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あらまし 一般的なデスクトップサーチでは，キーワードを指定すると，そのキーワードを含むすべてのファイルが解

として返され，ユーザはこの中から必要なファイルを探すことになる．この時，解となった各ファイル中にキーワー

ドがどのように現れるのかがわかるように，キーワードの周辺のテキストを表示することがよく行われる．一方，現

在，オフィス文書などの様々なファイル形式が XML 化される方向にある．これらの XML文書では，木構造によっ

て様々な意味が表現されているため，あるキーワードが文書中のどこに現れているのかを理解する上で，構造の情報

が非常に有用である．その一方，構造によって各部分の関係が表現されているため，ファイル中のある部分の意味を

理解する上で有用な情報が，必ずしもその周辺ではなく少し離れた場所に現れることがある．そこで，本研究では，

デスクトップ上の XML文書に対するキーワード検索において，キーワードの出現個所を理解する上で有用な情報を

ファイル内から抽出するための手法を提案する．提案手法では，ファイルの構造に関する情報と，テキスト中の各単

語の出現文書頻度から求めた有用度に基づいて，有用な情報を抽出する．

キーワード XML，検索，デスクトップサーチ

1. ま え が き

現在 HDDの大容量化により計算機内のファイル数が増え続

けている．そのため，すべてのファイルがどこに存在するかを

覚えておくことやどのファイルに何を書いたかを覚えておくこ

とが不可能になっている．よって，今後，デスクトップサーチ

により欲しいファイルを検索することで，ファイルの発見を短

時間で済ませられるようにすることへの需要が増えてくる．

デスクトップサーチでは，構造が異なる多様な形式のファイ

ルを一元的に検索できる必要があるので，そのような検索には

キーワードサーチが最も適している．そして，キーワード検索

によるデスクトップサーチでは，多くの解が表示されて，その

中から実際にユーザが必要としているファイルを探すという作

業がさらに必要になることが多いので，解として表示する各

ファイル中で，どのようにそのキーワードが出現したのかをわ

かりやすく表示することが非常に重要である．これは，Web検

索等の他の文書検索においても共通の問題で，Web検索では，

検索したキーワードがどのように出現したかを表すために，ス

ニペットと呼ばれるキーワード周辺の情報を表示する手法がよ

く用いられる．

既存のデスクトップサーチは，キーワードサーチにより検索

を行っている．そして，その検索結果として返ってくるのはファ

イル名やその場所，そのキーワードを含む一部分だけが抜き出

されてくる．しかし，このような，単純にキーワードの出現部

分の周辺テキストを表示する方式では，その部分が文章内のど

のような位置にどのような文脈で現れたものなのかが十分には

わからない場合が少なくない．

この問題を解決するために，本研究ではまず，キーワードが

文章のどの位置にあるかをわかりやすくするためにファイルの

構造に着目する．ファイルの構造とは，たとえば，メールなら

ヘッダー部分とメール本文，添付ファイルなど構造に分けるこ

とができ，さらにヘッダーファイルにはTo，From，Subjectな

どに分けることができる．これがメールファイルの構造である．

しかし，ファイルごとに構造は異なる．そのため，この構造

を統一的に見る方法が必要となる．一方で，最近，様々なデー

タの統一的な表現形式として XMLが普及しつつあり，オフィ

ス文書などの様々なデスクトップ文書も XML化される方向に

ある．そこで，本研究ではすべてのファイルを仮想的に XML

ファイルとして扱うことにする．こうすることで，多様なファ

イルの構造を XMLという統一的な形式で扱うことができるよ

うになる．

よって，本研究では，XML形式の構造を持つデータにおい

て，検索キーワードがどのように現れているかをわかりやすく

ユーザに表示する手法を開発する．より具体的には，そのキー

ワードがそのファイルのどのような位置に，どのような文脈で

現れているかをユーザが理解する上で有用であるような情報を

持つノードをシステムが自動的に抽出し，これらのノードの内

容を各解のスニペットとして表示することを考える．

各キーワードの出現位置と文脈を理解する上で，まず，最も

重要と考えられるのが，XML データの根となるノードから，

そのキーワードを含んでいるノードまでのパス上の祖先ノード

の情報である．しかし，XMLデータにおいては，あるノード

の文脈を理解する上で重要な情報が，そのノードの祖先ノード

に加えて，そのノードの兄弟ノードや，あるいは祖先ノードの

兄弟ノードなどにも現れる場合が少なくない．しかし，すべて

の兄弟ノードや，祖先ノードの兄弟ノードを抜き出したのでは，

データ量が多くなり過ぎてしまう．よって，いかにして，これ

らのノード群の中から有用な情報だけを抜き出してくるかが重



要となる．よって，本研究では，そのような抽出を実現する手

法の開発を行う．

2. 関 連 研 究

デスクトップサーチに関する関連研究としては，[1] や [2] な

どの多くの研究がある．しかし，これらの研究では，結果とし

て返すのは，どちらも該当するファイルやフォルダだけであり，

そのファイルがどんなものなのかをユーザが理解する上で有用

な情報を表示するといったことは特に考慮されていない．

また，本研究では，デスクトップ上のファイルを仮想的に

XMLファイルとみなして扱っており，本質的にはXML文書に

対するキーワード検索に関する研究となっている．XML文書

に対するキーワード検索に関しては，[3]，[4]，[5]，[6]などの多く

の関連研究がある．しかし，XML文書のキーワード検索に関

する研究においても，多くの研究では，解としては，あるノー

ドを根とする部分木に相当する部分文書を抜き出すことを前提

としており，関連の深い兄弟ノードなどを部分的に抜き出して

解に付与するということは考えられていない．

XMLデータに対する検索の解として，あるノードを根とす

る部分木を抜き出す以外の抜き出し方を考えている研究とし

ては，[7] がある．しかし，これは型を明示的に指定することに

よって，必要な部分を抜き出してくるものであり，この研究の

ように，関連すると思われる部分を自動的に判定して抜き出し

てくるというアプローチとは異なる．

XML文書に対するキーワード検索の結果の表示の仕方に関

する研究としては，[8]がある．この研究では，検索キーワード

を含むノードのみを表示するのではなくて，そのノードを含む

文書全体を表示し，その中で該当するノードの部分をハイライ

トする手法が提案されている．しかし，このような手法では，

非常に多くの検索解を，各解を理解する上で重要な情報のみと

ともにコンパクトにリスト表示したい場合には，情報量が多く

なりすぎる．本研究では，そのような場合に，各解を理解する

上で特に有用な情報だけを抽出して表示する手法を提案して

いる．

本研究では，検索キーワードを含むノードが，XML文書中

のどのノードであるのかをユーザが理解できるような情報を抽

出しようとしている．そのような，XML文書中で各ノードを

識別できるような情報に関する研究として，XML文書中の各

ノードの「キー」に関する研究 [9]や，そのようなキーを自動的

に発見する手法に関する研究 [10]等がある．あるノードのキー

となっているような情報は，そのノードを理解する上で重要な

情報となることが多いと考えられる．しかし，XML文書中の

各ノードのキーとなる情報は，その文書中で完全に一意にその

ノードを識別できる情報でなければならないのに対し，そのよ

うな完全に一意に識別できる情報でなくても，あるノードを理

解する上で有用となるような情報は多い．そこで，本研究で提

案する手法は，キーの概念と強く関連しているが，より緩やか

な条件を使って有用な情報を発見する手法となっている．

X-Account-Key: account2

X-UIDL: UID891-1176690385

X-Mozilla-Status: 0011

X-Mozilla-Status2: 00000000

X-Mozilla-Keys:

Return-Path: <abc@def>

X-Original-To: ghi@jkl

Delivered-To: ghi@jkl

Received: ...id DC421F701B1

...; Thu， 17 Jan 2008 19:45:22 +0900 (JST)

Received: from ...id m0HAjMhR026555

...; Thu， 17 Jan 2008 19:45:22 +0900 (JST)

Received: from ...id m0HAjMjH026552

...; Thu， 17 Jan 2008 19:45:22 +0900

Date: Thu， 17 Jan 2008 19:50:43 +0900 (JST)

Message-Id: <20080117.195043.97291341.abc@def>

To: ghi@jkl

Subject: 題目..DEWS..

From: abc <abc@def>

In-Reply-To: <40679.60.36.11.249.1200565133@jkl>

References: <20080116.211527.85409775.abc@def> ...

<40679.60.36.11.249.1200565133@jkl>

X-Mailer: Mew version 4.2 on Emacs 21.4 ...

Mime-Version: 1.0

Content-Type: Text/Plain; charset=iso-2022-jp

Content-Transfer-Encoding: 7bit

メール本文....DEWS...

図 1 メール (eml) ファイル例

3. 検索解ノードの文脈の提示方法

前述のように，本研究では，XML文書中の各ノードの文脈

を表わす情報としては，そのノードから根ノードまでのパス上

の情報が最も重要であると考える．その理由は以下の通りであ

る．XML形式では，HTML等と違い，データの作者が独自に

タグの名前をつけられるようになっている．これは，データの

作者がより明示的に，データ中の各ノードの意味を記述できる

ようにすることを目的としている．よって，XMLデータの作

成者は，通常，各タグの名前として，その部分のデータの意味

を端的に表わすような名前をつけているはずであると考えられ

る．また，XMLデータでは，データ全体を意味的な単位に分

割して各単位にタグを使って名前をつけ，これを大きな単位か

ら小さな単位へと再帰的に繰り返していくことで木構造へと

構造化するのが最も基本的な構造化の手法である．よって，各

ノードから根ノードまでのパス上には，そのノードを含む各大

きさのデータ単位の意味を表わすタグ名が順に並んでいるはず

であり，これらの情報が各ノードの文脈を理解する上で最も重

要な情報となる．

具体例を次に示す．今回の例では電子メールをファイル化し

た emlファイルを扱うことにする．emlファイルはMicrosoft

製のメーラー Outlook Express などで使われているファイル



<Mail type="eml">

<X-Account-Key>account2</X-Account-Key>

<X-UIDL>UID891-1176690385</X-UIDL>

<X-Mozilla-Status>0011</X-Mozilla-Status>

<X-Mozilla-Status2>00000000</X-Mozilla-Status2>

<X-Mozilla-Keys></X-Mozilla-Keys>

<Return-Path>&lt;abc@def&gt;</Return-Path>

<X-Original-To>ghi@jkl</X-Original-To>

<Delivered-To>ghi@jkl</Delivered-To>

<Received>

...id DC421F701B1 ...; Thu， 17 Jan ...

</Received>

<Received>

...id m0HAjMhR026555 ...; Thu， 17 Jan ...

</Received>

<Received>

...id m0HAjMjH026552 ...; Thu， 17 Jan ...

</Received>

<Date>Thu， 17 Jan 2008 19:50:43 +0900 (JST)</Date>

<Message-Id>

&lt;20080117.195043.97291341.abc@def&gt;

</Message-Id>

<To>ghi@jkl</To>

<Subject>題目..DEWS..</Subject>

<From>abc &lt;abc@def&gt;</From>

<In-Reply-To>

&lt;40679.60.36.11.249.1200565133@jkl&gt;

</In-Reply-To>

<References>

&lt;20080116.211527.85409775.abc@def&gt; ...

&lt;40679.60.36.11.249.1200565133@jkl&gt;

</References>

<X-Mailer>Mew version 4.2 on Emacs 21.4 ...</X-Mailer>

<Mime-Version>1.0</Mime-Version>

<Content-Type>

Text/Plain; charset=iso-2022-jp

</Content-Type>

<Content-Transfer-Encoding>

7bit

</Content-Transfer-Encoding>

<mainbody>

<body>メール本文....DEWS...</body>

</mainbody>

</Mail>

図 2 図 1 のメールファイルの XML 化例

形式で 1通のメールをファイル化したものである．まず図 1に

emlファイルの例を示す．本研究はこのファイルを XML形式

で扱えるようにする．このファイルメールの構造に基づいて

XML形式で扱えるようにしたときの形式が図 2であるとする．

まず，入力として単語を入力する．今回は検索単語として

「DEWS」が入力されたとする．「DEWS」はこの XMLの 2か

所に出てきている．そのため，このファイルは検索にマッチす

るファイルとなる．次に，このファイルでキーワードの出てき

ている文脈をユーザに提示するためにキーワードを含んだテキ

ストノードまでのパスとそのテキストノードすべてを表示する．

具体的には，次のようになる．

• /Mail/Subject 題目..DEWS..

• /Mail/mainbody/body　メール本文....DEWS...

このパスの情報により，まず，実際にキーワードが文脈上ど

のような意味をもった位置に出てきているかをユーザに提示す

ることができている．さらに，テキスト値の情報により，その

キーワードがどのような文脈で出てきているかを詳細に知るこ

とができる．また，表示されたこれらのキーワードを含んだテ

キスト値やパスは，検索条件を追加してさらに解を絞り込む検

索を行う際にも非常に有用である．例えば，表示されたパスの

情報を使用して，キーワードがある特定のパス上に出てきてい

るものだけに解を絞り込んだり，表示されたテキスト中の他の

単語を検索キーワードとして追加して，解の絞り込みを行うよ

うなことが考えられる．

しかし，XMLの場合，解となるノードから根までのパス上

以外に，そのノードの兄弟ノードや，祖先ノードの兄弟ノード

などにも，その解ノードの文脈を表す重要な情報が現れる場合

がある．よって，解ノードの意味や文脈をより正確に理解する

ためには，これらのノードの情報を表示してやる必要がある．

そこで，このような兄弟ノードや祖先ノードの兄弟ノードの

うち，関連した情報を持っている物を抽出する手法を以降で説

明する

4. パスとノードの距離

この章では，まず，検索にマッチしたパス以外の部分から文

脈上の説明となるノードを抽出する時に使用する考え方であ

るパスとノードの距離の測り方について説明する．このパスと

ノードの距離を使用する理由は，近くにあるノードの方が遠く

にあるノードよりも，関連性が高いことが多いためである．

ここでは，パスとノード間の距離を，パスの末端のノードか

ら対象となるノードまである規則にしたがって移動する場合に

かかるコストとして定義する．移動の際にかかるコストは，以

下の規則によって与えられるものとする．

• 親ノードに移動するのにコストが 1かかるとする．ただ

し，兄弟移動をして目的のノードへ行ける場合は兄弟移動を優

先して行い親ノードへの移動は行わない．

• 兄弟ノードに移動するのにコストが 1かかるとする．た

だし，兄弟を 1つずつ順番に移動していく際に，目的の移動先

のノードと同じ名前のノードを通るたびにコストがさらに 1か

かるとする．自身が移動先と同じ名前のノードでも同様にコス

トがさらに 1かかるとする．

• 子ノードへの移動するのにコストが 1かかるとする．た

だし，始点のノードに対して前に存在するノードから子に移動

する場合は，その子のノードの最後のノードから目的の子ノー

ドまでをみて目的の子ノードと同じ名前のノードを通るたびに

コストがさらに 1かかるとする．始点のノードに対して後ろに

存在するノードから子に移動する場合は，その子のノードの最

初のノードから目的の子ノードまででをみて目的の子ノードと



同じ名前のノードを通るたびにコストがさらに 1かかるとする．

• 属性ノードに移動するのにコストが 1かかるとする．

このルールで移動にかかったコストをそのパスとノードの距

離とする．兄弟や子ノードで目的の移動先と同じ名前のノード

へ移動する場合にコストがかかる理由としては同じ名前を持つ

者は，距離が近いほど関連性が高いためである．そして，同じ

名前ではないノードを通るときにコストがかからない理由とし

ては，同じ名前ではない者は，間に他のノードが入ってもその

ノードとの関連性が変わらないことが多いためにこのような距

離の測り方となっている．

実際の例を図 3 の XML データを使って説明する．パス

/a/g/h/i/jとノード a/c[2]/d[1]の距離を測定する．a/c[2]/d[1]

とはパスで a/c/dをもつもので，cに関しては 2番目の c，dは

その cの子の中で 1番目の dを表している．以下 [数字]とあれ

ば，そこまでのパスの子で，その数字番目のものを表すとする．

まず，iに移動するのに親ノードへ移動するのでコストが 1か

かる．次に，hに移動するのに親ノードへ移動するのでコスト

が 1かかる．同様に，gに移動するのに親ノードへ移動するの

でコストが 1かかる．そして，a/c[2]に兄弟移動を行う為，コ

ストが 1と cノードを途中で通るためにさらにコストが 1かか

る．最後に，a/c[2]/d[1]への子ノードへの移動を行う．子ノー

ドへの移動のためコストとして 1かかる．さらに，移動の途中

で a/c[2]/d[3]と a/c[3]/d[2]を通るためにさらにコストが 2か

かる．このため，パス/a/g/h/i/jとノード a/c[2]/d[1]の距離

は 8となる．他にも，パス/a/c[1]/dからノード/a/c[2]/d[3]の

距離は 6となり，パス/a/c[1]/dからノード/a/c[2]/d[1]/@eの

距離は 5となる．実際の例からわかるように，この測り方はタ

グの名前が違えば，実際どれだけ兄弟間で離れていようと距離

は変わらないので a/g/h/i/jのパスから見て a/c[1]や a/c[2]よ

りも a/bの方が距離が近くなるという特徴を持った距離になっ

ている

5. 文脈情報の抽出時の候補の選択方法

文脈を提示するときにキーワードが存在するパスだけでな

く，その兄弟やあるいはパス上の祖先の兄弟にも重要な文脈と

なる情報が出てくることがある．本章ではこの関連していると

思われるノードの抽出方法を説明する．今回提案する手法では，

ノードの抽出を以下の 2段階に分けて行う．

（ 1） まず，解となるノードと意味的に関連していると思わ

れるテキスト情報を含むようなノードのみを候補として選択

する．

（ 2） 次に，候補となったものを，ユーザが各検索解の内容

を理解する上での有用度が高いと思われるものから順にランキ

ングし，上位のノードを提示する

この章では (1)の部分の関連ノードの候補を選択する方法を

説明し，6章で (2)の候補のランキングについて説明する．(1)

の部分の関連ノードの候補を選択する方法も 2段階に分けて説

明する．その 2段階をそれぞれ 5.1と 5.2で説明する．

5. 1 関連ノードの候補となるノード

キーワード検索によりそのキーワードをテキストノードに含

<a aa="a1">

<b>b1</b>

<c>

<d e="e1">d1</d>

</c>

<c>

<d e="e2">d2</d>

<d>d3</d>

<d>d4</d>

<f>f1</f>

</c>

<c>

<d>d5</d>

</c>

<g>

<h>

<i>

<j>j1</j>

</i>

</h>

</g>

</a>

図 3 XML データの例

んだノードまでのパスが存在する．このパス上以外のノードが

現在では関連ノードの候補となっている．これでは，関連して

いると思われるノード数が多すぎてランキングをするときに計

算などで時間がかかりすぎる．そこで，まず候補となるノード

を選びその中からランキングをすることにする．

候補を絞り込むために候補となるノードの絶対条件として次

の条件のどれかを満たしていなければならないとする．

• テキストノードをもったノード

• 属性のノード

つまりは，葉のノードとなっているものを関連ノードの候補

とするということである．葉ノードのみを使用する理由は，葉

ノードには XMLとして扱う前の実際のファイルの情報が入っ

ており，葉ノード以外のノードは構造を表すのに使われている．

そして，構造の情報もユーザが解ノードを理解する上で有用で

はあるが，表示の際に，テキストデータの部分の方が，ユーザ

が理解しやすい．そのため，葉ノードを候補とするようにした．

5. 2 関連ノードの候補の選択

ここでは，先ほど選んだ候補となりうるノードの中から，さ

らに，候補を絞り込む選択方法について説明する．

キーワード検索によりそのキーワードを含んだテキストノー

ドまでのパスが存在する．このパスに対して関連していると思

われるノードの候補を探すアルゴリズムを提案し説明する．こ

のアルゴリズムは，パスがテキストノードか属性ノードかによ

り異なる選び方をする．先に，パスがテキストノードの場合を

説明する．候補の選択の方法は以下のようにして行う．

（ 1） マッチしたパスのパスの末端のノードに属性があれば

その属性を関連するノードの候補とする．

（ 2） マッチしたパスの最後のノードの兄弟ノードで前の



ノードを順番に走査する，走査する時にマッチしたパスの最後

のノードの名前と同じ名前のノードの場合は，そのノードとそ

れ以下のノードを候補から外す．また，兄弟ノードを順番に走

査したときに，既に同じ名前のノードが出てきていたらその

ノードとそれ以下のノードを候補から外す．そうでなければ，

そのノード以下のノードで候補となりうるノードを関連する

ノードの候補とする．ただし，そのノード以下でも，その兄弟

間ですでに候補に同じ名前のものが候補となっていれば，兄弟

間で同じ名前のもので後ろのノード以下のノードのみを候補と

して扱う．

（ 3） 同様にしてマッチしたパスの最後の要素の兄弟ノード

の後ろのノードを走査する．ただし，兄弟間で同じ名前のもの

が出てきていたら兄弟内で最初に出現しているノード以下の

ノードを候補として扱う．

（ 4） マッチしたパスの末端のノードをとったパスに対して

1から 3を繰り返す．

（ 5） 4.で説明した距離で 5以下の候補となりうるノードを

候補とする．

このアルゴリズムを使って検索にマッチしたパスに関連する

ノードの候補を見つけ出す．このアルゴリズムの説明として

は，まず，最初の属性に関してはテキストのパス上の属性であ

り，それ以下にあるノードに関連するものである．よって，こ

れを候補とする．次に，兄弟を走査するときにすでに同じ名前

のノードが存在すればそれ以下のノードを候補から外している．

この理由は，たとえば，メールの保存形式でメール一つずつを

ファイルとするのではなく，すべてのメールをひとつのファイ

ルとして保存しているメールボックスタイプのファイル形式た

とえば，mbox形式のファイルを XMLとした場合

<MailBox>

<Mail>(1通のメールを XML化したもの)</Mail>

<Mail>(1通のメールを XML化したもの)</Mail>

<Mail>(1通のメールを XML化したもの)</Mail>

...

</MailBox>

となる．このように，同じ名前のノードはそれぞれの部分で内

容が独立していることが多い．そのため，同じ名前のノードは

候補としないようにした．子の中で同じ名前のものが出てきた

場合もこれと同じ理由で候補から外している．最後に， 4.で説

明した距離で 5以下の候補となりうるノードを候補としている

が，これは，離れたノードにも重要な情報が存在することもあ

るが，離れるにしたがって関連しているノードの数も減り，さ

らに，すべてを候補にしてしまうと計算時間がかかりすぎるた

めにこのようにしている．

次に，検索にマッチしたのが属性の値の場合の関連するノー

ドの候補の選択方法のアルゴリズムを説明する．マッチしたの

が属性であった場合，その属性が関連ノードの候補となってい

るものをその属性の関連ノードの候補として扱う．これは，属

性はそれ以下のノードに関連していて同じ名前のノードなど関

係なく関連していることが多い．そのため，先ほどの方法とは

別の方法で候補を選択するべきである．そこで，関連ノードと

してその属性が関連ノード候補となっているノードを候補とす

るようにした．以上のアルゴリズムによりすべての候補ノード

を選択してくる．

実際に，図 3 を使って候補になるものを説明する．ま

ず，”j1”で検索された場合を考える．このとき，a/g/h/i/j の

パスが検索にマッチする．これに対して，候補となりうる

ノードは，a/@aa a/b，a/c[1]/d，a/c[1]/d/@e，a/c[2]/d[1]，

a/c[2]/d[1]/@e，a/c[2]/d[2]，a/c[2]/d[3]，a/c[2]/f，a/c[3]/dで

ある．この候補に対して選択を行っていく．1から 4のルールに

従ってまず候補を絞り込むすると，a/@aa， a/b， a/c[3]/d

が候補となる．次に 5 のルールを使う．候補とならなか

った a/c[1]/d， a/c[1]/d/@e， a/c[2]d[1]， a/c[2]/d[1]/@e，

a/c[2]/d[2]， a/c[2]/d[3]， a/c[2]/f について距離を測定する．

その結果，a/c[1]/d は 7， a/c[1]/d/@e は 8， a/c[2]/d[1] は

8， a/c[2]/d[1]/@eは 9， a/c[2]/d[2]は 7， a/c[2]/d[3]は 6，

a/c[2]/fは 6となる．そのため，どの距離も 5以下ではないた

め候補から外れる．よって，候補は a/@aa， a/b， a/c[3]/d の

3つとなる．

6. 有用度に基づく候補ノードのランキング

これまでに，関連ノードの候補を選んできた．しかし，この

候補が多すぎる場合すべてを表示すると，多すぎるために時間

がかかる．そのため，結局すべてのファイルを見るのと同じよ

うなことになってしまうのでデスクトップサーチの意味がなく

なってしまう．そこで，表示するものをいくつかに絞って表示

させるようにする必要がある．よって，この章で候補から表示

するものを絞り込むアルゴリズムを説明する．

この章の手法としては，tf/idfを基にした 2種類の方法を提

案する．1つ目は，すべてのファイルを全体集合としてパスに

よる idfを用いた tf/idf法を用いる方法，2つ目は，解集合に

対してパスによる idf を用いた tf/idf 法を用いる方法である．

この 2つの手法を使う理由は，1つ目のものは，データ全体の

中で見た時にそのファイルの特徴となるような情報を持つノー

ドを抽出することができ，2つ目のものは，解集合の中で見た

時にそのファイルの特徴となるような情報をもつノードを抽

出することができるためである．解集合の場合は，解にとって

当然の値であるものをなくすことができる．tf/idfは文章中の

特徴的な単語を抽出するためのアルゴリズムで，tf とは term

frequency のことで，単語の出現頻度を表している．そして，

idfは，Inverse Document Frequencyのことで特定のドキュメ

ントにしか存在しない単語の重要度を高くする役割を持ってい

る．XMLのキーとなるものは，他と異なっているためにこの

idf の値が一番高くなる．そのため，キーを上位にすることが

できる．

1つ目の，すべてのファイルを全体集合としてパスによる idf

を用いた tf/idf法を用いる方法を 6. 1で，2つ目の，解集合に

対してパスによる idfを用いた tf/idf法を用いる方法を 6. 2で

くわしく説明する，



6. 1 すべてのファイルを全体集合としてパスによる idfを

用いた tf/idf法を用いる方法

パスによる tf/idf法を用いて関連ノードのランキングを行う

方法を説明する．まず，候補ノードのテキスト値を単語単位に

分ける．この分けた単語を T1, . . . , Tn (nはテキスト値を単語単

位に分けたときの単語の種類の数)とする．そして，この Ti そ

れぞれに対してまず，tf，つまり，その単語の出現頻度 TF(Ti)

を計算する．計算式は以下のようになる．

TF (Ti) =
(テキスト値内での単語 Tiの数)

(テキスト値を単語単位に切り分けたときの単語の数)

これにより，Ti の出現頻度が求められる．次に，idf，つまり，

ドキュメントに対してどれだけその単語が出現しにくいかを求

める．しかし，本研究では文書に対するその単語の出現頻度の

低さを表わす idf ではなく，候補となっているノードのパスに

対してのその単語の出現頻度の低さを表わすための指標である

ipf [11]，[12]を用いる．IPF(Ti)の具体的な計算方法は，以下の

ようになる．

IPF (Ti) =

log10 (
(同じパスの値をもったパスの数)

(同じパスでそのテキスト値に単語 Tiをもつパス数)
)

このようにして，各 Ti に対して tf/ipfの値を求め，これら

を全て足し合わせたものを，そのノードの tf/ipfの値とする．

この値に対して，候補となっているノードと検索にマッチし

ているいくつかのパスの中で，4.で定義した距離で，最小の値

を Lとして，log10(L) + 1 で割る．これは，本論文では，候補

ノードを示すことによりそのマッチしたパスに対する文脈を示

そうとしている．そして，文脈を示すには，距離が近い方に文

脈上の情報が入っていることが多いためにこの値で割っている．

まとめると，計算式は次のようになる．∑
i

TF (Ti) ∗ IPF (Ti)

log10(L) + 1

この計算により求めた値で上位のものを選択された候補として

表示させる．

6. 2 解集合に対してパスによる idfを用いた tf/idf法を用

いる方法

この方法は先ほどの方法とほぼ同じ方法ではあるが，ipf の

スコープの範囲を検索にマッチしたファイルの集合にしたもの

である．よって，IPFの計算式が検索にマッチしたファイル集

合を Dとして，以下のようになる．

IPF (Ti) =

log10 (
(D 中で同じパスを持っているパスの数)

(D 中で同じパスでテキスト値に単語 Tiをもつパス数)
)

この計算方法が違うだけで他の計算方法は同じである．

これを行うことによって，idfがファイル全体から解となった

ファイル内のデータに対する単語の重要度に変わるため，現在

の検索結果ファイルにとっての重要な部分が抜き出されてくる

ため，さらなる検索条件をつけ足したり，ファイルの発見に役

立てることができる．この計算により求めた値で上位のものを

選択された候補として表示させる．

ファイル全体に対して tf/idf 解ファイルに対して tf/idf

クエリ 1 0.52 0.48

クエリ 2 0.46 0.48

クエリ 3 0.52 0.54

クエリ 4 0.62 0.858333

クエリ 5 0.5 0.48

平均 0.524 0.52

表 1 提案手法での適合率の結果

ファイル全体に対して ipf のみ 解ファイルに対して ipf のみ

クエリ 1 0.38 0.38

クエリ 2 0.36 0.38

クエリ 3 0.3 0.26

クエリ 4 0.5 0.38

クエリ 5 0.42 0.3

平均 0.392 0.34

表 2 単純な idf のみを用いた場合の適合率の結果

7. 実 験 結 果

実験として約 300の emlファイルやMicrosoft Office Word，

xhtmlを使用して検索を行ってみた．emlファイルは，仮想的

に図 2 で示したような XML ファイルとして扱った．そして，

Microsoft Office Word のファイルを XML データとして扱う

際は，WordMLという Microsoft社の Office2003から採用さ

れたWordの XML形式の保存フォーマットとして扱うことと

して実験を行った．

実験を評価するために，メールに関しては，文脈を知る上で

必要な情報である /Mail/Subject， /Mail/Date， /Mail/To，

/Mail/From， /Mail/Cc /Mail/mainbody/body を正解ノー

ドとする．さらに，添付ファイルの情報も添付ファイルが存在

したら必要であると思われる．そのため，添付ファイルの名前

が入っている /Mail/attach/Content-Type 及びその中身であ

る/Mail/attach/bodyも正解のノードとする．このノードに対

して，2つの評価方法で評価する．

まず，一つ目は，検索結果でランキングの上位 5件を見て正

解ノードがどれだけ入っているかで評価をする．具体的には，

上位 5件中の正解ノード数
5

で求める．評価はクエリ 5個に対して 10件の emlファイルを

見ておこなう．これにより，適合率を測定する．

今回提案した手法と比較のために ipfのみ，つまり，∑
i

IPF (Ti)

log10(L) + 1

という計算式で求めたランキング手法と，さらに正解ノード

がすべて上位になった場合の値の結果を表 1，2，3に示す．さ

らに，

上位 5件の正解ノード数
正解ノード数

の平均を再現率として測定する．この結果は表 4，5，6で示す．

結果を見てみると再現率については，理想値が 0.712で tf/idf



理想値

クエリ 1 0.78

クエリ 2 0.68

クエリ 3 0.7

クエリ 4 0.72

クエリ 5 0.68

平均 0.712

表 3 ランキングが理想的にいった場合の適合率の結果

ファイル全体に対して tf/idf 解ファイルに対して tf/idf

クエリ 1 0.666667 0.616667

クエリ 2 0.671667 0.715

クエリ 3 0.725 0.775

クエリ 4 0.858333 0.858333

クエリ 5 0.756667 0.723333

平均 0.735667 0.737667

表 4 提案手法での再現率の結果

ファイル全体に対して idf 解ファイルに対して idf

クエリ 1 0.491667 0.491667

クエリ 2 0.548333 0.565

クエリ 3 0.545 0.375

クエリ 4 0.7 0.541667

クエリ 5 0.631667 0.461667

平均 0.56433 0.487

表 5 単純な idf のみを用いた場合の再現率の結果

理想値

クエリ 1 1

クエリ 2 1

クエリ 3 1

クエリ 4 1

クエリ 5 1

平均 1

表 6 ランキングが理想的にいった場合の再現率の結果

の値を見てみると 0.52で，差は約 0.2である．0.2の差という

のは，計算式から見てわかるように，正解ノードが一つ表示す

ることができなかったということなので，結果としては，悪く

ないと思われる．再現率も 0.73と高い値が得られた．

メールのデータに関する実験以外にも，Microsoft Office

Wordのファイルに対して実験を行ってみた．結果はパスの周

りのテキストノードをもったものを取得することができたが，

Word のデータでは一つの文章が複数の XMLノードで構成さ

れており，途中の構成要素が検索から抜け落ちて文脈が逆にわ

かりにくいものになってしまうという問題が生じたり，関係な

い部分の属性値が上位に来たりしていた．

これを解決するためには，分けられた複数のテキストノード

すべてがランキングで高い値を取得しランキングの上位に来な

ければならない．しかし，これは含まれるテキストデータに依

存する形になっているので，必ず文章の形で表示させるのは不

可能である．よって，本論文の手法を WordML に対して適用

するには，文章単位のノードで抜き出してくるといった改良が

必要である

さらに，xhtmlで実験を行ったところ，周りの文章や少し離

れた場所の文章などが取得された，これは，xhtmlが<div>な

どを使用して意味的には同じパスが違うパスとなってしまい，

存在するパスが少なくなり，ipf の値が低くなってしまうため

に，このような結果となった．結論としては，本研究は，テキ

ストノードには，文章がそれだけで完結している文章が入って

おり，XMLの構造がある程度決まっている者に対しては有効

である手法であると思われる．

8. お わ り に

本研究では，検索結果に付加情報としてキーワードがどの位

置に存在するかの情報やどういう文脈に現れたのかを表わす情

報を抽出してユーザに提示する手法を開発した．

今後の拡張として，デスクトップサーチは絞り込む条件を

様々なアプローチからさらに増やしていきより詳細な検索方法

を考えなければこれから先ファイル数が膨大に増えていったと

きに，検索にかかる時間も膨大に増えてしまう．よって，この

提示した情報をもとにさらに検索ファイルを絞り込めるような

支援をできるようにしていきたい．
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