
して着実に進んでいるように思われる。20世紀後半以降，

欧米先進諸国（そこに日本も含まれる）の通商上の比

較優位の確保と，肥大しようとする，また肥大しすぎた

著作権ビジネスとその周辺利益に大きく肩入れしてきた

著作権制度は，インターネットが生み出した情報の自由

な噴流に対して，すでに利益誘導の‘水制’としての機

能を果たしえなくなりつつあるように思われる。いまこの

国で周回遅れで流行の，知的財産の囲い込みを支援す

る‘バイドール法’（12）の考え方と使い方についても，著

作権制度に絡め検討すべき点は少なくない。

（筑波大学大学院図書館情報メディア研究科：山
や ま
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はじめに

情報検索（information retrieval: IR）のための技

術的な研究は，インターネットの普及を契機として，

質・量ともに飛躍的に進歩した。従来の情報検索や図

書館情報学の研究者に加え，自然言語処理やデータベー

ス管理など，他のさまざまな分野から研究者が参入し，

数多くの文献が出版されている。特に，情報検索技術

の研究が自然科学的な側面を持つことから，重要な研

究成果は国際的な学会（ACMのSIGIRなど）や学術

雑誌（Information Processing & Management誌や

Information Retrieval誌など）に発表される傾向に

ある。また，現在，TREC（１）（米国），NTCIR（２）（日

本），CLEF（３）（欧州）などの国際的な評価型ワーク

ショップが情報検索技術の研究を推し進める駆動力と

なっており，その会議録にも重要な研究成果が報告さ

れている（会議録はオンラインで公開されている。そ

れぞれのウェブページを参照）。

もちろん，それに伴って，国内の雑誌にもいくつか

の重要な文献が発表されている。本稿の目的は，その

ような国内で刊行された論文を中心として，2003年以

降の研究文献をレビューすることにある。ただし，そ

の範囲については，図書館情報学関係の雑誌と，情報

処理学会の出版物とに掲載されたものに限定する。電

子情報通信学会をはじめとして，情報検索技術に関連

する論文を取り扱っている学会はその他にもいくつか

存在する。しかし，それらは図書館情報学的な視点か

らすれば，あまりにも技術的な内容となっているもの

が多い。一方，もし図書館情報学関連の雑誌にレビュー

を限定してしまうと，情報検索の複合領域的な性格か

らして，範囲を過度に絞り過ぎている感が否めない。

そこで，専門部会（SIG）として「情報学基礎研究会」（４）

を設置し，図書館情報学と重複する部分を持っている

情報処理学会による刊行物を，レビューの対象に加え

ることとした。また，本稿における「情報検索」はい

わゆるテキスト検索を意味するものとし，画像や音楽

に関する検索については対象外とする。

以下，いくつかのトピックに分けて，重要な研究文

献を概観していく。なお，“document”に対する訳

語としては，図書館情報学分野では「文献」をあてる

ことが多いが，情報検索の領域では一般に「文書」と

している。この訳語を使っておくと，「電子文書」や

「ウェブ文書」という言い方も可能となるため，本稿

でも「文書」を統一的に使用することにする。
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1. 言語横断検索

言語横断情報検索(cross language IR)とは， 検索

質問と文書とが異なる言語で書かれている場合の検索

を指す。例えば，英語文書を収録したデータベースを

日本語で検索する場合がこれに相当する。この種の研

究は1990年代後半に本格的に着手されると，多数の研

究者の関心を惹きつけ，わずか10年足らずの間に膨大

な数の文献が出版された。情報検索分野において，近

年になって登場した最も重要なトピックの1つである

と言えよう（ただしその萌芽的な試みは1970年代に遡

る）。

言語横断検索では，基本的には検索質問か文書かの

どちらかを翻訳することになるが，特に，検索質問の

場合，含まれる語が少ないため十分な文脈が与えられ

ず ， 訳 語 の 曖 昧 性 解 消 が 必 要 に な る 。 例 え ば

“MERCURY”とい う語が与え られとき， これを

「水銀」と訳すか「水星」と訳すかは自明ではない。

木村ら（５）は，この曖昧性解消のために，ウェブのディ

レクトリを使用することを提案している。つまり，ディ

レクトリ中のカテゴリに属するウェブ文書からあらか

じめ語を抽出しておき，それとの比較に基づいてカテ

ゴリを決定し，曖昧性解消に役立てようという発想で

ある。また，阿玉ら（６）は，日英の言語横断検索の性能

向上のために，語基辞書の構築，カナ表記の翻字，通

常の語ではなくバイグラム（連続する２つの文字）を

単位とした曖昧性解消などについての実証的な分析を

試みている。

2. 言語モデルの応用

検索結果を順位付けて出力するには，各文書に何ら

かの方法で得点を付与する必要がある。このための検

索モデルとしては，これまで，ベクトル空間モデルや

確率的モデルが主として研究されてきた。ところが最

近になって，音声認識や自然言語処理の領域で発展し

た言語モデル（language model）を情報検索に応用

する試みが数多くなされている。これに関しては，岸

田（７ ）による研究動向のレビューがある。

文書の順位付けに関する性能については，結局のと

ころ，言語モデルと従来のモデルとで大きな差はつか

ないようであるが，例えば，言語モデルを言語横断検

索に応用すると，語の翻訳確率をモデル自体に組み込

めるなど，理論的に，よりエレガントになる場合もあ

る。これは，この方法では，当該文書の言語モデル

（具体的には各語の出現確率分布）から検索質問が生

成される確率に基づいて文書得点を計算するが，この

確率論的なしくみの中に翻訳確率を組み込むことが容

易なためである。この点についてのより詳しい説明と

して，岸田と賀沢（８）による解説がある。

3. ウェブ検索

WWWに対する検索はわれわれの生活にとっても

はや必要不可欠なものとなっているが，これは従来的

なデータベース検索とはいくつかの点で異なっている。

技術的には，その最大の相違はリンクの活用であろう。

例えば，検索エンジンGoogleは，PageRankと呼ばれ

る，リンク構造を利用した検索アルゴリズムを使用し

ていることで有名である。さらにはアンカーテキスト

（リンクを表示した文字列）の利用など，ウェブの検

索は，文書内で出現する語句を基本とした従来的な検

索手法とは異なる要素を持っている。リンクを利用し

たアルゴリズムとしては，クラインベルク（Kleinberg）

によるHITSなどもあるが，これについては江口（９）に

よる解説がある。

検索エンジンの一種としてメタ検索システムがある。

これは，入力された検索語を他の複数の検索エンジン

に転送し，その検索結果を併合して，利用者に返すシ

ステムである。利用者にとっては，一度に複数の検索

エンジンを利用したことになるので，手間が省けて便

利である。検索結果を併合した際に，もし結果全体に

対して再度の順位付けを試みるならば，これは一種の

データ統合（data fusion）の問題となる。これに関

しては，鈴木ら（10）が，情報量の概念を加味した文書得

点の正規化手法を提案している。

なお，検索結果の統合は，メタ検索に限られた問題

ではない。例えば，分散型情報検索（distributed IR）

では，文書集合を複数の部分に分けて並行して検索を

おこない，その結果を統合する。これに関して，小作

ら（11）は，ウェブ検索の処理を分散させることを目的と

して，検索結果の統合に関する実験を試みている。

また次世代の検索エンジンのための技術に関する研

究も進んでいる。例えば，濱口ら（12）は，ウェブ文書か

ら人名を自動抽出するシステムの実験を試みているが，

これはいわば固有表現（named entity）についての

情報抽出（information extraction：IE）であり，こ

の問題に対して現在，数多くの研究者が取り組んでい

る。

なお，実際のインターネットの検索エンジンについ

ては，『情報の科学と技術』第54巻第２号に特集（13）が

ある。また，Googleなどの著名な検索エンジンにつ

いては，一般向けの書籍も多数出版されている。

4. 概念検索

現在の検索システムは検索質問中の語句と文書中の

語句との文字列としての一致を基本としている。した

がって，漏れのない網羅的な検索を実行しようとすれ

ば，同義語や言い換えを列挙し，ORで連結する必要

がある。しかし，これは実際の利用者には難しく，負

担となるので，語句ではなく，その上のレベルの「概
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念」に基づく検索に関する研究が進んでいる。もちろ

ん，このための工夫としてはシソーラスなどの統制語

彙が以前より開発されてきたが，このような道具を利

用者が明示的に使うのではなく，システムによる自動

的な概念検索を実行可能とすることが近年の研究の焦

点である。

特許情報の検索システムにおいては，この種の概念

検索がある程度実現されている。これに関しては，高

橋（14）による解説が詳しい。この解説では，NRIサイバー

パテントデスク，PATOLIS-IV，G-Search ATMSの

3つのシステムにおける概念検索の特徴が論じられて

いる。特に，特許検索では，ある特定の特許と類似し

た特許を発見することが重要になる。これは，一種の

類似文書検索に相当する。特許に関する類似文書検索

の方法については，高木ら（15）の研究がある。

また，連想検索機能を持つシステムとしてGETAが

開発されており，国立情報学研究所のWebcat Plusな

どの実際のシステムで稼動している。これについては

高野ら（16）による解説がある。この連想検索では，基本

的には，利用者が選択した文書集合から語の集合が抽

出され，それらに基づいて検索が実行されるしくみに

なっている。

5. 検索支援・フィードバック

一般の利用者がシステムに投入する検索語の数はそ

れほど多くはなく，また，それらが検索要求を的確に

表現している保証もない。通常，自分にとって不明確

なことがらを調べようとして検索を実行するのである

から，適切な検索語を思いつけないというのはむしろ

普通の状態であろう。

この問題を解決するために，利用者が投入した検索

語を自動的に拡張する試み（いわゆる質問拡張）や，

検索語の候補を利用者に提示するような支援システム

の開発が数多くなされている。この場合，利用者が最

初に投入した検索語によって特定された文書集合に対

して何らかの分析をおこない，より適切な検索語を発

見す る方法を 使うこと が多い。 例えば， 金 谷と梅

村（17）は，初期的な検索結果中の語と検索語との相互情

報量に基づく重みを使って，システムによる検索質問

の自動拡張を試みている。

一方，崔ら（18）は，初期的な検索結果を分析し，より

よい検索語の候補を利用者に対話的に提示する支援シ

ステムを開発している。このシステムでは，データベー

ス全体での統計情報を使った分析と，初期的な検索結

果に対する分析とを組み合わせることによって，効果

的な 検索語提 示の実現 を試みてい る。 また ， 戸田

ら（19）は，検索結果から動的に特徴的な固有表現を抽出

し，利用者に提示するシステムの研究をおこなってお

り，吉岡と原口（20）は，検索の網羅性を高めるために，

より一般的な語を提示するインタフェースの作成を試

みている。

6. 検索実験の方法

冒頭で述べたTRECやNTCIR，CLEFなどの評価型

ワークショップは，検索実験に欠かせないテストコレ

クションを構築・提供している。このテストコレクショ

ンの作成や，それを使った検索評価は簡単な作業では

なく，その方法論に関する研究領域が形成されている。

テストコレクションの構築の難しさの１つは適合文

書の発見にある。再現率を正確に評価するには，文書

集合中の適合文書をもれなく見つけ出さねばならない。

しかし，これは文書集合が大きくなればなるほど困難

な作業となる。この問題を解決するための伝統的な方

法がプーリングであり， この問題に関しては，栗山

ら（21）（22）がNTCIRにおける言語横断検索の評価の場合

について論じている。

一方，ウェブ検索の評価については江口ら（23）（24）が論

じている。ウェブ検索はすでに述べたように，従来的

な情報検索とは異なる側面を持っており，そのため実

験・評価においても，その特徴を考慮する必要がある。

例えば，情報検索における適合度順出力の評価のため

の指標としては，これまで平均精度が利用されてきた。

この指標は，適合度順出力のリストを先頭から見てい

き，適合文書が見つかるたびにその順位までの精度を

計算して，最後に，それらを平均したものである。一

方，ウェブ検索の評価では，ウェブの典型的な利用状

況を考慮して，上位10件程度の検索結果のみの閲覧を

前提とした評価モデルが設定されることがある。この

場合，平均精度とは別の評価指標が用いられることに

なる。このような検索実験の評価指標の妥当性や信頼

性についても一般に，数多くの研究が積み重ねられて

いる。

7. 検索の実際・戦略

情報検索の実際については，『情報の科学と技術』

第54巻第7号で特集（25）が組まれ，図書，化学・医学分

野の雑誌論文，特許，音楽情報の各領域別に解説がな

されている。また，MEDLINEの検索戦略については，

阿部（26）による海外文献のレビューがあり，参考になる。

8. その他

XMLの普及に伴って，XMLで記述された文書の検

索が重要な研究テーマになりつつある。これについて

は絹谷ら（27）によるサーベイ論文がある。

また，単なる検索語から文書を特定するのではなく，

文書間の関連を利用して，適合文書のグループをデー

タベース中に見出そうとする試みも古くからなされて

いる。このためには文書のクラスタリングが必要とな

る。情報検索を応用目的とした文書クラスタリングに

ついては岸田（28）によるレビューがある。
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おわりに

文書中のテキストのより高度な解析を検索に応用し

ようとする試みも数多い。例えば，図子ら（29）は，文書

中に含まれる因果関係を析出し，それを応用した検索

方式を提案している。これは，検索語を何らかの事象

として捉えることができる場合，単なるその表現上の

一致だけでなく，因果関係をも包摂して文書得点を計

算しようという試みである。

一般に，自然言語処理技術をテキスト処理に応用し

て，より高度な情報アクセスを可能にしようとする動

きがある。これに関しては，『情報処理』誌に解説（30）

があるが，そこでは，その実現のための要素技術とし

て，情報検索のほかに，情報抽出，自動要約，質問応

答などが挙げられている。これらの技術に共通してい

るのは，情報検索に比べて，より高いレベルのテキス

ト処理を施す点にある。例えば，自動要約では，単に，

文を抜粋するだけでなく，それらを組み合わせて意味

の通る文章にしなければならない。これには単文を超

えた，複数の文間の関係についての分析が必要になる。

一方，情報検索はいまだ“bag-of-words”の段階

にある。すなわち，１つの文は単語レベルに分解され，

文が持つ構文や，単語間の意味関係は十分に考慮され

ない。もちろん，大規模な文書集合に対して，迅速な

検索を実行するには，単語レベルの処理が１つの条件

である（例えば，単語レベルへの分解によって転置ファ

イルの利用が可能になる）。しかし，情報抽出や自動

要約などの研究で開発されたテキスト処理技法を効果

的に情報検索に応用する試みが今後重要となっていく

ことが予想される。なお，自動要約に関しては，その

専門書が邦訳されている（31）。

その他，テキスト分類（例えば，石田（32）や，高村と

松本（33）を参照）もまた，情報検索に関連した重要な技

術である。今後は，情報検索技術を中核として，これ

らの技術を活用した情報アクセス手法がより包括的に

研究されていくと考えられる。
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