
情報工学実験 I Report III

平成 16 年 5 月 9 日

チーム名 メンバー名 (番号順)

マリファ・カンパニー 035701E :赤嶺 大吾
035737F :中村 匡 035740F :根保 光秀

035743A :比嘉 雅樹 035758J :村山 正嗣

課題１ :担当　中村 匡
一般に公開されているWWW情報検索エンジンを 3つ挙げ、検索機能面 (特
にユーザインターフェイス)でのそれぞれの特徴を指摘せよ。

課題２
1: 担当 赤嶺 大吾

WWW情報検索エンジンは、大きく「ロボット型」、「ディレクトリ型」、「ハ
イブリッド型」の 3つに分類される。それぞれのタイプの検索エンジンの特
徴を示せ。

2: 担当 比嘉 雅樹
代表的な検索アルゴリズムを幾つか挙げ、それぞれの特徴を示せ。

課題３ :担当　根保光秀、村山 正嗣　
インターネット上の全てのWWW情報を対象とした検索エンジンと、特定
用途向けのWWWベース情報検索エンジン (OPAC以外でも ok)における検
索方法および検索によって得られる結果 (情報)、さらには、情報検索の基礎
となる情報データベースの構成について、それらの違いや特徴を述べよ。

課題４ :担当　全員
1,既存のWWW情報検索エンジンを用いて、目的とする情報を効率的に検
索するための、アイデアを各グループごとに 3つ以上挙げよ。また、2,既存
のWWW情報検索エンジンの問題点を指摘し、どのように改善すべきか具
体的に述べよ。
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1 課題１ :　担当　中村 匡
代表的な検索エンジン
代表的な www情報検索エンジンには”yahoo”,”google”,”goo”等があるが，

ここでは，”Yahoo”,”Google”,”インフォシーク”について特徴を述べる．
まず，”yahoo”について述べる．例えば，「みんなのゴルフ」と検索してみ

ると となる．これの特徴としては，まず始めにカテゴリごとの検索結果と，

図 1: yahoo :検索結果 1 図 2: yahoo :検索結果 2

登録されたページが出て，その後にそれぞれのおもみ順に一つ一つの検索結
果がでる．
次に”Google”について述べる．同様に「みんなのゴルフ」と検索してみる

と となる．これは，前者とは違いカテゴリが無く，それぞれのおもみ順に一

図 3: google:検索結果 1 図 4: google:検索結果 2

つ一つの検索結果が出る．
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図 5: infoseek :検索結果 1 図 6: infoseek : 検索結果 2

最後に”インフォシーク”について述べる．これも同様に検索すると とな
る．これは，”Google” と同じようにカテゴリがなく，検索語としてヒット
していないものでも，お勧めや，スポンサーのページもでて来てしまう．ま
た，”Google”で検索されたものもでてくる．その後に一つ一つの検索結果が
でて来る．

3つともそれぞれの特徴的なサービスを抜かせば途中までは同じ検索結果
となる．途中からは順番が変わってくる．これはそれぞれの検索エンジンが
違うからだ．検索エンジンは 3つともハイブリット型なので，最初にディレ
クトリ型があり，次にロボット型の言葉を網羅した検索結果がでてくる．な
お，検索結果の多さとしては”Google”>”yahoo”>”インフォシーク”の順番
となっている．
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2 課題２ : 担当　赤嶺 大吾、比嘉 雅樹
・ディレクトリー型検索エンジン
ディレクトリー型検索エンジンとは、日本では yahoo!japan に代表される

ような、エディター（編集者）と呼ばれる人の手によって、ウェブサイトや
ウェブページの説明文を記述し、詳細なカテゴリーに分類されたディレクト
リー型リンク集のデータベースです。このカテゴリーの中から目的のサイト
を探し出すためには、カテゴリーをクリックしながら目的に辿り着く方法と、
検索窓にキーワードを入力する方法の２つがあります。
ディレクトリー型検索エンジンの利点

• ウェブサイトをエディターが最適と判断したカテゴリーに登録するた
め、興味がある分野に関するウェブサイトがカテゴリーを通して簡単に
見つけることができる。

• エディターの厳正な審査を通過した非常に有益な情報をもつウェブサイ
トだけが掲載されているので、短時間で有益な情報を発見できる。

欠点は....

• エディターが登録するウェブサイトを決定、説明文を記述するため、エ
ディターの主観によって掲載情報が左右される。

• 人的にウェブサイトを登録していくには限界があり、絶対的な情報量が
少ない。

• ウェブページ単位よりはウェブサイト単位で登録されるため、実際に登
録ウェブサイトに目的の情報が存在するにも関わらずキーワード検索で
表示されない場合がある

ロボット型検索エンジン
ディレクトリー型に対して Googleに代表されるロボット型検索エンジン

は、データベースを作るためにクローラーと呼ばれるロボットスパイダー（検
索ロボットと呼ばれる httpgetプログラム）を使用し webページを巡回、収
集します。ユーザーがキーワード検索を行った際に、情報データベースから
入力されたキーワードに最もふさわしい内容と検索エンジンが判断した情報
から順番に表示します。表示される内容はロボットが独自のアルゴリズムで
ウェブサイトやウェブページの内容から抽出した情報になります。検索結果
の表示順位を決定するアルゴリズムは検索エンジン各社の最高機密で、同じ
社内でも知る人は極わずかしかいないということらしい。

ロボット型エンジンの利点
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• 常に複数のロボットがインターネットを徘徊し、自動的に情報を取得し
ているため、大量のウェブサイト、ウェブページの情報がデータベース
に登録されている。

• 定期的にロボットがインターネットを巡回することで比較的新しいウェ
ブサイト、ウェブページが登録されている。

• ウェブサイト単位だけでなくウェブページ単位で登録するため、特定の
キーワード検索にマッチしたウェブページが確実に表示される。

同じく欠点....

• 大量の情報が登録されており、検索時に多数の情報が表示されるため、
目的の情報に辿り着けない場合がある。

• ロボットが自動的に情報登録、文章なども決定するため、検索時に表示
されてもその内容が実際にアクセスするまでに不明な場合がある。

• 自動的に情報が登録されることで、登録、表示アルゴリズムを解析した
上で不当にウェブサイトやウェブページが登録され、キーワード検索時
にユーザーの目的に関係ない情報が表示される場合がある。

代表的な検索アルゴリズム
１、テキストマッチ
テキストマッチとは、「検索キー／クエリと一致するテキストが文章内に

含まれている」ことをページがヒットする条件としたアルゴリズムです。し
かし、Googleなどは外部からのアンカーテキストとの関連付けが強く、検索
キー／クエリと外部ファイルのアンカーテキストとの一致によって、ページ
内に検索キー／クエリと一致する文字列が含まれていないページがヒットす
るという例外がおこることがあります。

２、キーワード出現頻度
キーワード出現頻度は、そのドキュメントとキーワードの関連性を測る最

も基本的な指針であり、全文検索型データベース、ロボット型検索エンジン
の世界では古くから使用されているスタンダードな技術です。基本的には、
より多く検索キー／クエリと一致するキーワードが含まれるドキュメントの
ほうがそのキーワードに対して関連が深いというものです。　しかし、過度
のキーワードの書き込みはスパムとみなされ、逆効果になります。

３、タグごとの重み付け
検索キー／クエリとの適合度を測る技術は、テキストマッチとキーワード

出現頻度の２つでほぼ十分だと言えます。しかし、インターネット上で検索
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エンジンが扱うのは膨大な量のドキュメントです。それぞれ作成者もテーマ
もまちまちなので上記の２つだけでは正確な検索結果は望めません。
そこで、ロボット型検索エンジンの検索アルゴリズムでは、HTML の論

理的な構造を利用した重み付けを行うことでより正確な検索結果を返すよう
になっています。有効なタグの例としては < title >,< h1 > ～ < h6 >,<

em >, < strong >等があります。

４、要素内でのキーワードの出現位置
一般的にロボット型検索エンジンの検索アルゴリズムは、要素内の先頭

付近に出現する語に、より強い重み付けを受けることが多いです。例として
< body >タグであれば、その開始直後に記述されたテキストは、他の部分と
比較するとより強い重み付けを受けます。

５、キーワード近接度
ほとんどのロボット型検索エンジンは、検索時のキーワードを携帯素解析

によって単語ごとに切り出して and検索を行います。例えば「ノストラダム
スの大予言」で検索すると「ノストラダムス」「の」「大」「予言」のそれぞれ
のキーワードがばらばらにページ内に配置されていても検索結果に含まれま
す。下の図ではページ内で「ノストラダムスの大予言」と検索しても見つか
りません。

図 7: キーワードの AND検索の例

ですがこのように分割して検索を行うと検索者が意図しないページがヒッ
トする可能性が出てきます。下記は「ゴルフ場」で検索した場合の例です。

6



どんなスポーツでも美しいフォームが上達の秘訣と
言われますがゴルフの場合は特にそう、

そこで、キーワード近接度による重み付けが効果を発揮します。キーワー
ド近接度とは、検索時にはそれぞれのキーワードに分解していても、これら
の語句が近い位置に配置されているページを優先的に検索結果の上位に表示
する検索アルゴリズムです。　　　 Googleでは特にキーワード近接度に強
い重み付けがされています。

６、クリック人気
　一部の検索エンジンでは、検索結果の表示順位を決める要素の一つにク

リック人気による重み付けを採用しています。しかしこのクリック人気によ
る重み付けの検索アルゴリズムを採用している検索エンジンは多くない上、
重み付けの度合いもそれほど大きくありません。

７、リンクポピュラティ
　被リンクの量と質によってページの重要度を測る技術です。主にGoogle

等に使われている技術がPageRankでこれはリンクポピュラティに含まれます.

3 課題３ : 担当　根保光秀、村山 正嗣
ここでは、特定用途向けWWWベース情報検索エンジンについて考察す

る。特定用途向けとは、例えば、琉球大学付属図書館の提供する図書蔵書検
索システム (OPAC)があります。これは、琉球大学付属図書館の図書をオン
ライン上で検索するシステムで「図書」を検索するための検索エンジンです。
このように,特定用途向け検索エンジンとは特定の情報を検索するための検索
エンジンです。
特定用途向け検索エンジンにはOPACの他に求人情報検索エンジンなどが

ありますがここでは、具体例として Namazuを取り上げます。
Namazuとは、Namazuプロジェクトによって開発されている日本語全文

検索システムです。Webサーバと連携する事により www全文検索システム
を手軽に構築する事が出来るフリーソフトウェアです。実際に、非常に多く
のサイトで運用されています。(特許庁、apple etc....)　
○ Namazuの特徴

• インデックスを使う事で検索スピードが速い

• Windowsや Unixなど特定の OSに依存しない

• www上で検索するための Namazu.cgiが付属している
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• cgiには関数が組み込まれていて検索ページを簡単に構築できる

図 8: 全文検索エンジンの使用例 図 9: 検索結果

○全文検索とは
全文検索とは、あるホームページの中から指定した単語が含まれるページを
検索し、表示する機能です。例えば、特許庁ホームページで、”青色 LED”と
検索すると”青色 LED”に関係するページを表示します。ホームページ内検索
でよく使われる手法です。特許庁の場合だと「特許」という特定の情報を検
索する検索エンジン (=特定用途向け検索エンジン)という事になります。図
のように、検索方法は普通の検索エンジンとほぼ同じです。AND検索、OR
検索,正規表現検索などを使って検索する事も出来ます。また、普通の検索エ
ンジンでは使えない、「フィールド指定の検索」をする事が出来ます。
○フィールド指定の検索とは、、、

Namazuを使った全文検索では html書類の他にもMailや newsなどを検索
するとこができます。フィールド指定の検索はMail/newsのファイルを検索
する時に有効な手法です、フィールド指定検索の使い方を表１に示す。

検索方法 意味
+subject:Linux 題名に”Linux”が含まれる文書を検索
+from:abc@ie.ac.jp 送信元に”abc@ie.ac.jp”が含まれる文章を検索
+message-id:〈123456789〉 Message-IDを指定

表 1: フィールド指定検索の方法
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Namazuの情報データベースの構成について
○インデックスファイルのサンプル

図 10: NMZ.field.uri 図 11: NMZ.w

Namazuは情報データベースとしてインデックスというファイルを使いま
す。インデックスファイルとは索引ファイルの事で検索要求があったときは
その索引を参照して目的の文書を検索します。インデックスファイルの作り
方の簡単な流れを説明します。
まず最初に検索データを収集します。「特定」の情報に関係ある書物をロ

ボット (スパイダーとも言う)で収集します、次に収集した検索データをまと
めて索引を作成します。索引とは、簡単に説明すると「Xという単語を含む
データは a,b,cです」というような事を記録しているファイルです。最後に運
用段階として、クライアントからの検索要求に対してこのインデックスを用
いて検索します。
このように、インターネット上の全ての www情報を対象とした検索エン

ジンとは、Namazuベースの検索エンジンは検索によって得られる結果、さ
らに情報データベースの構造などが大きく違う事が分かる。

4 課題４ : 担当　全員
分類別検索システム
既存の検索エンジンで、映画のタイトルやゲームソフトの名前などを入れ

て検索すると、かなりの数の検索結果が出るが、大半は掲示板や日記などの
文中にヒットしていることが多い。それについてのゲームの内容などを調べ
るときはそのようなページはできるだけヒットしてほしくないものである。
特に、ある単語の意味などを検索するときに、掲示板や日記などあまり関係
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のないページが表示されると検索効率はかなり悪くなる。そこで、キーワー
ドを入れて尚かつ、掲示板や日記などの個人的なページを表示させるかを選
択できるようにしたらもっと簡単に、欲しい情報が手に入ると思う。まず、分
野分けをするとしたら、公式ホムペ、通信販売、日記、BBS、ニュースの５項
目は全体的にヒットする確率が高い項目なので、区別する必要があると思わ
れる。そこで、分別の仕方が問題だが、公式ホムペはディレクトリ型のサー
チエンジンで検索すればいいし、通信販売やニュースのページはURLから分
別できるのでいいとして、問題は日記と BBSである。BBSと日記は、書き
込みフォームと BBS、日記が同じページに表示される場合と書き込みフォー
ムが別の場合の２通りが多く見られる。ようするに、前者は書き込みフォー
ムを分析することによって日記か BBSかの分別ができるが、後者は完全に分
別することができないので、ヘッダや urlとか、このページにリンクを張っ
ているページから推測するしか手が無い。ここで、BBSや日記の過去ログは
そのページを見ただけでは分別しにくいので、インデックスから上って判別
する。これにより、精度は向上すると私たちは考えた。

純単語検索システム
日本語は長い単語から短い単語まで様々な長さの単語がある。それらの単

語を検索にかけると、より精度の高い検索結果が返ってくるのはやはり、長
い単語である。そこで犠牲になるのが短い単語である。例えば、『カレー』で
検索をかけると『乙カレー』や『ジャワカレー』『IPマスカレード』など余分
なキーワードもついてくる。なので、短いキーワードでの検索効率を上げる

図 12: 全文検索エンジンの使用例
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ために aimというグループ名を一つの独立した単語として扱うような検索シ
ステムがあればいいのではないかと考えた。もし、この機能を取り入れると
したら、ユーザーにもわかりやすく使用できるようにダブルクォーテーショ
ンでくくることによって分別した方がわかりやすいと思う。なぜなら、英語
の曲名などを検索にかけるときなどに『I waiting for you』と検索をかけてし
まったら自動的に and検索になってしまうが、『”I waiting for you”』といっ
た具合に検索すれば一つの単語と判別してくれる。これを日本語に応用する
だけなのでシステムとしては簡単にできる。
もしこのシステムを用いるなら、既存のシステムで、例えば『カレー』だっ

たら前後に前置詞、若しくは空白、改行など単語としての区切りをプログラ
ム処理してヒットさせるかさせないか判断させるように改良すればいいので
すぐできると思われる。

英語と日本語混合検索システム
midiとmidiデータなど、英語と日本語で一つの単語として意味をなす単語

を検索すると、なぜか and検索になってします。しかし、コーヒーと牛乳と
コーヒー牛乳は全く違う単語なのに、コーヒー and牛乳検索とコーヒー牛乳
で検索したときは違う件数の検索結果が得られるのに対して、midi,andデー
タとmidiデータの検索結果は同じ件数である。このことから英字混じりの日
本語は、ひとかたまりの単語とは分別されないことがわかる。

図 13: midi音源の検索結果

図 14: midi 音源の検索結果

そこで、対策としては googleボットなどに頻出する検索キーワードを埋め
込み、それらのインデックスを作成させるように改造し、検索システムもそ
れに相応するよう改造しなくてはならない。こればかりはプログラムで判別
するのは難しいので人手でロボットを改造していくしか手がないと思う。し
かし、これからこのような言葉は増えていくと思うので、サーチエンジンに
は必要な機能であると私たちは考えた。
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