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1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに    
インターネット上から, 利用者が目的とするデータを効
率的に獲得するために, 複数のデータベースを連携して, 
データ検索を行うシステムの実現は重要な課題である．この
ような研究として, メタサーチエンジ[8]や意味的検索空間
統合方式[6]，[7]が提案されている. メタサーチエンジンは, 
利用者の問合せに対して有効なデータを, 検索可能な複数
の特定データベースに対して問合せを行い, その検索結果
を統合し, 利用者への検索結果とするシステムである．しか
し, 様々な研究分野において，分野の枠組が決められていて
も, その内容は複数分野にまたがるものである．よって, 静
的に区分された枠組を超えて, データの相関を計量できる
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データ検索システムの実現は重要である．意味的検索空間統
合方式は, 異種の分野について，分野特有の用語の意味的関
係を記述したマトリクスを, 共通の概念を用いて統合する
方式である. この方式を, 意味の数学モデルなどの意味的
検索方式[2]～[5]に適用することで, 分野の枠組を超えた, 
データの相関が計量可能となる[6]，[7]. 
本稿では, この意味的検索空間統合方式について, 意味
的検索空間を専門知識により修正するプロセスを加えた意
味的空間統合プロセスを提案する. この修正プロセスを適
用して修正された統合意味的検索空間を用いた検索では, 
修正プロセスを適用しない場合の統合意味的検索空間を用
いた検索と比較して,分野横断的な内容を持つより多数のデ
ータについて，単独の意味的検索空間を用いた検索よりも上
位に検索できるようになる. 本稿では, 実際にエネルギー
と生活環境両分野を対象とした実験システムを構築し, そ
の有効性を検証する.  
 
2.2.2.2.    意味的検索空間統合のプロセス意味的検索空間統合のプロセス意味的検索空間統合のプロセス意味的検索空間統合のプロセス    
本稿で示す意味的検索空間統合プロセスは，3章で述べる

意味的検索空間統合方式に, 意味的検索空間を専門知識に
より修正するプロセスを追加し, 意味的検索空間の構築か
ら統合までを系統的に行うことを示す方式である．図1の示
す, 意味的検索空間統合プロセスの内容について述べる. 
Process1Process1Process1Process1----1 1 1 1 分野ごとのメタデータ空間の作成分野ごとのメタデータ空間の作成分野ごとのメタデータ空間の作成分野ごとのメタデータ空間の作成    3.2節で述べ
るメタデータ空間作成方式に従い，専門辞書等の専門知識
を利用し, 分野ごとに独立にメタデータ空間を作成する. 
Process1Process1Process1Process1----2 2 2 2 メタデータ空間の評価メタデータ空間の評価メタデータ空間の評価メタデータ空間の評価    メタデータ空間を統合
する前提として, 各々のメタデータ空間を用いた検索の検
索精度が高いことの検証を行う. 
Process1Process1Process1Process1----3 3 3 3 専門知識による専門知識による専門知識による専門知識による, , , , 基本データの基本データの基本データの基本データのfeaturefeaturefeaturefeatureの特徴の特徴の特徴の特徴    
付けについての修正付けについての修正付けについての修正付けについての修正    Process1-2において, 検索精度が基準
となる評価を満たさなかった場合, Process1-1で生成した
メタデータ空間にてfeatureの特徴付けが正当でない基本
データが存在する可能性が考えられる. Process1-3では, 
そのような特徴付けが正当でない基本データを対象として, 
専門知識に基づいた特徴付けの修正を行う.        
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Fig.1 Process of integrating metadata spacesFig.1 Process of integrating metadata spacesFig.1 Process of integrating metadata spacesFig.1 Process of integrating metadata spaces 

    
Process2Process2Process2Process2----1 1 1 1 統合分野メタデータ空間の作成統合分野メタデータ空間の作成統合分野メタデータ空間の作成統合分野メタデータ空間の作成    3.3で述べるメ
タデータ空間統合方式に従い, Process1-1～1-3の手順にて
生成されたメタデータ空間の統合を行う. 
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Process2Process2Process2Process2----2 2 2 2 統合分野メタデータ空間の評価統合分野メタデータ空間の評価統合分野メタデータ空間の評価統合分野メタデータ空間の評価    統合分野メタ
データ空間を用いた検索の有効性の評価として, Process 
1-1～1-3で生成された単独のメタデータ空間では上位に検
索されなかった, 分野横断的な内容のメディアデータや幅
広く言及している内容のメディアデータが，統合分野メタ
データ空間を用いた検索では, 上位に検索されることの検
証を行う．また, 統合分野メタデータ空間を用いた場合の
検索精度について, 単独のメタデータ空間を用いた場合の
検索精度と比較し, 評価を行う. 
Process2Process2Process2Process2----3 3 3 3 専門知識による専門知識による専門知識による専門知識による, , , , 両分野共通の基本データ両分野共通の基本データ両分野共通の基本データ両分野共通の基本データ, , , , 特特特特    
徴語の合成についての修正徴語の合成についての修正徴語の合成についての修正徴語の合成についての修正    Process2-2での統合分野メタデ
ータ空間を用いた検索の評価において，基準とする評価を
満たさない場合に, 分野間の共通概念として合成した基本
データ群や特徴語群の中に，両分野で意味的に等価でない
が合成を行った基本データや特徴語が存在する可能性が考
えられる. Process2-3では, 専門知識によりそのような基
本データや特徴語を検出した場合, それらの基本データや
特徴語に対して, 合成を行わないように設定を行う. 
Process2Process2Process2Process2----4 4 4 4 専門知識による専門知識による専門知識による専門知識による, , , , 合成された基本データ合成された基本データ合成された基本データ合成された基本データ, , , , 特徴特徴特徴特徴    
語群を対象としたベクトル要素の修正語群を対象としたベクトル要素の修正語群を対象としたベクトル要素の修正語群を対象としたベクトル要素の修正 Process2-2での統合
分野メタデータ空間を用いた検索の評価において基準とな
る評価を満たさない場合, メタデータ空間統合方式に従っ
て合成された基本データの中に, 両分野で共有できない, 
ないしは両分野にとって不必要であるfeatureで特徴付け
された基本データが存在する可能性がある． Process2-4で
は, このような基本データ, 特徴語群を対象として, 専門
知識に基づいたベクトル要素の修正を行う. 

 
3.3.3.3.    意味的検索空間統合方式の意味的連想検意味的検索空間統合方式の意味的連想検意味的検索空間統合方式の意味的連想検意味的検索空間統合方式の意味的連想検
索への応用と実現索への応用と実現索への応用と実現索への応用と実現    
意味的連想検索[2]～[5]および意味的検索空間統合方式[6]，

[7]の概要を示す． 詳細は[2]～[7]に示されている. 
3.1 3.1 3.1 3.1 意味的連想検索の概要意味的連想検索の概要意味的連想検索の概要意味的連想検索の概要    
意味的連想検索方式は，メタデータ空間における文脈解釈，

ベクトル計算により，利用者が指定した文脈に対して，意味
的に近い情報を動的に検索することを可能とする検索方式
である．ここで，メタデータ空間とは，分野別の専門知識を
利用して，その分野の「意味」を形式的に計量することので
きるベクトル空間である． 
3.2 3.2 3.2 3.2 メタデータ空間生成方式メタデータ空間生成方式メタデータ空間生成方式メタデータ空間生成方式    
以下に，メタデータ空間の生成プロセスを示す[2]～[7]． 

(a) 対象とする分野を表現するために必要な特徴語（以下，
feature）群を準備する．対象分野の専門辞書等を用いて，
各見出し語を説明している説明文中の単語を抽出し，こ
の集合を feature群とする． 

(b) 対象とする分野の基本的な用語である，基本データ群を
準備する．（a）と同様に，専門辞書を用いて，見出し用
語群を抽出し，この集合を基本データ群と定義する． 

(c)  feature 群を用いて，各基本データの特徴付けを行う．
同様の専門辞書を用いて基本データの説明文を調べ，説
明文をもとに，関係のある feature には１を，否定的な
意味で用いられている feature には－１を，関係のない
featureには０を，それぞれ設定する． 

(d) 以上の featureによる基本データの特徴付けマトリク 
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図図図図 3 feature3 feature3 feature3 feature，基本データの統合，基本データの統合，基本データの統合，基本データの統合    

Fig.3 Integragion of features and basic dataFig.3 Integragion of features and basic dataFig.3 Integragion of features and basic dataFig.3 Integragion of features and basic data    
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図図図図 4 4 4 4 特徴付け要素の合成特徴付け要素の合成特徴付け要素の合成特徴付け要素の合成    

Fig.4 Composition of elements of featuresFig.4 Composition of elements of featuresFig.4 Composition of elements of featuresFig.4 Composition of elements of features 
スから，メタデータ空間を生成する． 

3.3 3.3 3.3 3.3 メタデータ空間統合方式メタデータ空間統合方式メタデータ空間統合方式メタデータ空間統合方式    
分野別に生成されたメタデータ空間 A，Bを対象に，メタ

データ空間を統合し，統合空間 Cを実現する際の，具体的な
プロセスを示す[8]，[9]．    
StepStepStepStep----ⅠⅠⅠⅠ        ＡＡＡＡ,,,,Ｂ間におけＢ間におけＢ間におけＢ間におけるるるる featurefeaturefeaturefeature 群の統合群の統合群の統合群の統合    A，B間におい
て，それぞれの feature群を合成し，feature語の重複を除
いた集合を，統合空間 Cの feature群と定義する(図 3)． 

StepStepStepStep----ⅡⅡⅡⅡ    ＡＡＡＡ,,,,Ｂ間における基本データ群の統合Ｂ間における基本データ群の統合Ｂ間における基本データ群の統合Ｂ間における基本データ群の統合    A，B間にお
いて，それぞれの基本データ群を合成し，語の重複を除い
た集合を，統合空間 Cの基本データ群と定義する(図 3)． 

StepStepStepStep----ⅢⅢⅢⅢ        要素の統合要素の統合要素の統合要素の統合 A，B の両マトリクスにおいて定義さ
れている 1，－1，0 の各要素を合成する(図 4)． A，B の
合成マトリクスにおける feature および基本データの共通
部分をαとし，非共通部分をβとする．共通部分αにおい
て，A，Bの共通基本データに対する特徴付け設定するため，
A，B の合成マトリクスにおけるそれぞれの要素について，
論理和，論理積，それぞれの要素の値を足す，等のオペレ
ーションを行う．論理和のオペレーションについては，
[6],[7]に詳細が述べられている．また，非共通部分βにおい
ては，元のマトリクスの特徴付け要素をそのまま用いる．  

 
4. 4. 4. 4. 実験実験実験実験 
4.1 4.1 4.1 4.1 実験環境実験環境実験環境実験環境    

Web ブラウザを利用して検索可能な実験システムを構築
した．分野ごとの独立なメタデータ空間としては, 2 分野を
対象とし，化石燃料, 新エネルギーなどエネルギー分野を対
象とした「エネルギー分野メタデータ空間」，および都市, 公
害など生活環境分野を対象とした「生活環境分野メタデータ
空間」を設定した．2章のプロセスに従い，次の 4つのメタ
データ空間を生成した．2分野のメタデータ空間の統合には， 
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メタデータ空間 Feature数 基本データ数 空間次元数 
生活環境分野 538 709 538 
エネルギー分野 312 316 302 
統合分野 667 953 667 
共通(重複)用語数 183 72  

表表表表 1  1  1  1  実装システムの詳細実装システムの詳細実装システムの詳細実装システムの詳細    
Table 1 Description of the systemTable 1 Description of the systemTable 1 Description of the systemTable 1 Description of the system 

ドキュメントの分類 ID 件数 
生活環境分野 doc0xy 53件 
エネルギー分野 doc1xy 53件 
両分野共通 doc2xy 7件 
表表表表 2  2  2  2  検索対象ドキュメント検索対象ドキュメント検索対象ドキュメント検索対象ドキュメント(xy(xy(xy(xy はははは 2222 桁の数字桁の数字桁の数字桁の数字))))    
Table 2 Target documents for retrievalTable 2 Target documents for retrievalTable 2 Target documents for retrievalTable 2 Target documents for retrieval    

ID メタデータ 
doc011 ホームオートメーション ライフスタイル 住環境 

doc113 アルコール燃料  混合燃料 燃料電池 メタノール自動車 
アルコール自動車 

doc208 石油化学工業 化石燃料 グリーン燃料 ＬＮＧ DＭＥ 
環境アセスメント 大気汚染 環境破壊 

表表表表 3  3  3  3  メタデータ設定例メタデータ設定例メタデータ設定例メタデータ設定例    
Table 3 Example of metadata settingsTable 3 Example of metadata settingsTable 3 Example of metadata settingsTable 3 Example of metadata settings    

論理和のオペレーションを用いた[6]，[7]． 
SpaceSpaceSpaceSpace----1111: エネルギー分野メタデータ空間   (Process1-1～1-3) 
SpaceSpaceSpaceSpace----2222: 生活環境分野メタデータ空間     (Process1-1～1-3) 
SpaceSpaceSpaceSpace----3333: 統合分野メタデータ空間         (Process1-1～2-1) 
SpaceSpaceSpaceSpace----4444: 修正後の統合分野メタデータ空間 (Process1-1～2-4) 
実現した 2つの単独メタデータ空間，ならびに統合プロセ

スを経て生成された統合メタデータ空間のマトリクス構成
は，それぞれ表 1のとおりである．なお, 統合分野メタデー
タ空間にて, Process2-3にて検出された基本データや特徴語
は存在しなかった．また，メタデータ空間生成における
feature 抽出，および基本データのベクトル特徴付けには，
エネルギー分野, 環境分野の専門辞書[9]～[11]等を利用した．
検索対象ドキュメントとしては, エネルギー分野，生活環境
分野，両分野それぞれに関連の深いものを選び，表 2に掲げ
る件数のドキュメントを用いた．これらのドキュメントは, 3
～10 個程度のメタデータが設定されている．メタデータ設
定例を表 3 に示す．また, 正解コレクションとして, エネル
ギー分野，生活環境分野に関係する問合せそれぞれ 11 件，
合計 22 件の問合せに対し, 問合せごとに関連の強いドキュ
メントを 5件ずつ選び作成した．    
4.2 4.2 4.2 4.2 実験実験実験実験 1111    
メタデータ空間統合の前提として，各々分野別に構築した
「エネルギー分野空間(Space-1)ならびに「生活環境分野空間
(Space-2)」を用いた検索を行い，検索精度を検証する． 
4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 実験方法実験方法実験方法実験方法    
実験では，エネルギー・生活環境両分野それぞれの検索空

間に対し，各々11の問い合わせを発行した．この際，あらか
じめ正解ドキュメントを，各問い合わせに対して 5件ずつ設
定しておく．実験結果において，上位 15件中，上位 10件中
に, この正解ドキュメント 5件が含まれる割合を算出する． 
4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 実験結果・考察実験結果・考察実験結果・考察実験結果・考察    
エネルギー・生活環境両分野の空間を用いた検索結果を図

5，図 6 に示す．上位 15 件中の検索結果において, Space-1
では約 7割, Space-2では約 8割の問い合せで，0.8～1.0の
高い再現率を示した(平均再現率  Space-1:0.75, Space-2: 
0.84)．また，上位 10件中の検索結果において，Space-1で
は 約 5割，Space-2では 約 6割の問い合せで，0.8～1.0の

高い再現率を示した(平均再現率  Space-1:0.66, Space-2: 
0.78)．本実験より，統合分野メタデータ空間を用いた検索に
おける検索精度検証の前提として，統合の対象となる単独分
野メタデータ空間(エネルギー分野，生活環境分野)を用いた
検索において, 高い検索精度が得られていることを確認した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図 5555 生活環境分野メタデータ空間の検索結果生活環境分野メタデータ空間の検索結果生活環境分野メタデータ空間の検索結果生活環境分野メタデータ空間の検索結果    
Fig.5 Fig.5 Fig.5 Fig.5 RRRResult esult esult esult onononon metadata space  metadata space  metadata space  metadata space of of of of lilililifefefefe    environmentenvironmentenvironmentenvironment    fieldfieldfieldfield    

    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    

図図図図 6666 エンルギー分野メタデータ空間の検索結果エンルギー分野メタデータ空間の検索結果エンルギー分野メタデータ空間の検索結果エンルギー分野メタデータ空間の検索結果    
Fig6. Fig6. Fig6. Fig6. RRRResult esult esult esult onononon metadata space  metadata space  metadata space  metadata space of of of of energy fieldenergy fieldenergy fieldenergy field    

4.3 4.3 4.3 4.3 実験実験実験実験 2222    
2 章の意味的検索空間プロセスに従って生成した統合分

野メタデータ空間を用いた検索の有効性を検証する．次に, 2
章の Process2-3, 2-4 に従って修正した統合分野メタデータ
空間を用いた場合, 修正のない統合分野メタデータ空間を用
いた場合と比較して, より有効な検索が可能なことを示す． 
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 実験方法実験方法実験方法実験方法    
本実験では, Space1～Space4の 4つのメタデータ空間，

および表1に示す計113件のドキュメントを実験データとし
て用いた．まず，単独分野空間(Space-1，Space-2)，統合分
野空間(Space-3)，修正後の統合分野空間(Space-4)を用いた
検索結果を比較する. 具体的には, Space-1～Space-4の 4つ
のメタデータ空間に対して, 同一の問合せを発行し，単独分
野空間を用いた検索では上位に検索できなかったが，統合分
野空間を用いた検索では上位に検索されている正解ドキュ
メントを対象にその正当性を検証する．次に, 分野横断的な
内容のドキュメントについて , 修正後の統合分野空間
(Space-4)では, 統合分野空間(Space-3)と比較して, より多
くの正解データについて, 上位に検索可能であることを, 表
5に掲げた 5つの視点から比較して検証する. 
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 実験結果・考察実験結果・考察実験結果・考察実験結果・考察    
実験結果を表 4，表 5，表 6に示す．表 4に示す実験結果

では, 「公害」に対する検索結果として，正解ドキュメント
doc208 について, 生活環境分野空間(Space-2)における検索
では 21 位と上位に検索できなかったが，統合分野空間
(Space-3)では 7 位，修正後の統合分野空間(Space-4)を用い
た検索では 6位とさらに上位に検索されている．doc208は， 

docID 修正後の統合空間 修正のない統合空間 生活環境空間 
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(Space-4) (Space-3) (Space-2) 
doc208 6位 7位 21位 

表表表表 4  4  4  4  「公害」に対する検索結果「公害」に対する検索結果「公害」に対する検索結果「公害」に対する検索結果    
Table 4 Result of Table 4 Result of Table 4 Result of Table 4 Result of ““““PollutionPollutionPollutionPollution”””” 

docID 修正後の統合空間 
(Space-4) 

修正のない統合空間 
(Space-3) 

エネルギー空間 
(Space-2) 

doc113 8位 9位 40位 
表表表表 5  5  5  5  「新エネルギー」に対する検索結果「新エネルギー」に対する検索結果「新エネルギー」に対する検索結果「新エネルギー」に対する検索結果    
Table 5 Result of Table 5 Result of Table 5 Result of Table 5 Result of ““““New energyNew energyNew energyNew energy”””” 

 修正後 
(Space-4) 

修正前 
(Space-3) 

(1)順位の上昇した正解ドキュメント数 37個 35個 
(2)順位の上昇した正解ドキュメント 
の平均順位差 6.5位 6.5位 

(3)順位上昇後の平均順位 7.9位 7.2位 
(4)順位が 6位以上上昇した 
正解ドキュメント数 12個 9個 

(5)順位が 6位以上上昇し, かつ順位 
上昇後の順位が 10以内である正解 
ドキュメント数 

10個 7個 

表表表表 6  6  6  6  正解ドキュメントの順位上昇に関する比較正解ドキュメントの順位上昇に関する比較正解ドキュメントの順位上昇に関する比較正解ドキュメントの順位上昇に関する比較(Space(Space(Space(Space----3333，，，，4)4)4)4)    
Table 6 Table 6 Table 6 Table 6 Comparison Comparison Comparison Comparison about about about about riseriseriserise of ranking  of ranking  of ranking  of ranking of correcof correcof correcof correct answer t answer t answer t answer 

documendocumendocumendocumentstststs 
表 3 に掲げるメタデータが設定されており，“公害“に関連
の強いメタデータとして，「石油化学工業 化石燃料」などエ
ネルギー分野の単語に加え，「大気汚染 環境破壊」など生活
環境分野の単語が設定されている．表 5に示す実験結果では, 
「新エネルギー」に対する検索結果として，正解ドキュメン
ト doc113について，エネルギー分野空間(Space-1)における
検索では 40 位と上位に検索することができなかったが，統
合分野空間(Space-3)での検索では 9位，修正後の統合分野空
間(Space-4)での検索では 8 位とさらに上位に検索されてい
る．doc113 は，表 3 に掲げる両分野共通で関連の深いメタ
データが設定されている．このように，分野横断的に広く言
及している doc208 のようなデータや，両分野共通で関連の
あるメタデータをもつ doc113 のようなデータが，単独分野
空間(Space-1，Space-2)を用いた検索では上位に検索されな
かったが，修正後の統合分野空間(Space-3，Space-4)を用い
た検索では上位となったことが確認できる． 
また表 6 は修正後の統合分野空間(Space-4)と修正のない

統合分野空間(Space-3)を比較して, 単独空間より順位の上
昇した正解ドキュメントを対象として，5つの視点について
算出した結果を示している．表 6 の(1)，(4)，(5)は順位上昇
した正解ドキュメント数についての結果を示している．この
結果より，修正後の統合分野空間(Space-4)を用いた検索では, 
修正のない統合空間(Space-3)よりも，より上位へ順位上昇し
た正解ドキュメント数が増えていることが確認できる. 
以上の実験結果は, 2 章で示した「意味的検索空間統合プ

ロセス」の有効性を示している． 
 

5. 5. 5. 5. まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題    
今回の実験結果から, 2 章で示した統合プロセスにより作

成した統合分野の意味的検索空間では，分野横断的な内容の
ドキュメントや広い内容のデータが，単独分野の意味的検索
空間よりも, 上位に検索可能であることを確認できた. 特に, 
統合分野の意味的検索空間に対し, Process2-4の専門知識に
基づいたベクトル要素の修正を行った場合，修正のない統合
分野空間よりも, より多くの正解ドキュメントについて, 上
位に検索可能であることを確認した.  

以上の結果から, 本稿で提案する, 意味的検索空間統合プ
ロセスは有効であったと言える. 今後の課題として, 新聞記
事，学術論文等，大規模実験データを対象としてシステム評
価を解析的に行うこと，および，情報通信学, 生命科学, 国
際関係額など, より複数の分野の空間を対象とした実験を行
い, 本方式の有効性を検証することが考えられる． 
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