
講演のレポート

  役目：講演の講師へのフィードバック 
  話したことが伝わっているか確認する 
  記述内容： 

  話題のうち、印象に残っている話題を自分のことば
で簡潔に記述する。（聞いているか） 

  上記の話題に関連した分の知っていることを述べ、
講演の記述との関係を述べる。（考えているか） 



講演のレポート：悪い例

  「講演はおもしろかった。。。」 
  （内容の反復なし） 
  聞かなくてもかけるし、聞いたかどうかもわからない。 

  「。。。とおもっていたのでおかしいとおもった。」 
  「。。。まったく同感だとおもった」 

  （根拠の提示なし） 
  どうおもっているかは、根拠の提示なしでは考えている
かどうかわらない。 



講演のレポート：こちらの想定

  「講師は。。。。。。を説明し、。。。と主張してい
た」 
  多くのレポートでまちがっていたら、説明がわるかった
とわかる。 

  一部だけがまちがっていたら、聞き方がわるとわかる。 

  「。。。。という問題に適用できる研究とおもう人が
多いと推定される。」（「思う」との違いに注意） 

  「。。。。という条件では主張がなりたたと考えるひ
とがいると推定される。」 
  講師にも情報がある
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第１部情報検索の仕組み

  Webのサーチエンジンの不思議
  どのような文字列も探し出してくれる

  探し出す対象は、コンピュータにとっても大量

  １テラバイト（１０の１２乗）コピーするだけでも数時
間

  探す時間は数秒
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探し物を効率よくする方法

  ものを探すときは、辞書順にならべると効
率がよい。
  データの大きさNに対して、
  Log2(N)の操作で見つけられる。
  １テラの項目でも、４０回で見つけられる

データ中の任意の文字列を探すには，長さに上
限がないので，ならべにくい。
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Suffix Array １ 

a c a b d b b 

c 
c b 

a c b 
a c b b 
a c a b b 
a c a b b b 
a c a b d b b 

c 
c b 

a c b 

a c b b 

a c a b b 

a c a b b b 

a c a b d b b 

suffix[0] 
suffix[1] 
suffix[2] 
suffix[3] 
suffix[4] 
suffix[5] 
suffix[6] 

辞書順に
整列

Suffix Array 

Suffix Array １（Manber 1992) 
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Suffix Arrayの機能

  すべての文字列につ
いて、それがどこに
あるか、辞書をで特
定できる。

c 
c b 

a c b 

a c b b 

a c a b b 

a c a b b b 

a c a b d b b 

suffix[0] 
suffix[1] 
suffix[2] 
suffix[3] 
suffix[4] 
suffix[5] 
suffix[6] 
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探せるだけでは十分で＊ない＊

  ぴったり一致するものだけではいけない。

  質問：自律移動ロボット

  文書：この論文では、自律的に移動するロボッ
トについて論じる。
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情報検索システムの構造

  質問文をばらばらの文字列に分解して、そ
れを含んでいるものに得点を加えていく。

  得点の高いものから出力する。

  質問：自律移動ロボット

  自律, 律移, 移動, 動ロ, ロボ, ボッ,ット
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情報検索の課題： 
　重要な部分で検索する

  重要な単語をうまく選ぶと性能が上がる
自律移動ロボット自体の設計、開発、評価など
が総合的に書かれた文献、または、自律移動ロ
ボットにおける部分的なシステム（経路制御、
物体認識など）の設計について書かれた文献が
検索要求を満たす。自律移動はするがロボット
ではないものの設計、開発に関する論文も部分
的に検索要求を満たす。自律分散システムなど
の自律移動ロボットを応用したシステム、自律
移動しないロボットに関する文献は検索要求を
満たさない。
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なぜ自動化できないか

形態素解析

品詞情報・頻度情報

キーワードの弁別

問題点：最新情報を辞書に登録し続ける必要
あり 維持のコストがかかる

未知のデータへの汎用性がない

辞書と言語知識で処理

３
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開発した方法

・辞書に登録し続ける必要なし
・未知の用語にも対応

純粋に統計処理でキーワードを抽出

文字列を含む文書の頻度情報
反復出現を示す統計量

キーワードの抽出

提案法

４
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システム
・ロボット
・自律移動
・経路制御
・物体認識

システムの構成

キーワードを抽出したい
　　　　ドキュメント

ロボットの論文データ
　１件（８９１Byte）

　　論文データ集合
３３万件（３２７MByte）

ドキュメント集合

入力の全ての部分文字列に
対し、文書頻度の統計量を計
算

キーワードのリスト

５

システムのなかに言語知識と辞書を含ま
ない
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キーワード抽出に用いる統計量

：　文字列　　を含むドキュメントの数

：　文字列　　を2回以上含む
　　ドキュメントの数

反復度
「ある一つの単語をあるドキュメントが持つという条件で，
同じ単語を二つ以上そのドキュメントが持つ確率」

：　文字列　　を含む文書の確率　　

：　反復度

：　全ドキュメント数

６
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キーワード境界での振る舞い

語の境界を越えると　　が小

キーワードは
複数回出現

７
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キーワード内部での振る舞い

語の境界の内部で　　が一定
８



頻度と反復度の違い

語の境界を検出しやすいのは反復度

フジ 
  →フジモ

フジモリ大統領 
　→フジモリ大統領が

word boundary

NOT boundaryword boundary

反復度 出現頻度

df２（x）：文字列xを２回以上含む文書数
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キーワードと任意文字列

１０反復度に、キーワードを選択できる情報がある

キーワードのプロット 任意抽出文字列のプロット
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キーワードの抽出例１

自律移動ロボット自体の設計、開発、評価など
が総合的に書かれた文献、または、自律移動ロ
ボットにおける部分的なシステム（経路制御、
物体認識など）の設計について書かれた文献が
検索要求を満たす。自律移動はするがロボット
ではないものの設計、開発に関する論文も部分
的に検索要求を満たす。自律分散システムなど
の自律移動ロボットを応用したシステム、自律
移動しないロボットに関する文献は検索要求を
満たさない。

論文アブストラクトの検索要求

１５
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フジモリ大統領　三井海上火災　脳死判定 
アメリカンフットボール　　水道メーター 
日本大使公邸占拠事件　アイルランド 
Ｏ・Ｊ・シンプソン氏　カシオ計算機  

日本語新聞からのキーワード
抽出されるキーワード

１６

コーパスの分野に依存しない。
　（新聞でも、技術文献でも動作する）

略語・固有名詞を抽出
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蘇哈托　中央日報　台灣問題　醫師 
柯林頓　柬埔寨　博物館　最高法院 
參議員　Ｆ十六戰機  

中国語新聞からのキーワード
キーワードの抽出例３

１７

同一のプログラムが中国語新聞でも動作する
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全文字列を対象とした分析
計算量：長さNのすべての部分文字列はN(N-1)/2 個
　それぞれについて、文書頻度を求めたい。

１９

実現した方法　　前処理：O(N log(N)), 文字列ごとに:O(log(N)) 

df２（x）：文字列xを２回以上含む文書数
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アプローチ

あらかじめ表をつくっておいて、二分探索をする

１９

実現した方法　　前処理：O(N log(N)), 文字列ごとに:O(log(N)) 

df２（x）：文字列xを２回以上含む文書数
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表の大きさ

単純な方法だとN自乗の大きさの表

１９

実現した方法　　前処理：O(N log(N)), 文字列ごとに:O(log(N)) 

Nの自乗の表は実現不可能

同じ統計量をもつ文字列をまとめて
一つのクラスとして扱う。

df２（x）：文字列xを２回以上含む文書数
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前処理の手間

単純な方法だと、クラス数・ドキュメント数の計算

１９

実現した方法　　前処理：O(N log(N)), 文字列ごとに:O(log(N)) 

「ロボ」ではじまる文字列
［ロボッ」、「ロボの」から
寄せ集めて数を求める

df２（x）：文字列xを２回以上含む文書数
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アルゴリズム

  Suffix Treeを利用した知られたアルゴリズ
ムのSuffix Arrayでの実装
  実際上のメモリの桁違いの節約

  文書中での出現集中を計測できるような統
計量df２への適用

  梅村，真田：文字列をk回以上含む文書数の計数ア
ルゴリズム，平成14年10月 自然言語処理第9巻
第5号（43頁-70頁）
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実装したプログラムのメモリ使用量 

ドキュメント数 10000 31623 100000 332918 

グループの数 78K 230K 6816K 24018K 

前処理 80M 234M 626M 2366M 

分析処理 40M 116M 333M 1175M 

データ量の２乗個ある任意の文字列集合が 
データ量に比例したメモリで処理できる 

単位：バイト
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１部まとめ：情報検索

大きなデータでもうまく並べると探せる

上手に探すには「重要なところ」を見つける

コンピュータが重要なところを見つけられる



29 

第２部検索システムの製品化

  開発体制 
  製品としての機能の説明方法 
  導入事例 
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類似情報検索エンジン 
QuickSolution® 

豊橋技術科学大学　梅村研究室

　：　コア・アルゴリズム開発

定期的な打合せ 
アルゴリズム開発・評価依頼 
特許の共同出願 

住友電工／住友電工情報システム

– 　TUT成果のJava化、評価、製品への取り込み 
– 　拡張機能・応用機能の単独開発 
– 　特許出願 
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QuickSolutionの類似検索機能

【検索例】 

質問文：「デジタルカメラの画像をプリンタで印刷する方法は？」

類似情報検索エンジン QuickSolution 
質問文と各ドキュメントとの類似度（0～100%）を計算

76% 

67% 

50% 

89% 

40% 

類似度

デジカメ画像をプリンターで印刷するには？

デジタルカメラの写真をプリンタで出力する方法について知りたい。

プリンタでデジタルカメラ画像を印刷するにはどうすればよいでしょうか？

デジタルカメラ画像をプリンターで印刷するには？

デジタルカメラの使用方法について教えてください。

検索結果

入力

出力

参照

ドキュメント群の中から自然文で入力された質問文と類似するドキュメントを
検索する技術で、質問文と完全一致しなくても検索が可能です。

「デジタルカメラ」と「デジカメ」、「プリンタ」と「プリンター」等、表記の揺れを吸収。
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QuickSolutionの概念図

   高速検索処理用にインデックスを作成
   インデックスを使用して高速かつ高度な検索を実施
   辞書が不要

初期化・更新
RMI / COM API 

データリーダ

検索

対象データ
（元データ）

インデックス

QuickSolutionサーバ

Webブラウザ

検索対象
データ読込み

生成・更新

元データの参照・表示

クライアントAP 

Webサーバ
JSP 

サーブレット

辞書

不要
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QuickSolutionのアルゴリズム
辞書、日本語処理を使用せず、純統計処理！

ステップ１：部分文字列の選別

ステップ２：類似度の算出

インデックス

質問文から出現頻度をもとに検索に有効な部分文字列を高速選別
 検索精度を維持して検索処理を高速化
 質問文が長文であっても大丈夫

各部分文字列の出現頻度および出現集中度を
考慮した重みを加算

 出現頻度：小（出現するドキュメント数は限られる）
 出現集中度：大（同じドキュメントに繰り返し出現）

（例）質問文：「デジタルカメラの画像をプリンタで印刷する方法は？」
⇒　「デジタルカメラ」「画像」「プリンタ」「印刷」
　　　＋「デジ」「ジタ」「タル」「ルカ」「カメ」「メラ」・・・

（例）ドキュメント１の類似度
＝「デジ」＋「カメ」の重み（２回出現を考慮）＋「印刷」の重み

ドキュメント１

「デジカメの機能は、、、。
　デジカメの印刷機能は、、、。」
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ソースデータからキーワードを抽出

キーワード抽出と関連語抽出

キーワード抽出
結果を用いて　
関連語を自動
抽出

キーワードを中心に関連語を抽出
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導入事例（代表事例）
活用分野･業務内容・導入目的など 業種・企業名・製品名 対象ドキュメントの種類

イントラネットのナレッジポータル

QuickSolution Portal 
図研様 情報共有システム

NEC様 BusinessPortal他

各種データソース

XML-DB、文書ファイル
文書ファイル、RDB、グループ
ウェア

Webサイト内検索
楽天トラベル様

音楽情報サイト、住友電工
他

RDB、XML-DB、HTML、PDF等

メールアーカイブ／アクセスログ等の
検索

エアー様 WISE Audit他 メール本文、添付ファイル、ログ
等

FAQシステムへの適用
N1様 FAQ管理システム
N2様 FAQ管理システム

RDB、文書ファイル

テキストマイニングツールへの適用

NRI様 TRUE TELLERの
イントラネットキット・オプ
ション

RDB、文書ファイル

データベースの全文検索
三井物産様 XML-DB 
NeoCore XML-DB、文書ファイル

文書管理システム／ワークフロー
楽々Document/楽々
WorkFlow RDB、文書ファイル

ヘルプデスク／CRM／BPM Dr_Helper／BizCore XML-DB、RDB 
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楽天トラベル様：観光情報検索サイト

・地名・施設名等
　固有名詞の検索

・国内最大級の
　旅行予約サイト
　会員数：333万人
（2004/1/30）

・24時間365日サービス
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大学による競争力の確保

  速度

  アルゴリズムを考え，桁違いの速度を実現す
る。

  機能

  辞書を使わないで，重要部分を切り出すなどに
代表される，「不可能と思えるような機能の実
装」 
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２部まとめ：製品化

企業でできるところ

ニーズの把握と品質保証／サポート

大学でできるところ

競争力の確保

分業して、アイディアを世に出す。


