザが実際に参照するのは比較的少数の上位にランキングされ た

文書のみであるので、比較的少数の上位ランキングの文書を高速に決定できればユーザを満

足させることができる[Buc85,Won93]。 逐次確定法では、文書スコアの上限(upperbound:

文書スコアよ り大 きいという制約を満たすスコアの推定値)を 利用することで上位ランキ ン

グの文書を高速に決定する[Kna94,Won93]。

検索要求qに 対する文書dの スコアscoree(d,q)の 上 限をupper(d,q)と 書 く。この とき、

"upper(d ,q)〓score(d,q)"な ので 、二つの異なる文書di,djに 対して以下の関係式が成立

する。

ランキングの上位文書を決定するに当たっては、全てのランキング候補について上限を計

算し、上限の大きい順にランキング候補のスコア計算を行 う[Kna94,Oga95a,Oga96a]。 上

限の大きい順にl個 の文書のスコアを計算した時点で、残 りの文書のなか ではl+1位 の文

書が もっとも大きな上限を持っている。したがって、上限によるランキングの第Z位 の文書

のIDをo(l)と 書 くと、式(A.2)か ら文書集合Rl={di|score(di,q)〓upper(do(l+1),q)}に

属する文書の最終ランキングを決定できることがわか る。ランキングの上位 κ文書を決定す

るには、"|Rl|〓 κ"(こ れを終了条件 と呼ぶ)を 満たした時点で処理を終了すれば良い。こ

こで、|X|は 集合Xの 要素数 とする。

逐次確定法によるランキング決定の様子を図A.1に 示す。文書はアル ファベ ット(a,b,

…)で識別するもの とし、上段が上限によるランキング結果を示す。白抜き矩形の高さで上

限、網掛け矩形の高 さで文書スコアを表している。処理は下段の左から右 と進み 、ステップ

lで はl番 目の文書のスコアを計算 し、l+1番 目の上限 との比較によってランキングが決定



できるかの判定を行 う。下段において、濃 く網掛けになっているのがランキングの確定した

文書であ り、例 えばステップ5で はb,d,eの3文 書のランキングが確定している。κ=3

であれば、ここで処理を終了できる。

逐次確定法の文字成分表への適用

逐次確定法を文字成分表を適用した場合、ランキングの処理手順は以下のようになる。

(1).プ レランキングフェーズ

文字成分表を用いて、検索文字列を少な くとも一つ含む文書を特定し、ランキング候補

とする。さらに、全てのランキング候補について文書 スコアの上限を計算し、ランキン

グ候補を上限順にソー トする。

(2).逐 次確定フェーズ

プ レランキ ング順に候補文書にアクセスし、その文書におけ る検索文字列の文書 内頻度

(出現回数)を 計数 し、それを用いて文書スコアを計算する。終了条件を満たしたら、処

理を終了す る。

上記手順ではランキング候補全てにアクセ スするわけではないので、文字成分表検索で発

生する誤検索が完全には除去されない。したがって、ランキング結果に対する誤検索の影響

について検討す る必要がある。誤検索の影響には、以下に示す二つがある。

一つは文書スコア計算への影響である。逐次確定法では、文字成分表による検索結果の文

書数を文書頻度に代用する。ところが、誤検索が残 っているため、この値は本来の本来の文

書頻度より大き く、文書スコアに影響する。しか し、文書スコア計算では後述のよ うに文書

頻度のlogを とった値を使用しているので 、文字成分表のパラ メータ[Oga96b]を 調整 して

誤検索率を低 く押さえることが可能であ り、誤検索による文書スコアの相違はそれほど大き

くない。文書スコアが多少変化 してもランキングに影響しない場合もあるので、誤検索を含

んだ文書数を使用して もランキング結果への影響は小さい と考えられ る。

もう一つの問題は上限計算への影響である。上限の計算はプレランキ ングフェーズで行 う

ので、文字成分表のみを用いて上限は計算しなければな らない。そこで、文字成分表か ら知

ることのできる文書に検索文字列が 出現しているか否かに基づいて上限を計算する。 しか

し、誤検索のために、実際には検索文字列が 出現 していないにもかかわ らず出現 していると

判断され 、誤検索がない場合よ りも上限が大 きく計算され ることがある。この結果、処理ス

テップが増加し、検索が遅 くな る可能性があ る。しか し、誤検索率が低ければ、速度低下へ

の影響も小さい と考え られる。

以上の議論か ら、誤検索が ランキング結果に若干影響する懸念はあるが、全候補を誤検索

除去す る一括確定法 と比べて検索時間の大幅な短縮が見込まれ る。したがって、逐次確定法

を文字成分表に適用して得られ る メリットは大きい。

A.2.3性 能 評価

文字成分表の高速ランキング検索手法である逐次確定法を検索精度 と検索速度の両面か ら

比較す る。検索精度の評価にはテス トコレ クションが必要であるが 、本実験を行った1996年

当時入手可能であった唯一のテ ス トコレクシ ョンであるBMIR-J13[Kes96]を 利用 した。検



表A.3:一 括確定法 ・逐次確定法の評価

索要求文は47個 で、検索対象は600文 書、872KB(1件 当り1406B)で ある。評価指標に

は平均適合率を使用 した。

検索時間の評価には、日本経済新聞CD-ROM 93年 版を利用した。これは、BMIR-J1の 対

象文書数が600と 処理時間の測定には少ないか らである。本CD-ROMに は163,110件 、テ

キス トサイズは159MB(1件 当り988B)で ある。測定には、前節同様、SUN Microsystem

社のワー クステーシ ョンSPARC Station20を 用いた。

評価結果を表A.3に 示す。ここで検索時間はランキングの上位20件 を決定するのに要す

る時間であ り、単位は秒である。 この表か ら判 るよ うに、検索時間は約1/10に 短縮 され て

いるのに対 し、平均適合率への影響は0.1%と 極めてわずかである。このことか ら、逐次確

定法が文字成分表を用いたランキング検索手法として有効であることが確認できる。

A.3転 置 フ ァ イ ル 形 式n-gram索 引 の 検 索 高 速 化 と の 関 連

最後に文字成分表の検索高速化 の提案 と転置 ファイル形式n-gram索 引 との関係を整理

する。

・文字成分抽出に関す る提案はn-gram抽 出法の改良 と関連 している。転置 ファイル形

式ではハ ッシュ関数の適用は行なわれていないが 、文字種適応型文字 コー ドハッシュ

はn-gram抽 出における文字種適応に、頻度ハッシュおよび拡張文字列はn-gram抽 出

におけ るnの 動的調整に対応す るものである。ただし、頻度ハッシュおよび拡張文字

列は文書登録開始時 までに収集 した頻度情報に基づ く静的な手法であるのに対し、n

の動的調整は登録され た文書の情報に基づ く動的な手法である点で優れている。

・逐次確定法はランキング検索に関する検索処理の改良と関連している。n-gram索 引に

おいて も、検索文字列か ら抽 出されるn-gramが 全て出現 している文書を発見する候

補文書特定 と、候補文書に検索文字列が実際に含 まれてい るかを確認する位置検査の

2つ のフェーズから構成されてお り、文書その ものへのア クセスは不要であるものの

文字成分表を用いた文書検索に類似 している。したが って 、逐次確定法をn-gram索

引のランキング検索の高速化に適用可能である。

3(株)日 本 経 済新 聞 の協 力 に よ って
、(社)情 報処 理 学 会 ・デ ー タベ ー ス シ ステ ム研究 会 ・情 報 検 索シ ス テ ム

評 価 用デ ー タベ ー ス構 築 ワー キ ング グル ープ が 、1993年9月1日 か ら12月31日 の 日本経 済新 聞記 事を 基 に構

築 した 情報 検索 評価 用デ ー タベー ス(テ ス ト版)で あ る。



付 録B検 索アルゴ リズムの記述

本 論 文 のなか で は 、2章 以 降 、検 索 アル ゴ リズ ムの記 述 にC++風 の記 述形 式を 採用 して い

る。そ こでは 、記述を 簡単 にす るためにオブ ジ ェク ト指 向プ ログ ラ ミング で一般 的な クラ ス

階 層を 前提 に して い る。検 索条件 の 内部表現 も 、クエ リノー ドを表 現す る抽象 クラ スを ベー

ス として長 さに応 じた検索文 字列 ノー ド、各種論 理演 算子 を表 現す る演 算子 ノー ド等が あ る

の で 、 ここで 簡単に そ の継承 関係を説 明す る。

継 承 関係 は 図B.1の 通 りであ る(こ の図に おい て*が つ いて い る ノー ドは 抽 象 クラ スで

あ る)。 ここで 、各 ノー ドは 以下 の よ うな もの であ る。

・QueryNode

ノー ドのイ ン タフ ェー スを規 定す る抽 象 クラ ス。

・TermNode

検索 文字 列に 対応 す る ノー ドのため の抽象 クラ ス。

・LeafNode

検索 条件 の 内部表 現の 木構造 におい て末端 ノー ド とな るノー ドの ための 抽象 クラ ス。

・InternalNode

検 索条 件 の 内部表 現の 木構 造に おい て 中間 ノー ド とな るノー ドのた めの 抽 象 クラ ス。

子 ノー ドは ノー ドのベ ク トル 型(vector<QueryNode>)の メンバ ーchildと して保

持 ・管 理 され る。

・GramNode

n-gramに 等 しい長 さの検 索文字列の ための ノー ドで 、TermNodeとLeafNodeを 多重

継承す る。対応 するn-gramの 文書 出現情報を管理 する転置 リス トクラスInvertedList

の メンバーinvertedListを 持 ち、そ こか ら得 られ る情報 に基づ い て検索処 理を 行 う。

・ShortTermNode

n-gramよ りも短 い検索 文字列 のた めの ノー ドで 、TermNodeとOrNodeを 多重 継承

す る。

・LongTermNode

n-gramよ りも短い 検索 文字列 の ための ノー ドで 、TermNodeとAndNodeを 多 重継

承 す る。複数 のn-gramの 出現位置 検査 機能 を持 つ 。

・OrNode

OR演 算 子に 対応 す る ノー ドで 、InternalNodeを 継承 す る。



図B.1:ノ ー ドの継 承 関係

図B.2:LongTermNodeのDistanceNodeに よ る 表 現

・AndNode

AND演 算子 に対 応す る ノー ドで 、InternalNodeを 継 承 す る。

・AndnotNode

ANDNOT演 算 子に対 応す る ノー ドで 、InternalNodeを 継 承す る。

LongTermNodeは2個 以上 の任 意 の個 数 の子 ノー ドを 持つ こ とが で き る。 しか し 、実 装

に おいて は 、子 ノー ドを2個 だ け持 ち 、同一 文 書 内の 出現 位 置 が指 定 され れ た相 対 距離 も

を 満足 す るものだ けを ヒッ トと判断す るDistanceNodeを 導 入 し、長い検 索文 字列 は複数 の

DintanceNodeで 処理 すること とした 。DistanceNodeはLongTermNodeと 同様 にTermNode

とAndNodeを 多重 継承 するが 、これ は 子 ノー ド数 が 固定な ので 位置照合 の 実装が 簡単 であ

る とい う利 点が あ る。m(m>2)個 以上 のn-gramに 分 割 され るLongTermNodeは(m-1)

個 のDisntaceNodeで 表現 で きる。 図B.2に 「携 帯電 話 」に対 応 す るLongTermNodeを2

つ のDisntaceNodeで 表現 した ものを 示 して い る。



付 録Cパ スの個数の導出

式(3.5)の 右辺の個数(パ スの個数)の 算出法について説明する。長さmの 検索文字列に対

するパスの個数をpmと 書 くとする。

まず、m=αn,(α>1)の 場合、パスは一意になるので

つ ぎ にm=(α+1)n-χ,(α>1,0<χ<n)の 場 合 、3.3.1節 の 議 論 で 述 べ た よ うに 、検 索

文 字 列 の 分 割 法 は(X1..αn,X(αn-χ+1)..((α+1)n-χ)),(X-1..(αn-1),X(αn-χ+1)..((α+1)n_χ)),…,

(X1..(αn-χ),X(αn-χ+1)..((α+1)n-χ))のχ+1通 り あ る 。 し た が っ て 、 以 下 の 式 が 得 ら れ る 。

この式は以下のよ うに変形できる。

nの2倍 未満の検索文字列の分割法は1通 りしかないのでp2n-χ=1で ある。そこで 、帰

納法を用いてパスの個数の計算式が得られ る。

この式が式(C.2)を 満たすことは容易に確認できる。



付 録D確 率モデルとその改良

D.1確 率 モデ ル

確率モデルでは、単語が適切な文書に含 まれる確率と不適切な文書に含 まれ る確率を もと

に単語の重み付けを行 い、文書のスコアを計算す る[Rob76]。 ベ クトル空間モデル と並んで

ランキング検索の代表的なモデルの1つ である。検索精度の高さから近年のTREC,NTCIR

等の検索システムの評価会でも確率モデルを採用 したシステムは多 く、それらシステムの多

くは実際に上位の成績を収めている[Kan02,Voo02]。

確率モデルにおいて、単語tの 重みttは 以下の式で与えられ る。

ここでptは 単語が適切な文書に出現する確率であ り、qtは 不適切な文書に出現する確率で

ある。wtはptとqtのlogit変 換(log(χ/(1-χ)))の 差分 となっている。

検索時点ではその単語に対 して適切 ・不適切であ る文書がわか らないため 、pt,qtも 不明

であ る。そこで、通常は単語の出現頻度に基づいて 跳,pt,qtを推定する。古典的な推定法とし

て、Croftら が提案した方法がある[Cro79]。

ここで 、χt=ft/N(Nは 検 索対象の 全文書 数 、ftはtが 出現す る文書 数)、p0(0<p0<1)

は チ ューニ ン グ用 のパ ラ メー タであ る。 式(D.1)に 式(D.2)・ 式(D.3)を 代 入す るこ とで重

み の計 算式が 得 られ る。

た だ し 、K=log(P0/(1-p0))で あ る 。

D.2従 来 の推 定 方 式 の問題 点 とOkapiモ デ ル

ユーザが指定 した検索語は、ユーザが検索要求を表す単語 として選択 したものであり、重

みが負の値とな るのは不適切である。 しかし、式(D.4)で はft>0.5・Nの 場合に重みが 負

とな るという問題点が ある[Rob97]。 そこで、Robertsonはptの 推定式を以下のように修正

した。



この場合、重みの計算式はつぎのよ うになる。

この計算式はOkapiモ デル と呼ばれ、TREC,NTCIR等 で上位のシステムに多 く採用され

ている。

D.3改 良Okapiモ デ ル

式(D.6)を 詳細に見ると、重みが正であることが保障され るのはK>0(p0>0.5)の 場合

だけであることがわか る。TRECデ ータを用いた実験によれば、パラ メー タを小さ くするこ

とで検索精度が 向上するものの、小 さくしすぎると検索語によっては重みが負となるものが

あらわれ るため、検索精度が突然悪化する現象が見られ た。この問題に対応するには、パラ

メータp0に よらず重みが常に正 とな るように確率推定式を修正すれば よ く、ptの 推定式 と

して以下の ものを提案した[Oga00c]。

この推定式を用いた場合 、以下の計算式が得 られる。

ここで、k=p0/(1-p0)は チ ューニングパラメータである。

0<p0<1で あるのでk>0と なるため、式(D.8)で は重みが負にな ることはない。TREC

における評価実験[Oga00c,Oga01]に よれば検索精度そのものを比較すると若干良い程度に

過ぎないか ったが 、検索対象の規模の変動に対する頑強性が高まってお り、動的に変化す る

検索対象に有効であ ると考えられ る。



付 録E異 表記正規化

E.1異 表記正規化の必要性

文書検索では、ユーザが与えた検索文字列が含 まれ る文書を検索する。したが って、検索

文字列と同一概念が記述されている文書であって も、文書中では検索文字列 と異なる表記が

使用されている場合には検索できないとい う問題がある。例えば 、英語の"fuzzy"は 日本語

では 「ファジィ」「フアジイ」「ファジー」等などさまざまに表記され るが、検索文字列 「ファ

ジィ」では 「ファジ イ」を含む文書を検索できない。

異表記の問題を解決す るには以下の2つ の考え方がある。

・正規化

同一概念を表す異表記を同じ表記 とな るように正規化することで解決する。登録 ・検

索時に入力文字列を同一規則に従って正規化することで、文書と検索文字列の表記が

異なる場合にも、検索するか否かの判定は正規化 した表記で行 うので、検索漏れを防

ぐことができる。

既存の文書検索システムにおける異表記正規化手法 としては、大文字 ・小文字を正規

化するといった文字レベルの正規化を行 うのが一般的である。単語索引においては、

複数表記のある単語に対しては全ての表記 と1つ の代表的な表記を記録する単語辞書

を用意し、形態素解析結果 としては代表表記を採用することで異表記正規化を実現す

ることができる。

例えば、小文字は大文字に変換するという正規化によ り 「ファジィ」で 「フアジイ」を

検索することが可能である。また、「ファジ ィ」の辞書エン トリに 「フアジイ」「ファ

ジー」等を異表記として登録 しておけば、これ らの表記を代表表記(こ の場合は 「ファ

ジィ」)に 統一す ることが可能である。

・展開

登録時には入力文字列をその ままとし、検索時には検索文字列に対し異表記の可能性

がある表記を全て生成し、それ らのOR演 算子で結合した検索条件に より検索を行 う

ことで検索漏れを防ぐものである。

大文字 ・小文字の関係にあるものはそれぞれを他方に置き換えた文字列を展開用に生

成す る。例えば 、「ファジィ」に対しては 「フアジィ」「ファジイ」「フアジイ」を生成

する。

両者を比較すると以下のようにまとめ られる。

・登録速度



正規化の場合には 、入力文字列を正規化するための処理時間がかかるものの登録処理

自体に比べ ると無視できるほど小さい。むしろ、正規化することによ り索引サイズが

若干ではあ るが小さくなり、ファイルIOも 減少するため、登録速度は向上することも

ある。展開の場合には入力文字列そのものか ら索引を作るので、正規化 しない場合 と

同様の処理時間である。

・検索速度

正規化の場合には、検索文字列を正規化するための処理時間がかかるものの検索処理

自体に比べると無視できるほど小さいが、正規化により検索件数が増加することがあ

り、その場合には若干ではあるが検索速度が低下する。一方、展開の場合には複数表

記のOR条 件を処理する必要があるため、検索速度が低下が大きい。

・検索精度

正規化の場合には、本来は同一視すべきではない表記のペアが 同一表記に正規化され

ることがあるので、過剰検索が起こる可能性が問題となる。展開の場合には、展開ルー

ルの不備によ り本来は同一視すべ き表記のペアが展開されないことがあ るので、検索

漏れが起 こる可能性が問題となる。

・ルール変更の影響

正規化の場合には登録時にも入力文字列を正規化するため、ルールの変更を行った場

合には索引を再作成が必要である。一方、展開の場合には登録時には入力文字列その

ものから索引を作成するため展開ルールを変更しても索引の再作成は不要である。

このように正規化 ・展開には長所短所があ り、どちらか一方が絶対的に優れているわけで

はない。しか し、現実には検索時間を考慮 して正規化を行 うのが一般的である。

なお、英語を対象 とした文書検索においては接辞処理(stemming)も 異表記正規化 の一

環 として実施 され ることも多い。接辞処理の例 としては、単数形 ・複数形の統一(例 えば 、

複数形の"systems"を 単数形の"system"に する)、 動詞類の活用語尾変化の統一(例 えば 、

3人 称の"retrieves"、 過去 ・過去分詞形の"retrieved"、 現在進行形 の"retrieving"を 原

形の"retrieve"に する)等 がある。しかし、日本語においては 、単数形 ・複数形の相違がな

いこと、サ変名詞のよ うに語幹部分 と活用部分が もともと別形態素 とされ ること等から接辞

処理を導入するしているシステムは限られていると思われ る。FTSの 異表記正規化 も接辞

処理は含んでいない。

E.2処 理 の 概 要

検索精度を向上させるため、全文検索エンジンFTSで も異表記正規化処理を導入し、そ

の処理系を独自に開発した。本異表記正規化の特徴は以下の通 りである。

・形態素解析が不要な文字列レベル(文 字レベルも含む)の 処理による正規化

・正規化と展開を組み合わせたカタカナ文字列の正規化処理

カタカナに関して展開を組み合わせるのは、ある文字列の変換する先の文字列として

複数のものが存在する場合があるため、正規化だけでは検索漏れを防ぐことが不可能



だからである。例えば、「デ ィ」の変換先としては 「デ」と 「ヂ」の2種 類が考えられ

る(前 者は 「デ ィジタル」 と 「デジタル」、後者は 「ビルデ ィング」 と 「ビルヂング」

を関連付けるために必要 となる)。 この問題を防ぐためには、どちらか一方に正規化し

た上で、検索時には もう一方の表記も生成するように展開を組み合わせ る必要がある

ためである。例えば 、「デ ィ」は 「デ」に正規化するとした上で検索時には 「ヂ」の展

開を行 うこととする。このようにすれば、文書中の 「ビルデ ィング」は 「ビルデング」

に変換され、「ビルヂ ング」は 「ビルヂング」のままである(本 当は 「ビルデ ング」に

なる)が 、検索時には 「ビルディング」、「ビルヂング」のいずれ もが 「ビルデング」

「ビルヂング」に展開され るため、検索漏れを無 くすことができる。

以下では 、カタカナ とそれ以外に分けて正規化処理の内容を説明する。

E.2.1カ タカナ 以 外 の正規 化

カタカナ以外は文字列レベルの処理を行 う。処理範囲は以下の通 りであ る。

・大文字 ・小文字の正規化

ラテン文字 ・ギ リシャ文字 ・キ リル文字(ロ シア語アルファベ ット)の 大文字は対応

する小文字に変換する。ひ らがなは小文字を大文字に正規化する。なお、カタカナの

大文字 ・小文字の正規化は後段のカタカナ処理において実施する。

・全角 ・半角の正規化

全角の英数字、記号を半角に変換する。英字については同時に小文字への正規化 も行

なうため、全角大文字は半角小文字に正規化 することとなる。半角カタカナ(半 角句

読点、かぎ括弧 も含 む)は 全角カタカナに正規化す る。

・漢字異体字の正規化

漢字の異体字(旧 字、略字など)をJISコ ー ドの小 さいものに変換する。例えば 、「劍」

「劔」「剱」は 「剣」に統一する。

・仮名 旧字の正規化

ひらがな ・カタカナの旧字を新字に正規化す る。例えば 、「ゐ」は 「い」に 、「ヱ」は

「エ」に正規化する。

・仮名の合字

ひらがな ・カ タカナの清音 と濁点 ・半濁点の連続を、対応する濁音 ・半濁音に合成す

る。対応する濁音 ・半濁音がない場合は、仮名はそのままで濁点 ・半濁点を削除する。

例えば 、「ざ 」は 「ざ」に合字し、「さ.」は 「さ」のよ うに半濁点だけが削除され る。

・音標符号付 き文字の正規化

音標符号付きのラテン文字 ・ギ リシャ文字 ・キ リル文字を、音標符号を削除 した文字

に正規化する。例えば 、ウムラウト 「 」̈付 きの 「U」は 、音標符号を削除 した上で小

文字の 「u」に正規化する。



E.2.2カ タ カ ナ の 正 規 化

カタカナ表記の統一は、正規化(登 録時と検索時に実施)と 展開(検 索時にのみ実施)の

2段 階で行われ る。

カタカナ表記の正規化は、以下のよ うな正規化ルールによって実施され る。

・大文字 ・小文字の正規化

全てのカタカナの小文字は対応する大文字に変換する。例えば 、「ァ」は 「ア」になる。

・大文字か ら大文字へ の変換

「ヂ」は 「ジ」、「ヅ」は 「ズ」、「ヴ」は 「ブ」に変換するとい う3種 類の正規化規則

がある。

・ 「大文字+小 文字」か ら大文字への変換

特定の組み合わせの 「大文字+小 文字」は大文字に変換する。例えば、「ヴァ」は 「バ」、

「テ ィ」は 「チ」に変換す る。

・長音か ら大文字への変換

先行する文字が工段の場合は長音を 「イ」、オ段の場合は長音を 「ウ」に変換する。例

えば、「ベー」は 「ベ イ」、「ボー」は 「ボ ウ」に変換する。

・長音の削除

先行する文字がア段、イ段、ウ段の場合には、後続する長音を削除する。例えば、「チー」

は 「チ」、「ティー」は 「チ」に変換する。

・長音削除の抑制

長音の削除により無関係な語が同一視されるのを防ぐための規則である。対象文字列

が 「大文字(+小 文字)+長 音+大 文字(+小 文字)(+長 音)」 で、抑制対象の長音が2

文字 目(2文 字 目が小文字の場合は3文 字 目)の 場合に限定している。例えば、「サー

バ」あるいは 「サーバー」は 「サーバ」に変換し、2文 字 目の長音は削除しない。また、

「ヴァ」を 「バ」に変換する規則があることから、「サーヴァ」あるいは 「サーヴァー」

も 「サーバ」に変換する。

複数の規則が適用可能な場合、最長一致で前側か ら順次規則を適用する。
一方

、カタカナ表記の展開は、以下のような展開ルールによって検索時にのみ実施 される。

「チユイングガ ム」 → 「チユイングガム」「チユ インガム」

「コンサバ」 → 「コンサバ」「コンサーバ 」

なお、展開用ルールは、大量のコーパ スか らカタカナ文字列を抽出し、異表記関係にある

ものが正規化では同一視できないケースを拾い出し、ルール化 した。
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