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本日話すこと本日話すこと

前回の課題の解説

問題解決の方法問題解決の方法

テキスト検索の実例

G l を用いた検索事例Googleを用いた検索事例

テキスト検索技法

全文検索システム全文検索システム

情報の分割：形態素解析，N-gram

前準備に時間をかけてインデックスを作っておき，
検索は一瞬で検索は 瞬で
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前回の課題の解説（１）前回の課題の解説（１）

インターネットでインタ ネットで

できますか（分かりますか）？
生活

できますか（分かりますか）？

Second Lifeが昨年大流行．「オンライン3D仮想世界」で，経
済活動もできる（そこでの通貨をドルに換金可能）済活動もできる（そこでの通貨をドルに換金可能）

インターネットは，生活を支援するためのものと考えるといい
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前回の課題の解説（２）前回の課題の解説（２）

インターネットでインタ ネットで

できますか（分かりますか）？

目的地までの経路

できますか（分かりますか）？

「経路探索」サービスは多数ある．モバイル版もある

電車の路線探索は つ知 て使いこなそう電車の路線探索は，一つ知って使いこなそう

地図はGoogle Mapsが代表的
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前回の課題の解説（３）前回の課題の解説（３）

インターネットでインタ ネットで

できますか（分かりますか）？
授業

できますか（分かりますか）？

村川担当分の資料などは公開している．

「情報通信システムのしくみ 2008」で検索を「情報通信システムのしくみ 2008」で検索を

サイバー大学（http://www.cyber-u.ac.jp/）
自分で授業をしてみたい？業績を挙げて コンテンツを用意自分で授業をしてみたい？業績を挙げて，コンテンツを用意
しよう．
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問題解決の方法：はじめに問題解決の方法：はじめに

何でうまいこといかんのや？

だれも協力してくれやんねんけどだれも協力してくれやんねんけど

コンピュータで，でけへんかなあ？ …ここを支援
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コンピュータを使った問題解決コンピュータを使った問題解決

重要な原則

コンピ タは あなたが期待することをしてくれるとは限らないコンピュータは，あなたが期待することをしてくれるとは限らない．

コンピュータは，あなたが指示した通りにしてくれる．

コンピュ タにさせるといい仕事コンピュータにさせるといい仕事

計算をする．例：あなたの誕生日は，何曜日だった？

制御をする 例：車 原子炉制御をする．例：車，原子炉

整形をする．例：資料作成，論文執筆

コンピュータにさせるべきでない仕事コンピュ タにさせるべきでない仕事

何をしたいかが明確になっていない作業
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アルゴリズムとはアルゴリズムとは

アルゴリズムアルゴリズム：コンピュータを使ってある特定の目的を達成す
るための処理手順のことるための処理手順のこと．

プログラムプログラム：アルゴリズムをプログラミング言語を用いて具体
的に記述したもの的に記述したもの．

画像は削除しています

http://research nii ac jp/~uno/algo 3 htmhttp://research.nii.ac.jp/~uno/algo_3.htm
を参照ください
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アルゴリズムから運用までアルゴリズムから運用まで

課題を明確にする

Wh Wh t Wh Wh Wh H H hWho, What, When, Where, Why, How, How much
アルゴリズムを考案・採用する

先人の知恵も活用しつつ ないところは自分で埋める先人の知恵も活用しつつ，ないところは自分で埋める．

実装する

プログラムを作るプログラムを作る．

入念にテストをして，修正する．

データ（コンテンツ）を整備し ユーザ（利用者）を手配するデ タ（コンテンツ）を整備し，ユ ザ（利用者）を手配する．

運用する

「やりっぱなし」ではなく 点検・見直しをする「やりっぱなし」ではなく，点検 見直しをする．
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良いアルゴリズム・悪いアルゴリズム良いアルゴリズム・悪いアルゴリズム

良いアルゴリズムは，処理時間が短い．
悪いアルゴリズムは 処理時間が長い悪いアルゴリズムは，処理時間が長い．
（間違ったアルゴリズムは，永遠に終わらない？）

良いアルゴリズムは 洗練されている良いアルゴリズムは，洗練されている．
悪いアルゴリズムは，他人が見たら何が何だか分からない．

一つのことをするのに，たいてい，複数の手段がある．
どの手段を選ぶか？
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検索エンジン検索エンジン

検索エンジン（サーチエンジン）の例

G l （htt // l /など）Google （http://www.google.com/など）

YAHOO! Japan （http://www.yahoo.co.jp/）
などなどなどなど

何を検索する？

「四年生大学」と「四年制大学」のどちらが正しい？「四年生大学」と「四年制大学」のどちらが正しい？

生年月日の曜日を知りたい…「曜日計算」

「アルゴリズムとは」（とは検索）「アルゴリズムとは」（とは検索）
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テキスト検索技法テキスト検索技法

検索の対象・目的

文書が つ決ま ているときに 文字列を指定して その文字文書が一つ決まっているときに，文字列を指定して，その文字
列の出現位置を見つける． ⇒（狭義の）テキスト検索

多数の文書があるときに 文字列を指定して その文字列が含多数の文書があるときに，文字列を指定して，その文字列が含
まれる文書を見つける． ⇒全文検索．今日のメインテーマ

文字列とは，「Wakayama」「村川 猛彦」のような，連続する文
字の集まりのこと．
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全文検索（全文検索（fullfull--text searchtext search））

特徴

何万件 何GBという文書群でも何万件，何GBという文書群でも，
検索語を与えれば，該当文書を一瞬で検索してくれる
（検索時間は，文書数やファイルサイズに比例しない）（検索時間 ， 書数 ）

全文検索ソフトウェアの例

サーバに全文検索ソフトウェアを置いて使用する

Namazu，Lucene，Hyper Estraier，Senna
Web APIを使用する（定められたルールでURLを指定してアク
セス）

Yahoo!検索Webサービス
（http://developer yahoo co jp/search/）（http://developer.yahoo.co.jp/search/）
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全文検索エンジンを用いた検索の流れ全文検索エンジンを用いた検索の流れ

検索において，検索語は，文書群ではなくインデックスインデックスと照
合する 前処理前処理の段階で 時間をかけてインデックスを構成合する．前処理前処理の段階で，時間をかけてインデックスを構成
しておくことで，高速に検索できる．

文書
ファイル 登録

文書群
文書をインデ

文書群 閲覧
前処理

ックス

検索検索語 検索結果
検索・
閲覧

14



Hyper EstraierHyper Estraierによる検索の例による検索の例

検索語と ヒット数

検索条件

ヒ トしたヒットした
文書の
概要と
リンク 「ヒ ト」とはリンク 「ヒット」とは

文書が
検索語を
含むこと
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含むこと



検索時間が一瞬になるのはなぜ？検索時間が一瞬になるのはなぜ？

あらかじめ，検索に適した形に変換しているから（前処理，
インデックス化）インデックス化）

インデックスのないとき

検索時間は 文書の合計サイズに比例する

「インデックス」には
図書の「索引」

という意味もある
検索時間は，文書の合計サイズに比例する

1,000,000バイトなら，1,000,000×定数

文書の合計サイズが１０倍になったら 時間は１０倍文書の合計サイズが１０倍になったら，時間は１０倍

インデックスのあるとき

検索時間は インデックス化された語の対数に比例する検索時間は，インデックス化された語の対数に比例する

100,000,000語としても，
log(100,000,000)×定数 = log 10×定数’

語数が１０倍になっても，時間はほぼ変わらない
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インデックスのイメージ図インデックスのイメージ図

情報は木構造（ツリー構造）で保持される．

ならなら

きょうと みえ

おおさか しが
ひょうご

わかやま

「しが」を検索 発見！
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「ふくい」を検索 発見できず



形態素解析：情報の分割方法形態素解析：情報の分割方法

文： 我輩は猫である

形態素解析

形態素： 我輩 は で猫 ある

形態素解析ソフトウェア
重要な語のみJUMAN

ChaSen （茶筌）

M C b （和布蕪）

重要な語のみ
使用・登録

MeCab （和布蕪）

辞書も不可欠
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NN--gramgram法：もう一つの情報の分割方法法：もう一つの情報の分割方法

文字列 我輩は猫である

2-gram 我輩 輩は は猫 猫で であ ある

N-gramソフトウェア
すべて登録morogram

Hyper Estraierでは自前で生成している

すべて登録
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課題課題

以下の文を，「形態素解析」と「2-gram」のそれぞれで分割す
ると 何が得られるか 答えなさいると，何が得られるか，答えなさい．

これはただ事ではない

５分で書いて 提出してください ただし 授業はまだありま

これはただ事ではない

５分で書いて，提出してください．ただし，授業はまだありま
す．
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検索語の切り分け検索語の切り分け

形態素解析

検索語 我輩は猫検索語 我輩は猫

形態素解析
人間が指定

計算機内部

検索に使用する語 我輩 は 猫

人間が指定

N-gram法

検索語 我輩は猫検索語 我輩は猫

2-gram

検索に使用する語 我輩 輩は は猫
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まとめまとめ

全文検索システムにおいて
検索＝インデックス＋検索アルゴリズム＋検索語検索＝インデックス＋検索アルゴリズム＋検索語

あらかじめ文書を登録しておく（前処理を要する）

インデックスのおかげで 検索時間は文書の数や分量にインデックスのおかげで，検索時間は文書の数や分量に
比例しない
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