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あらまし  本稿では，利用者のデスクトップ環境におけるファイル群を対象として，利用者の検索意図や関心に

基づく情報獲得システムについて述べる．この情報獲得システムを FDST（FEM Desktop Search Tool）と呼ぶ．FDST
は，利用者がデスクトップ環境において，閲覧・編集を行っているファイル群，Web ブラウザで閲覧している Web
文書群，および利用者の Web ブラウザにブックマークとして登録されている Web 文書群を，利用者の意図や関心

を示すプロファイル情報と捉え，これらの情報を用いて，利用者の嗜好に沿った文書ベクトル空間を生成する．生

成された文書ベクトル空間上に，デスクトップ環境に置かれているファイル群を写像することにより，利用者のデ

スクトップ環境におけるファイル群を対象とした，検索意図や関心に基づく情報獲得を実現する． 
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Abstract  In this paper, we describe an information search system based on intentions and interests of a user. Our search 
system is implemented to search for files in the user's desktop environment, and called as FEM Desktop Search Tool (FDST). 
In FDST, bookmarks of web browsers, PC documents currently opening and web documents currently browsing in the desktop 
environment are used as a user's profile that shows the intentions and interests of the user, and by using this profile information, 
a document vector space that enables to search files according to user’s intensions and interests is created. FDST makes it 
possible to retrieve files that satisfy interests of a user in the user's desktop environment by mapping the files onto the vector 
space created. 
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1. はじめに  

インターネット上の Web 文書群，個人の所有する

PC 上に蓄積されている文書群およびオンライン・デー

タベース群をはじめとして，コンピュータ上で利用可

能な様々な形式の情報源が劇的に増加している．これ

らの膨大な情報源から，利用者の意図や関心に応じた

情報獲得の実現が重要な課題となっている．  
我々はこれまで，意味や内容に基づいて分類された

文書（以下，サンプル文書）群中に出現する単語群の

特徴を利用し，小さな計算コストで，低次元の文書ベ

クトル空間を作成する方式（Feature Extraction Model, 
FEM） [2]，および FEM 方式により生成された文書ベ

クトル空間を対象として，利用者の意図や関心に基づ

いて修正を行う学習方式を提案してきた [6, 7, 8]．  
本稿では，これまで提案してきたこれらの検索方

式・学習方式を適用することにより実現される，利用

者のデスクトップ環境におけるファイル群を対象とし

た，検索意図や関心に基づく情報獲得システムについ

て 述 べ る ． こ の 情 報 獲 得 シ ス テ ム を FDST （ FEM 
Desktop Search Tool）と呼ぶ．FDST は，利用者がデス

クトップ環境において，(1)閲覧・編集を行っているフ

ァイル群， (2) Web ブラウザで閲覧している Web 文書

群，および (3) 利用者の Web ブラウザにブックマーク

として登録されている Web 文書群を，利用者の意図や



 

 

関心を示すプロファイル情報と捉え，これらの情報を

用いて，利用者の嗜好に沿った文書ベクトル空間を生

成する．生成された文書ベクトル空間上に，デスクト

ップ環境に置かれているファイル群を写像することに

より，利用者のデスクトップ環境におけるファイル群

を対象とした，検索意図や関心に基づく情報獲得を実

現する．  
また，FDST は，文献 [6]に示されている利用者の検

索意図や関心を反映するための学習機能を有している．

この学習機能では，文書ベクトル空間上の文書ベクト

ル分布を表わすグラフや，文書中の特徴単語群の重要

度を示したグラフの提示を行う．これらのグラフを用

いて，利用者は，サンプル文書により生成された文書

ベクトル空間を用いた検索において，期待する文書群

が獲得できない場合においても，学習操作により，特

徴ベクトル空間を適切に修正し，検索意図を満たす文

書獲得を行うことができる．  
 

2. FEM 方式の概要  
本章では，FEM 方式の概要について述べる．詳細は，

文献 [2]に述べられている．  

2.1. 文書ベクトル空間の生成プロセス 
2.1.1. サンプル文書  

文書ベクトル空間の生成のために，サンプル文書群

を用意する．サンプル文書群は，文書の意味や内容に

基づいて，人間によりいくつかのクラスタに分類され

る．同一クラスタ中のサンプル文書群では，それぞれ

意味や内容が類似している文書が選択されているので，

同一クラスタに属する各サンプル文書中には，似たよ

うな単語（以下，特徴単語と呼ぶ）が出現すると仮定

される．この仮定のもとで，各特徴単語は，あるクラ

スタに属するサンプル文書群における出現頻度が高い

が，他のクラスタに属したサンプル文書群における出

現頻度が低いという性質を持つ．  

2.1.2. 検索空間の生成  
サンプル文書群 d1, d2, d3･･･,dm に対し，文書を q 個

のクラスタに分ける．各クラスタを C1, C2, ..., Cq で表

す．クラスタ中の特徴単語を t とし，クラスタ Ci の特

徴単語群を Ki とすると，  

  
Ki = t | t ∈ Ci ∧ t ∈ C j ∧ i ≠ j{ } i, j =1,2,L,q( ) 

クラスタ Ci を表現するベクトルを C i とし，C i の単

位ベクトルを c i とする．サンプル文書が q 個のクラス

タに分類されるとすると，q 個のクラスタベクトル c1, 

c2, ..., cq が生成される．この q 個の単位クラスタベク

トルで構成される空間を，検索空間と呼ぶ．  

2.1.3. 文書ベクトルの射影  
 q 次元の検索空間上へ射影された各文書ベクトル

は，クラスタ・ベクトル c i を用いて，下記の式で表さ

れる．  
                            (1) 

 
文書ベクトル d j の要素 ei,j の値は，クラスタ Ci にお

ける特徴単語が文書 dj 中の出現頻度，または，重みつ

きの出現頻度である．クラスタ Ci の各特徴単語 t1, 
t2, ...,ta が文書 dj の出現頻度を vt1, vt2, ..., vta，および，

それぞれ対応する重み係数を w t1, w t2, ...,w ta とすると， 
(2) 

あるいは，  
(3) 

2.2. 文書検索プロセス 
文書検索プロセスは， (1) 指定された問い合わせに

基づいた部分空間の選択処理，および， (2) 部分空間

上で文書のランキング処理，という 2 つの処理により

実現される．部分空間は，問い合わせに基づき，文書

ベクトル空間上で選択される． q 次元の文書ベクトル

空間より選択される部分空間 S は， v 次元のベクトル

空間である． v 次元部分空間 S は， v 個のクラスタに

相関を持つ． 次に，各文書は，部分空間 S 上における

各文書ベクトルのノルムを算出し，ランキングされる． 
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図  1 FDST の概要図  

FEM Desktop Search Tool (FDST)の概要 (図 1)につい

て述べる．  
(1) 利用者のデスクトップ環境おける閲覧文書等を，

利用者の意図や関心を示すものとして捉え，文

書ベクトル空間の生成に使用するサンプル文書

の選択と分類に利用する．  
(2) (1)で選択，分類されたサンプル文書群から，文

書ベクトル空間の軸を形成する特徴単語群を抽

出し，これらの特徴単語群を用いて，利用者の
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意図や関心に沿った検索を可能とする文書ベク

トル空間を作成する．  
(3) 利用者が登録しているフォルダ・リストに基づ

いて，デスクトップ環境においてクロールを行

い，各ファイル群のメタデータ抽出および索引

付けをおこなう．  
(4) (3)で得られるメタデータ索引ファイルより，デ

スクトップ環境におけるファイル群を， (2)で作

成した文書ベクトル空間に文書ベクトルとして

射影する．  
(5) 利用者は，(2)および (3)で生成した文書ベクトル

空間を利用して，デスクトップ環境におけるフ

ァイル群を対象とした検索を行う．  
以下に，FDST の実装環境，FDST を構成する GUI

および機能群について説明する．  

3.1. 実装環境  
FDST は，Mac OS X Tiger (Power PC 1.5GHz)におい

て，主に Java 1.5 を用いて実装されている．英単語の

ステミング処理などの一部の自然言語処理は，Perl を

用いて実装されている．  

3.2. メイン・パネル 
図 2 は，FDST のメイン・パネルを示している．メ

イン・パネルでは，FEM 方式において生成された文書

ベクトル空間を用いた文書検索を行う．  

 

図  2 メイン・パネル  

図 2 の右上のグラフは，文書ベクトル空間上におけ

る各文書ベクトルの分布を示している．また，右下の

グラフは，各文書の特徴単語の寄与値を示している．

寄与値は，式 (2)における，式の各項 vtp（または， vtp

×ｗ tp）と定義される．寄与値は，文書 jd 中の特徴単

語 pt がクラスタ iC において，どの程度の相関量の算出

に寄与しているかを示す値である（図 3）．クラスタ iC

における文書ベクトル jd において，特徴単語の寄与値

を分析することにより，クラスタ iC におけるその文書

の意味や内容を判別できるので， (1)座標値 jie , は大き

いが，利用者の検索目的や意図に合致しない文書群，

(2) 座標値 jie , は小さいが，利用者の検索目的や意図に

合致する文書群についての識別が可能になる．   
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図  3 特徴単語の寄与値  

3.3. 検索空間生成パネル 
検索空間生成パネル (図 4)では，利用者がデスクトッ

プ環境において，(1)閲覧・編集を行っているファイル

群， (2) Web ブラウザで閲覧している Web 文書群，お

よび (3) 利用者の Web ブラウザにブックマークとして

登録されている Web 文書群を，利用者の意図や関心を

示すプロファイル情報と捉え，これらの情報を抽出し，

図 4 のようにリストアップする．利用者は，リストア

ップされたファイル群を分類することにより，利用者

自身の嗜好に沿った文書ベクトル空間を生成する．生

成された文書ベクトル空間上に，デスクトップ環境に

置かれているファイル群を写像することにより，利用

者のデスクトップ環境におけるファイル群を対象とし

た，検索意図や関心に基づく情報獲得を実現する．  

 

図  4 検索空間作成パネル  

3.4. フィードバック・パネル 
図 5 は，利用者が学習操作を行うためのフィードッ

ク・パネルを示している．フィードバック・パネルで

は，文書ベクトル空間の各軸を形成している特徴単語，

および，文書ベクトル空間の生成過程で共通単語とし

て除外される単語群をリストアップしている．利用者

は，ベクトル空間上の文書ベクトル分布や，文書ベク



 

 

トルを形成する特徴単語の寄与値を分析し，これらの

特徴単語群の追加・削除による学習操作を，自分の検

索意図や関心に基づいて行うことにより，文書ベクト

ル空間を再構成する．再構成された文書ベクトル空間

上では，文書ベクトル分布が改善されるため，FEM 方

式による文書検索システムの検索精度の向上が実現で

きる．  

 

図  5 フィードバック・パネル  

3.5. ファイルのメタデータ抽出および索引付け 
FDST のメタデータ抽出機能では，プレイン・テキ

スト，PDF，MS Word，  MS Power Point，MS Excel の
各ファイル形式よりテキスト文を抽出し，メタデータ

として格納する．現在，メタデータ抽出機能は，英語

のみの対応で，日本語には対応していない．メタデー

タの索引付けは，Java で記述された全文検索ソフトウ

ェアである Lucene[4]の機能を組み込んでいる．設定フ

ァイルにおいて登録されているフォルダ・リストに基

づいて，デスクトップ環境においてクロールを行い，

各ファイル群のメタデータ抽出および索引付けをする． 
 

4. おわりに  
本稿では，利用者のデスクトップ環境におけるファ

イル群を対象とした，検索意図や関心に基づく情報獲

得システムについて FDST（FEM Desktop Search Tool）
述べた．FDST では，FEM 方式に基づいて生成された

文書ベクトル空間上に，デスクトップ環境に置かれて

いるファイル群を写像することにより，利用者のデス

クトップ環境におけるファイル群を対象とした，検索

意図や関心に基づく情報獲得を実現する．  
現在の実装では，利用者がデスクトップ環境におい

て， (1)閲覧・編集を行っているファイル群， (2) Web
ブラウザで閲覧している Web 文書群，および (3) 利用

者の Web ブラウザにブックマークとして登録されて

いる Web 文書群を，利用者の意図や関心を示すプロフ

ァイル情報と捉え，これらの情報を用いて，利用者の

嗜好に沿った文書ベクトル空間を生成している．  
また，FDST は，文献 [6]に示されている利用者の検

索意図や関心を反映するための学習機能を有している．

この学習機能により，利用者は，サンプル文書により

生成された文書ベクトル空間を用いて期待する文書群

が獲得できない場合においても，文書ベクトル空間を

適切に修正し，検索意図を満たす文書獲得を行うこと

ができる．  
利用者の嗜好に応じた情報獲得の精度を向上させ

るために，デスクトップ環境におけるスケジュール管

理ソフトに記録されている予定表等，利用者の興味や

関心を判断可能な他の情報源からのメタデータ抽出機

能や，利用者の所有する PDA や携帯電話から得られる

個人情報との連携機能等，よりリッチな利用者コンテ

クストの取得を可能とする機能群の実現が今後の課題

として挙げられる．また，文献 [7, 8]において示されて

いる文書ベクトル空間の形成に必要な特徴単語成分を

抽出するための基本的アルゴリズムに基づいた自動的

なフィードバック機構の組み込むことにより，利用者

コンテクストに応じた能動的な情報配信システムを実

装していく予定である．  
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