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質問緩和法によるクロスメディア・メタサーチ
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あらまし 現在のWeb空間には膨大な量のコンテンツが分散し，様々なメディアのコンテンツが存在している．よっ

て，ユーザが有効な情報を検索する際は，より効果的な情報を大量のコンテンツの中から選択し，様々な情報を統合

する機能が重要である．そこで，我々はこれを解決するために，テキスト検索エンジンや画像検索エンジンなどの多

様なメディア向けの検索エンジンを利用するクロスメディア・メタサーチを提案し，このシステムを実現するために

検索質問の緩和法を提案した．しかし，現在のままの質問緩和法ではユーザが複数のキーワードを入力すると，非常

に効率が悪い．本論文では，これを解決するために質問緩和法の拡張を提案し，また質問緩和法の効率化について考

察する．
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Abstract Recently, the huge of contents are scattered in several sites and the contents have varied media types in Web space.

When users retrieve valid information, it is important to choice more efficient information from many contents, and integrate

and arrange various information. We have proposed Cross-Media Meta-Search, which uses search engines for various media,

such as text search engines and picture search engines, to solve this problem and query relaxation to realize this system. How-

ever, when users input more keywords in the system, efficiency is getting worse. In this paper, we propose an expansion of

query relaxation and an efficient method of query relaxation.
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1. は じ め に

インターネット技術の進歩に伴って，Webページの数は劇的

に増大してきた．またブロードバンドやデジタルカメラ等の

普及により，画像，動画などのマルチメディアコンテンツも非

常に増加してきている．このようなことから，ユーザが自分に

よって有益な情報をサーチエンジンを用いて探すことが非常に

重要になってきている．

　情報を効果的に検索し統合する手段として，メタサーチエン

ジンが挙げられる．しかし，メタサーチエンジンに共通する点

として３つが挙げられる．

（ 1） メタサーチで利用する各々のサーチエンジンは同一メ

ディア．

　既存のメタサーチではほぼテキストサーチエンジンしか利用

していない．これにより，Webページ内のテキスト文書しか考

慮に入れていないため，現在の多様なメディアを有する Web

ページ上では十分な検索ができないと考えられる．

（ 2） どのサーチエンジンに対しても同一の検索質問が実行

される．

　多数の検索キーワードがあった場合や，検索キーワードごと

に関連が全くない場合などは検索結果が思うようにでてこない．

このようなことを解消するためには，与えられたキーワードを

そのまま利用するのではなく，なんらかの形に変換させる必要

があると考えられる．

（ 3） 統合した検索結果として Web ページへのリンクが示

される．

　ほとんどの検索システムではWebページへのリンクが検索結

果として表示されている．そのため，ユーザが検索結果のWeb

ページを閲覧する際，有益な情報だと判断できる内容がかかれ

ているWebページを発見するまで，検索結果の一つ一つのWeb

ページを閲覧するという動作を繰り返さなければならないため

に非常に労力がかかる．また，一つのWebページ内には様々な



内容が記述されているために有益な情報だけを効率よく収集す

ることができない．

このようなことから，従来の検索システムではユーザにとっ

て有益な情報を得ることは容易とはいえない．ユーザにとって

重要なことは，一つのサーチエンジンで検索キーワードを入力

しただけで，テキスト，画像，動画などの様々な情報が得られ

ることである．またユーザにとって有益な情報だけを閲覧しや

すい状態で表示することである．

　そこで我々はこれまでにクロスメディアメタサーチという手

法を提案してきた．この手法では，様々な情報を得るために，

既存の様々なメディアに対するサーチエンジンを使用すること

で，情報量の増加と，情報の種類の多様化を図っている．ここ

で各サーチエンジンを効率よく利用するために，検索質問を各

サーチエンジンに適した形に変換する必要があると考えられる．

また，クロスメディアメタサーチでは検索結果としてWebペー

ジへのリンクを提示するのではなく，各 Web ページから検索

キーワードに関連している部分を抽出し，それらのコンテンツ

を統合させる．これによって，ユーザの検索キーワードに関す

る情報が分かりやすく記述されているような Webページのコ

ンテンツを新たに生成する．

　本論文ではクロスメディアメタサーチのための検索質問の

緩和方法を提案し，その効率化について述べる．これにより，

ユーザの入力したキーワードの数にかかわらず，より効率的に

情報を収集することが可能であることを示す．以降，第２章で

関連研究，第３章でクロスメディア・メタサーチの概要，第４

章で検索質問の緩和について，第５章で質問緩和法の効率化に

ついて，第６章でまとめと今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

2. 1 NAVER

検索サイトの NAVER の検索サービス [5] は Web 上にある

HTMLページを始め，動画，イメージ，サウンド，文書などを

同時に検索し，検索語別にユーザーの検索意図を予想して検索

結果を提供する．統合検索では，Webページ，動画，イメージ，

サウンドの検索を同時に行い，検索結果を一画面にまとめて表

示するという，機能を持っている．検索質問は従来のサーチエ

ンジンのような入力方式であり，また統合といっても，画像は

図 1 検索サービス Naver

図 2 ウェブ事典検索システム CYCLONE

画像の領域，テキスト検索の出力結果としての URL のリスト

を表示する領域は分割されている．様々なメディアを扱っては

いるが，この点で本研究とは異なっている．

2. 2 Cyclone

Cyclone [6]はウェブを使用した百科事典のような検索システ

ムである．検索キーワードとなる単語を入力すると，Webペー

ジから抽出されたその単語の意味，分野，および関連する単語

が，検索結果として表示される．検索結果として Webページ

を表示するのではなく，必要な部分だけを提示するという点が

本研究と関連している．しかし，このシステムでは１つの単語

を入力したときでないと適切な解を得ることができない．つま

り，「国語辞典」的な検索結果となっていると考えられる．

3. クロスメディアメタサーチ

複数のキーワードからなるクエリー Qが与えられたとする．

従来のメタサーチでは，この複数のキーワードからなるクエ

リー Qをそのままいくつかの検索エンジンに利用している．ま

たこの時，利用する検索エンジンはほとんどがテキスト検索

の検索エンジンである．そしてその後に検索結果として様々な

サーチエンジンの結果から重複などを除去して解の Webペー

ジへのリンクを示している．

　クロスメディア・メタサーチでは，利用可能なサーチエン

ジンは異種のものを許している，すなわち，例えば，通常の

Google [7], AltaVista [8], Google 画像サーチエンジン [9]，また

音楽サーチエンジンなどのように，タイプの異なるサーチエン

ジンの混在を許している点が特徴的である．さらに，与えられ

た質問 Q，および，タイプの異なるサーチエンジンに対して，

質問 Qを変換して各サーチエンジンに送り，その結果を統合し

ようというものである．この変換する方法として，検索質問の

緩和という方法を使用している．

　また，検索結果として従来のような Web ページへのリンク

ではなく，解のWeb ページから検索キーワードに関する情報

だけ抽出してそれを統合して，検索結果としてユーザに提示す

るものである．このような方式を用いることにより，従来のよ

うに URLを示す検索結果とは異なり，Webページの内容を抽

出して直接表示することによって Web ページへのリンクを辿

り閲覧する作業をなくし，検索キーワードに関連している情報

だけをまとめて見ることができる．　このようなシステムを利
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図 3 従来のメタサーチ
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図 4 クロスメディア・メタサーチ

用することによって，ユーザは検索キーワードを入力するだけ

で，その検索キーワードについての様々な情報を簡単に閲覧で

きることができる．

4. 検索質問の緩和

4. 1 検索キーワードの役割変換

ユーザが複数のキーワード K1,K2,. . .,Kn(n>=2) からな

る conjunctive query Q を入力したとする．すなわち，Q =

K1∧K2∧. . .∧Kn である．また種々の利用可能なサーチエン

ジンを，E1,E2,. . .,Em 　 (m>=2) とする．質問 Q に対する解

である Web ページ集合を，Ans(Q) とする．また，質問 Q を

サーチエンジン Ei（1<=i<=m）に対して行って得られる解集合

を Ans(Q, Ei)と表すものとする．但し，解集合は，Webペー

ジ，画像，音楽などのファイル集合である．

　本論文では，E1 としてテキスト検索，E2 として Google画

像サーチエンジンを用いる．まず，質問 Qをサーチエンジンの

数に合わせて，部分集合に分割する．すなわち，ここではサー

チエンジンは２つであるので

　φ，｛K1, . . . , Kn｝

｛K1｝,｛K2, . . . , Kn｝

｛K2｝,｛K1, K3 . . . , Kn｝

　　　　　
...

｛K1, K2｝,｛K3, . . . , Kn｝

｛K1, K3｝,｛K2, K4 . . . , Kn｝

　　　　　
...

｛K1, . . . , Kn｝，φ

という部分集合に分解する．ここで，部分集合の前者の要素を

テキスト検索への，後者の要素を画像検索への入力とする．

　このような役割を割り当てる理由は次のとおりである．テキ

スト検索では，検索キーワードが１つのページ内に書かれてい

ればヒットするが，画像検索の場合は，ファイル名や，画像へ

のアンカーテキストに検索キーワードが含まれているものが

ヒットする．ここでヒットするとは検索結果として出力される

ということである．よって，テキスト検索よりも検索キーワー

ドに対するヒット率が低く，検索の条件としては厳しいものに

なっている．そこで，従来では検索キーワードをすべてＡＮＤ

検索で画像検索にかけていたものを，部分集合に分けていくつ

かのキーワードをテキスト検索のキーワードとして使用するも

のである．これは，画像検索するよりもテキスト検索したほう

がヒットしやすいことをふまえて，検索質問を緩和していくも

のであると考えられる．

4. 2 質問緩和法における解集合

部分集合の各要素｛K1, . . . , Kn｝，. . .,｛K1, K2｝,｛K1, K3｝,

. . .,｛K1｝,｛K2｝，. . .をそれぞれ E2 である Google画像検索

にかける．これによってAns(K1∧ . . .∧Kn, E2),. . . ,Ans(K1∧
K2, E2),. . . , Ans(K1, E2), Ans(K2, E2)，. . .を得ることができ

る．これは各要素をGoogle画像検索にかけた解集合である．解

集合は，画像検索の画像とその画像の参照元の Web ページへ

の URLによって構成される．

　次に，検索結果として出力された画像の参照元の Webペー

ジを収集する．Ans(K1, E2) の Webページに対しては，まだ

使用していない部分集合の要素｛K2, . . . , Kn｝が画像の参照

元の Web ページにすべて含まれているかを調べる．すべて

含まれている場合はこのWeb ページを解として収集する．こ

の操作をすべての部分集合に対して行う．ここで解として収

集した Web ページは，K1 で画像検索をし，K2, . . . , Kn で

テキスト検索をし，両方の検索結果として出力されたペー

ジだけを収集することと変わりは無いはずである．つまり，

Ans(K2 ∧ . . .∧Kn, E1)∩Ans(K1, E2)である．これをすべて

の部分集合に対し繰り返し行うことによって，Ans(Q)として

Ans(Q) = Ans(K1 ∧ . . . ∧ Kn, E2)

∪ (Ans(K1, E1)

∩ Ans(K2 ∧ . . . ∧ Kn, E2))

∪ (Ans(K2, E1)

∩ Ans(K1 ∧ K3 ∧ . . . ∧ Kn, E2))

∪ . . .

∪ (Ans(K1 ∧ K2, E1)

∩ Ans(K3 ∧ . . . ∧ Kn, E2))

∪ (Ans(K1 ∧ K3, E1)

∩ Ans(K2 ∧ K4 ∧ . . . ∧ Kn, E2))

∪ . . .

∪ Ans(K1 ∧ . . . ∧ Kn, E1)

を得る．

　ここで質問の緩和度という尺度を定義する．緩和度とはいく

つのキーワードを画像検索からテキスト検索に緩和させたかを

表すものである．検索キーワードが３つの場合を例に挙げると，

検索キーワードの３つを And検索で画像検索にかけた場合は緩



和度０とし，検索キーワードの２つを And検索で画像検索にか

けて残りの 1つのキーワードをテキスト検索に使用した場合は

緩和度１とするものである．実際に簡易実験によりこの質問緩

和法を用いることによって，

4. 3 検索質問の緩和の拡張

しかし，上記のような総当り的な方法では，ユーザが大量の

キーワードを入力した場合，非常に効率が悪くなってしまう．

よって，今回の論文では検索質問 Q が多量のキーワードで構

成されている場合を想定し，質問の緩和を利用した効率化手法

について考察する．多量のキーワードで検索質問が構成される

場合とは，ユーザが自分の欲しい情報を絞って探すために，多

くのキーワードを検索エンジンに入力した場合，また，ユーザ

が Web ページを閲覧している時に，もっと理解したい文章を

ドラッグ等によって指定した場合などが考えられる．以下に多

量のキーワード（N個のキーワード）に対する検索質問の緩和

アプローチを列挙する．

（ 1） 部分質問の組のラティス構造をどこから実行するか．

現在のシステムでは緩和度を０から Nまで各部分集合をそれぞ

れすべて検索エンジンに入力して Webページを収集してきて

いるため非常に効率が悪い．よってどの緩和度から検索を実行

し，その次にどの緩和度にいくかということを決めて，検索を

実行することが重要である．

（ 2） テキストサーチエンジンへの部分質問に，inTitle, in-

Textの概念を導入する．部分集合内の各単語の役割として，そ

の単語は inTitleか inText で使われているかを役割分担させる．

これによって，検索キーワードの中でどの単語をメインにして

考えていくかを決めることができる．しかし，部分質問をさら

に役割によって分割するわけなので，部分質問の組の数が増え

ることになり，効率は悪くなる．

（ 3） 質問Ｑから，不要なキーワードをフィルタリングして

除去する．検索質問があまりに多量のキーワードで構成されて

いる場合，その検索質問に対する解のWeb ページは見つける

ことができない．そこで，ユーザの質問の各単語に重要度を設

定することによって，重要でない単語を除去し重要な単語だけ

を抽出し，その単語を検索キーワードとして利用する．こうし

て新たな質問 Q ’を生成することによって，検索の効率をよく

していく．

（ 4） メディア毎のサーチエンジンの特性を考慮して，部分

質問の処理順序を決める．例えば，画像検索ではキーワードが

多いと検索結果がでなかったり，検索しやすい単語があったり

する．このように各サーチエンジンにはそれぞれ特性がある．

このようなことを考慮に入れて各サーチエンジンを効率よく利

用する方法を考える．

5. 質問緩和法の最適化

　システムの拡張としては，4.3で述べたことが考えられる

が，本論文では，その中から多数のキーワードが入力されたと

きの質問を部分質問に分けた時のどのラティス構造から検索質

問を実行するのかという点に焦点を当てて論じていく．多数の

キーワード（N 個）が入力された時で多種のサーチエンジン

（M個）を利用する場合を考える．今回は簡略化のため，サー

チエンジンの数を M=2 として論じる．この時の部分質問のラ

ティス構造は図４のようになる．サーチエンジンが２個の時，

N個のキーワードがあるとする．そのとき部分質問は図４のよ

うなラティス構造になる．図中の各部分集合の前者の要素はテ

キスト検索に，後者の要素は画像検索に使用するキーワードと

する．つまりは上から緩和度０，緩和度１となっていくもので

ある．

　図のラティス構造を見れば明らかだが，サーチエンジンが２

個でもキーワードがＮ個であると，部分質問の数は非常に膨大

な量となってしまう．このようなことから，クロスメディアメ

タサーチで効率よく解を収集するためには，総当り的にすべて

の部分集合において解ページを収集するのではなく閾値を用い

て枝刈りする必要性，またどの緩和度の部分集合から検索を実

行するのかを考える必要性がある．

　まずは枝刈りについて考える．キーワード K1 と K2 をサー

チエンジン E1 に入れた解，つまり Ans(K1 ∧K2, E1)よりも，

それにキーワードを付け加えた Ans(K1 ∧ K2 ∧ K3, E1)は条

件が厳しくなるので，解の数は Ans(K1 ∧ K2, E1)以下になる

はずである．よって Ans(K1 ∧ K2, E1) が解を持たないとき，

Ans(K1 ∧K2 ∧K3, E1)は解を持たない．つまり個別のサーチ

エンジンで見ると，テキスト検索については図の下にいけばい

くほど解は減少していき，画像検索は図の上にいけばいくほど

解が減少してく．これを考慮に入れると，ある部分質問 Sの前

者の要素，つまりテキスト検索のキーワード群 Stext が解を持

たない時，その部分質問 Sは解を持たない．また Stext をテキ

スト検索のキーワード群の一部に含む部分集合も解を持たない．

画像検索においても同様である．このようにして解を持たない

部分集合を枝刈りすることができる．

　また次にどの緩和度の部分集合から検索を実行するのかを考

える．これについては現在のところ，緩和度のちょうど真ん中

から実行し，枝刈りを行いながら，上下に移動する．上下の移

動方向をどのように決めるかはヒット件数が多い方向に実行し

ていくことを考えている．しかし，これが最適かどうかはわか

らないので，実験をして検証していく予定である．　

6. 検索結果の表示方法

現在の所，プロトタイプでは図６のような表示方法をしてい

る．検索結果をWebページ単位でなく，Web ページから抽出

した段落及び画像としているのである．このように自動的に統

合して新しいコンテンツを生成し，これを検索結果としてユー

ザに提示する．従来のメタサーチエンジンとは違い，検索結果

は URLリストの表示ではなく，検索結果の画像，テキスト文

書が新しいコンテンツとしてまとまって表示されることが特徴

である．

6. 1 Webページからの検索

多数のキーワードを，入力可能なことから、Webページへの

応用が考えられる．Webページを閲覧しながらその背後で本論

文のようなシステムを動かし，ユーザが単語や文章でわからな

いものがあったならば，その部分を選択することによって，吹
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き出しのようなものや別Windowによって，わからない情報に

ついて統合した結果が表示されるシステムを考えていきたい．

こうすることによって，Webブラウジングを楽しみながらいち

いち検索サイトに移動することなく，順次分からない言葉の意

味を知ることができ，快適なブラウジングができると考えられ

る．国語辞典的な利用が考えられる．図７にイメージ図を示す．

図 7 Web ページからの検索

7. まとめと今後の課題

　本論文では，以前我々が提案したクロスメディアメタサー

チを実現する上で使用している質問緩和法の拡張及びその効率

化に焦点をおいて考察した．

　今後の課題としては以下のようなことが挙げられる．今回，

検索キーワードは各サーチエンジンごとに重複を許していない

（テキスト検索，画像検索の両方で同じキーワードを利用する

のを許していない）ので考える必要性があると思われる．4.3

で述べた拡張方法を組み合わせることによって，よりクロスメ

ディアサーチを効率化していく必要がある．また，今回は検索

結果を表示するインターフェースについて触れていないが，イ

ンターフェースを考えなくてはならない．また，インタフェー

ス的な面だけではなく，検索結果でWebページから抽出した文

章を単に羅列するのではなく，検索キーワードに応じてユーザ

の意図をできるだけ反映させるような意味のある配列にしてい

かなくてはならない．
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