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業務・システム最適化と最新検索技術

1. はじめに

　パソコンが世の中の隅々にまで普及し、その多くが

高速なインターネット網に接続されつつある現在、

Web検索エンジンは私たちの日常生活や社会活動にお

いてなくてはならない存在になりつつある。Web検索

エンジンは、インターネット上に存在する無数のWeb

ページの中から知りたいと思う情報やコンテンツを見

つけ出すための貴重な道具であると同時に、世界中の

人々が発信する様々な情報を不特定多数の人々のもと

に届けるための大切なインフラストラクチャの役割を

併せ持っている。

　誰もが知っているとおり、世界中のWebページは日々

大量に生産され続けており、一方で、無数に存在する

既存のページも内容が更新されたり、削除されたり、

まるで生き物のように変化をしている。Web検索エン

ジンは可能な限りそれらの変化を検知し、中に取り込

み、そしてユーザの様々な検索要求に応えるための仕

組みを持つ。このような商用Web検索エンジンを開発

し、提供している企業は日本をはじめ世界中にいくつ

かあるが、「Web上のすべてのページを検索可能にする」

というアイデアはインターネットの黎明期ならともか

く、現在に至っては非常に困難かつ壮大な挑戦になろ

うとしている。最新の情報科学の理論やアルゴリズム

を駆使しなければ太刀打ちできない現在の状況を考え

ると、私は常々、Web検索エンジンの開発現場は、私

たちの長い技術革新の歴史においても特異な大規模

データサイエンスにおける壮大な実験場になりつつあ

ると考えている。

　本稿では、一般的なWeb検索エンジンの仕組みや現

在の課題についての解説を試みるが、それに加え、実

際の開発現場にいる者から垣間見える次の世代のWeb

検索エンジンが持つべき要件などについても最後に触

れてみたいと思う。

2. Web検索エンジンと他の検索エンジンの違い

　私たちの身の回りには様々な検索エンジンがある。

Web検索エンジンの特徴をよりよく理解するためにも、

はじめに、他の検索エンジンとの違いについて考えて

みよう。

　まず、検索対象コンテンツの違いを考えてみる。

Web検索はその名のとおり、Web上でページ間リンク

を辿ってアクセス可能なあらゆるWebページを検索対

象としている。それに対し、一つの分野に特化した検

索である商品、画像、トラベル、学術論文、特許といっ

た様々な専門検索は、特有の検索インターフェイスを

持ち、その専門分野にふさわしい検索結果を出力する。

一方、Web検索ではそのコンテンツの量と変化の速さ

に特徴があり、いかに効率的にインターネット上の

Webページの変化をキャッチできるかが検索結果の品

質に大きな影響を与える。

　対象ユーザとその利用場面を限定した検索について

見てみると、たとえば、企業向け検索エンジン（特に、

企業内で用いられるタイプのもの）やパソコン内コン

テンツ検索のための個人用検索エンジンといったもの

があり、その点からすると、Web検索はユーザや利用

場面を限定しないすべての人々に使われることを目的

とした一般的な検索を目指したものといえる。

　検索結果の利用形態の点では、Web検索の場合、大

多数のユーザが検索結果の上位20位くらいまでしか見

ることはないが、特許検索を代表とする業務用途の検
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ではないことをここでお断りしておきたい。

3. 検索インターフェイスと検索行為モデル

　Web検索エンジンは一般に、とても簡単なインター

フェイスで作られている。基本的な検索インターフェ

イスは、クエリという文字列を入力して検索ボタンを

マウスクリックするための検索入力機能と、それによっ

て表示される検索結果の二つである。図1は、「東京」

というクエリで検索した場合のYahoo! JAPANのWeb検

索結果画面の一部を示している。

　検索結果画面には一般に、クエリに対してヒットし

たWebページが10件ほど並んでいるが、それに加え、

広告（スポンサーサイト）をはじめ、各社嗜好を凝ら

したコンテンツを加えている場合もある。例えば、

ニュースや地図、辞書や天気といった各社が提供する

オリジナルコンテンツやサービスなどへのリンクや情

報をWebページ一覧の上か下、場合によってはWebペー

ジ一覧の中に挿入していることがある。また、ヒット

文書数と検索に要した時間なども表示される。

　Webページ1件毎の表示を見てみると、図1では、タ

イトルをはじめ、スニペット（サマリ）と呼ばれる要

約文、そのWebページのURL、さらにはそのWebペー

ジを含むサイト内のポピュラーなページへのリンク（弊

社ではクイックリンクスと呼ぶ。図1では「観光ボラン

索などではヒット文書すべての確認が求められること

があり、そのような完全網羅型検索では、精度を高め、

ヒット件数を少なくするために多様な絞込機能が用意

されている。その一方、Web検索では検索オプション

等に絞込機能があるがそれほど利用頻度は高くなく、

それよりも、ユーザが入力するいかなるクエリ（検索

文字列）に対しても関連性の高い文書を検索結果上位

に返すことを目標としている。まさにこれこそが、

Web検索と他の検索を分ける最大の特徴といってよい

かもしれない。

　この “関連性の高い” というところがポイントであり、

ユーザはこの関連性を様々な角度から求めている。

　それは検索意図とも呼ばれるのだが、ほんの数文字

の短いクエリが与えられた時、大量のWebページの中

から、ユーザの意図に沿ったものを取り出し、順序付

けをしなければならない。そもそも絞込機能があまり

使われないため、手掛かりが極端に少ない中でいかな

る場合でも関連性の高い検索結果を作り出すことはと

ても難しい課題であり、単なるテキストマッチではと

てもクリアできそうもない。短くも長いWeb検索エン

ジン開発の歴史の中で、この課題は常に最優先で取り

組まれ続けてきた。

　以下では、Web検索エンジンをさらに掘り下げて見

ていくが、本稿で述べることは一般的なWeb検索エン

ジンの話であり、弊社での開発や研究に特化したもの

図1　「東京」で検索したときのWeb検索の検索結果（Yahoo! JAPANの場合）
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リの意味、検索意図といったものまでを含めて考えてい

くことが重要になってきているように思う。

4. Web検索エンジンの評価方法

4.1 レリバンスの指標

　さて、クエリに対して関連性の高い検索結果を作り

出すWeb検索エンジンが良い検索エンジンだと述べた

が、ではいかに評価すべきだろうか？

　一般に、情報検索の分野では、検索システムの評価と

して、再現率と精度という指標が使われている〔1〕。再

現率は、検索にどれだけ漏れがないかを見る指標であり、

“検索されるべき” 関連度の高い文書数（X）に対する “検

索された “関連度の高い文書数（Y）の比（Y ／ X）で

ある。一方、精度は、検索結果にどれだけ「ゴミ」がな

いかを見る指標であり、” 検索された “全文書数（Z）に

対する” 検索された “関連度の高い文書数（Y）の比（Y

／ Z）である。

　一方、Web検索の場合、大多数のユーザが検索結果

の1ページ目のみを見て検索の善し悪しを判断してしま

うこと、さらには、ユーザの目線がヒット順位の1位を

起点にしておおよそ5位くらいまでをスキャンして終わ

る傾向が強いことから、再現率と精度という指標をそ

のまま使えない。検索結果ランキングの10件目までが

重要であり、その部分がクエリと関連性が高いかどう

かをきちんと測定すべきである。実際のところ、そも

そも “検索されるべき” 関連度の高い文書（X）を大量

のWeb文書の中から見積もることは困難であり、“検索

された” 全文書数（Z）を知ることも大量すぎるヒット

数を考えると意味があるといえない。

　そこでWeb検索エンジンのレリバンス（検索結果の

ク エ リ に 対 す る 関 連 度 ） の 評 価 指 標 で あ るDCG

（Discounted Cumulative Gain）が考えられた〔2〕。

　DCGは検索結果ランキングの1位から k 位までを対象

とするため、たとえば、 k =5であれば、ヒット5位まで

ティア情報」）が添えられている。

　最近は、検索支援の目的で、クエリ入力欄のすぐ下

や検索結果ページの下方に、関連検索ワードと呼ばれ

る、検索クエリと関連性の高いクエリ候補が表示され

るようになった。図1では、「東京ディズニーランド  東

京ドーム  東京駅  東京タワー」が表示されている。

　また検索支援として近年使われ始めたものに、スペ

ラー（スペリングサジェッション）とクエリリライト（ク

エリ書き換え検索）の機能がある。スペラーは例えば、

ひらがなで「やふー」というクエリで検索した時、「ヤ

フー ではありませんか？」とクエリのサジェッション

を表示する。クエリリライトは、アルファベットで

「yahoo」と入力したつもりがひらがなのまま入力され

て「やほお」のままクエリが送られた時、自動的に

「Yahoo」でも検索が行われる機能である。弊社の場合、

「Yahoo も含めて検索しています。Yahooを含めずに再

検索」と検索結果に表示される。これらの機能がユー

ザの意図通りであったならば、ユーザはとても便利に

思うことだろう。

　以上が、おおよその最近のWeb検索エンジンの一般

的な検索インターフェイスである。インターネット利

用者が爆発的に多くなった現在においては、これらの

インターフェイスはとてもなじみ深いものではないか

と思う（なお本稿では、検索オプションなどの説明に

ついては割愛させていただく。）。

　では、こういった検索インターフェイスを日々使いこ

なしているユーザは、Web検索エンジンをいったいどの

ように捉えているのだろうか？ 私は「Web検索エンジ

ンとは、広大なインターネットを覗くための小さな窓」

なのではないかと考えている。「ツール（道具）」といっ

てもよいかもしれない。ユーザは、自分の知識と直感を

手がかりに、検索したい対象を最もよく表わすキーワー

ドを考え、そしてツールで覗いてみる（検索する）。も

し結果が悪ければ、そのキーワードを書き変え、再度検

索する。検索行為とはある意味、頭の中の「ターゲット

となる探し出したい情報」を探すために、クエリを考え

ると同時に検索結果を吟味する試行錯誤のプロセスの一

面もある。こういった検索特有の認知プロセスは検索行

為モデルとして捉えることができ、いかに使い勝手の良

い、ユーザにやさしい、また、情報へのアクセスのよい

検索エンジンを開発していくかを考えていく上で、近年、

単なる情報検索という範囲を超えて、ユーザ行為やクエ
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5. Web検索エンジンの基本的な仕組み

5.1 一般的な基本構成

　最も大きな単位の機能に着目すると、Web検索エン

ジンは、ユーザのクエリを受けて検索を実行し、検索

結果を返すオンライン処理と、インターネット上から

Webページを取得し（クローリングと呼ばれる）、それ

を検索可能なデータとして保存するためのオフライン

処理の二つに分かれる。別の分け方では、ブラウザか

らのリクエストを振り分けるロードバランサ（負荷分

散機能）とクエリ処理、検索結果処理の部分をまとめ

て検索フロントエンド、残りの部分をまとめて検索バッ

クエンドと呼ぶこともある。

　実際のところ、このような検索インフラストラクチャ

を構成する方法は、各社様々であると思われるため、

図2に示すように、データの流れに基づき比較的大まか

な機能単位で整理すると理解しやすい。この図はWeb

検索エンジンの一般的構成であり、処理とデータのス

ケーラビリティをいかにして巨大なサーバの上で実現

するか、特に、データ処理の並列化とデータの分散化・

多重化が、処理のスピードアップと障害対策のために

重要となる。

5.2 要素技術

　図2の基本コンポーネントの説明に移る前に、少し要

素技術の話をしておきたい。Web検索エンジンの発展

を裏から支えてきたのは、個別の要素技術の発展でも

あった。自然言語処理と情報検索技術は依然として検

索機能のコア技術であり、近年では機械学習と呼ばれ

る仕組みが様々な検索コンポーネントの中に導入され

始めてきた。

　自然言語処理は、日本語や英語などの言葉に関する

処理を行う技術である。例えば、日本語の文は英語な

どと異なり、単語と単語の間にスペース（空白）がな

いため、形態素解析器などを用いて単語の分割が行わ

れる。一旦、分割された単語は、それぞれにIDが与え

られ、システムに登録される。また、言語の判別や意

味処理といった機能も自然言語処理によって行われる。

　一方、情報検索技術は、文書集合をクエリ文字列に

よって検索するための技術である。Web検索システム

を考えた評価となる。また重み wi はヒット1位が最大

で、ヒット順位（i）が大きいほど小さくなるため、ヒッ

ト上位を重視する考え方にマッチしている。Si は各Web

ページ i に対する関連度評価であり、関連度が高ければ

10、非常に悪ければ1などと段階的に得点化される。最

終的なDCGスコアは関連度評価 Si と重み wi の積をヒッ

ト1位からk位まで足し合わせたものとなる。

　実際にDCGを検索エンジン評価に適用するには、評

価用クエリ集合を用意し、クエリ毎に人が検索結果の

各Webページに対して評価（Si を与えること）を与え、

DCGスコアを計算し、最後に全クエリの平均DCGスコ

アを計算する。統計的確からしさを保証するために、

評価用クエリ集合はクエリログ等からランダムサンプ

リングする必要があるだろう。

　このようなDCGの考え方を使えば、競合する商用

Web検索エンジンのレリバンス性能を比較することが

でき、さらには、検索エンジン開発を舵取りするため

の指標の一つとすることも可能である。

4.2 スケーラビリティの指標

　レリバンス指標に加え、Web検索エンジンを評価す

る主要な指標として、レイテンシとコンテンツカバレッ

ジが重要である。レイテンシは、1回当たりの検索に要

する時間であり、これが遅ければ遅いほどユーザの満

足度は低くなる。コンテンツカバレッジは検索結果の

ヒット数とほぼ同義であり、ヒット数が多いほど一般

にユーザの満足度は高いが、より詳細には、ヒット数

が10件以下であったり、1件もヒットしない場合が問題

であり、レリバンスの面と併せて検討しなければなら

ない場合もある。

　視点を変えて、より技術的な側面から見るならば、レ

イテンシとコンテンツカバレッジは、Web検索エンジン

のスケーラビリティ性能を評価しているともいえる。一

度に処理可能なクエリ数と検索可能なWebページ数は多

ければ多いほどよいのだが、そこには技術的な課題も多

く存在する。商用Web検索エンジンの多くは、検索結果

の品質を高めると同時に、莫大な投資を行い、世界中の

Webページを検索でき、また、できるだけ多くのクエリ

を一度に処理可能な、スケールの大きなシステムを構築

してきた。では次に、そんなWeb検索エンジンの基本的

な仕組みについて見てみよう。
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ではあるが、それはきわめて困難であるため、どれく

らいの間隔で、どのWebサイトにアクセスすべきかが

重要な技術課題である。クローラーの性能が悪いと、

検索結果の品質にも影響する。

　クローラーが集めてきたWebページは、ドキュメン

ト処理に送られる。基本的には、1） ページのHTML解

析やエンコーディング判定、2） 言語判定、3） 言語判定

の結果に基づく形態素解析処理（日本語であれば日本

語の形態素解析器が使われる）、4） コンテンツ判別（例

えば、スパムであるとか）や特殊な意味処理、といっ

た処理がシーケンシャルに行われ、最後に索引化と検

索処理のためのデータ抽出が行われる。

　ドキュメント処理の次に行われるのが、オフライン

処理の最終段階であるインデキシング処理である。こ

れは簡単にいえば、Webページとその中の単語一つ一

つに番号それぞれが与えられていた時、Webページ単

位で索引付けするのではなく、逆に、単語単位での索

引付け（すなわちインデキシング）を行い、インデッ

クス（ファイル）を生成する。なぜこのような処理が

必要かというと、ユーザから与えられるクエリ（単語）

に対してマッチングをする対象は、Webページそのも

のではなく、単語でなければならないからである。単

語でマッチングさせて、その単語を含むWebページの

集合を取得してランクづけするというアイデアが情報

検索技術、すなわち、検索処理の基本なのである。

の多くは、索引に基づく全文検索を基本とし、その上に、

ページ間リンクの利用といった様々な工夫が付与され

ている。それに対して、ベクトル空間モデルという手

法をベースにしたWeb検索エンジンも存在し、キーワー

ド検索とは異なる、単語空間全体でのベクトルの類似

性でランキングを生成するなどといった検索機能を提

供するものもある〔3〕。

　機械学習は、検索結果の順位づけに用いられるだけ

でなく、Webページの内容を判別したりといった、人

間の判断を自動的に行うためのアルゴリズムを提供す

る。機械学習アルゴリズムは、多くの事例コンテンツ

や人間の判断結果をトレーニングデータとして学習さ

れるためとてもコストのかかるものであるが、一旦、

学習が終われば、ランキング生成や判別といった処理

に対して高い性能を保証する。

5.3 基本コンポーネント

　では、図2に従い、検索の基本コンポーネントについ

て簡単に説明してみたい。

　まずは、オフライン処理の方から見てみることにし

よう。クローラーは、インターネット上の様々なWeb

ページにアクセスし、ページ間のリンクを辿りながら、

大量のWebページを集める機能である。世界中のすべ

てのWebページを頻度よく定期的に巡回するのが理想

図2　Web検索エンジンの一般的な基本構成
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PageRank〔5〕と呼ばれるリンク構造を利用したラン

キング生成アルゴリズムの論文を書き上げ、その特許

（US 6,285,999 B1）を出願したのがちょうどこの頃で

ある。

　そしていま、ランキング生成に関して言えば、Web

検索エンジンは、すでに次の時代に入っている。すな

わちランキングを自動生成する大規模な機械学習の利

用である。本稿では、その詳細については述べないが、

第一世代から第二世代にかけて、ランキングが静的な

一群の方程式で決められていた時代と比べ、機械学習

方式は、様々な複雑なパラメータの関係を大量の実例

に基づき学習（トレーニング）できるため、Webコン

テンツの変化や人々のニーズに適応できるようになっ

てきた。逆にいえば、大規模かつ複雑化しているWeb

検索エンジンのレリバンシを決定する方程式のパラ

メータを人が手作業で決められるような時代ではなく

なってきたのである。非常に複雑な部分は機械に任せ

ることで、全体的によりよいランキングを生成し、平

均的に高いレリバンシを維持していくことが可能と

なった。

　しかしながら、機械学習の利用は、4.1節で説明した

DCGの判定と同じく、人手による大量の判定をトレー

ニングデータとして要求するため、非常にコストのか

かる大変な作業となってきている。

6. 現在の課題

　Yahoo! Research副社長Andrei Broderの定義〔4〕に

よれば、私たちは今、第三世代Web検索エンジンに取

り組んでいる。第三世代が目指すものは、クエリの文

字列そのものではなく、クエリの背後にあるユーザの

ニーズや検索意図に応える検索エンジンを作る取組み

である。簡単に言ってしまえば、クエリの意味をよく

考えようということである。一つには、スペラーのよ

うなクエリの間違いを訂正してくれる機能もこの中に

含まれる。また、Broder自身が提案したように、クエ

リの三つの分類に応じた適切な処理をすることも含ま

れるだろう。ナビゲーショナルクエリには、大多数の

ユーザが辿り着きたいWebページが唯一存在するし、

インフォメーショナルクエリには、ユーザがそのクエ

リが指す対象を「知りたい」「学習したい」という意図

が存在する。トランザクショナルクエリには、行き先

　次に、オンライン処理について見てみよう。

　クエリ処理は、ドキュメント処理にやや似ている。

言語判定や形態素解析処理は通常行われるが、それら

に加え、クエリシンタックス処理と呼ばれるANDやOR

といった検索演算子をはじめ、絞込条件などの処理が

行われる。また、最近はクエリ拡張と呼ばれる、ユー

ザのクエリに対して、表記ゆれや同義語などを付加す

るといった処理が行われることもある。

　クエリ処理を終えたクエリは、様々な属性が付与さ

れた上で検索処理に送られる。検索処理では、先に説

明したインデックスの単語索引に対して、クエリのマッ

チングが行われ、その単語を含むWebページが集めら

れる。しかしながら、マッチするWebページが多すぎ

ると（たいていは多すぎるわけだが）、これをどのよう

に順序付けするかが問題となる。このランキング生成

については、次に少し詳しく述べることにして、ラン

キングが決まった後の処理を説明しよう。

　クエリ処理機能は、クエリ結果処理とも呼ばれ、最

終的にユーザに返す検索結果を作り上げる処理も受け

持つ。図2に示すように、Web検索の結果に加え、広告

や検索支援（関連検索ワードやスペラーなど）、さらに

はUI（レイアウトなどを処理するユーザインターフェ

イス機能）などのコンポーネントが同時に処理され、

一つのまとまった検索結果ページとしてユーザの元に

送られることになる。

5.4 ランキング生成

　さて、検索処理でインデックスから集められたWeb

ページの順位づけの話に移ろう。もしかすると、ここ

がWeb検索エンジンのいままでの発展を考える上で、

最も重要なところかもしれない。

　Web検索エンジンのランキング生成の考え方は、いく

つかの段階を経て、よりよいものに改善されてきた〔4〕。

インターネット上に検索エンジンが誕生し始めた1990

年代中頃、ランキングは、Webページの中の情報、す

なわち単語の出現頻度などを使った単純なものであっ

た。これが第一世代Web検索エンジンである。そのあと、

1998年頃からページ間リンクやWeb特有のアンカーテ

キスト（URLリンク部分に表示されているテキスト）

などといったページ外の情報を利用した第二世代Web

検 索 エ ン ジ ン が 出 現 す る。Googleの 創 設 者 た ち が
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ニーズを正しく理解し、最適なサービスを選択し、発

信することで、ユーザにより高い満足度を与える方向

に向かうということではないだろうか。

　あと一つ付け加えるとすれば、Web検索エンジンの

未来の可能性は、オープン化と真の社会インフラに向

けた取り組みの中にあるのかもしれない。弊社では

Web検索をはじめとした複数のWebサービスAPI 〔6〕

を一般開発者向けに公開しているが、このような流れ

がさらに発展することで、Web検索エンジンが単なる

個人の検索にとどまらず、広く様々なサービスで共有

され、社会のインフラ的なものになっていく可能性が

あるのではないかと思う。
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のWebページにおいて購入や何らかのサービスを利用

したいという意図が存在する。

　一方、開発の現場にいる者として、もう少しだけ課

題リストに付け加えてみたいと思う。

　例えば、ブログやニュースなどといった非常に速く、

それも大量に生産されるコンテンツをいかに扱うかな

どは、現在、非常に重要な課題となっている。コンテ

ンツの新しさのみを追い求めてもいけないが、新しい

コンテンツがヒットしないWeb検索エンジンではユー

ザは満足してくれないだろう。ブログ記事などは、内

容のないテキストが単に並べられただけのスパムペー

ジやアダルトページも多く、これらへの対策も急務で

ある。一般的なレリバンス性能の向上に加え、コンテ

ンツ判定技術とその判定結果をランキング生成に生か

していく技術の進歩が望まれる。

　また、検索結果に盛り込む情報の多様化と量の増大

が近年進んできている。例えば、地図が検索結果画面

に表示されたり、料理やタレントの写真などが表示さ

れるようにもなってきた。ユーザが求めている情報を

いち早く届けることと、視覚的にわかりやすく情報を

提示することはとても重要なことである。単にテキス

トの一覧よりはサービスとしてはよいだろう。

7. おわりに

　本稿では、できるだけわかりやすくWeb検索エンジ

ンの技術動向についての解説を心がけたつもりだが、

やや専門用語が多くなってしまったかもしれない。何

卒、ご容赦いただきたい。しかしながら、Web検索エ

ンジンの開発が今までどこに向かって努力してきたか、

またどのような技術がそこで使われているのか、そし

て現在もなお、たゆまぬ研究開発が続けられているこ

とが少しでも伝わったのであれば、本稿の役目は達成

できたのではないかと思う。

　最後に、Web検索エンジンが今後向かおうとしてい

る少し先の未来について述べてみたい。先に紹介した

Broderは、情報供給（Information Supply）こそが次

世代（第四世代）検索エンジンが向う先であると言っ

ている〔4〕。ユーザの現在の状況に対して最も適切な

情報を、アクティブに供給するといったアイデアがそ

こにはある。その理論と具体的なサービスのイメージ

はまだこれからではあるが、重要なことは、ユーザの

profile
小林  竜己（こばやし  たつみ）

1999年名古屋大学大学院博士後期課程中退（認知科学）。こ
れまで、自然言語処理、検索エンジン、Robotics、航空機
等の開発および研究に従事。2007年8月よりヤフー株式会
社に勤務。現在、米国Yahoo! IncとのWeb検索エンジン
YST（Yahoo Search Technology）共同開発に携わっている。
京都大学非常勤研究員。人工知能学会、言語処理学会、電
子情報通信学会などの会員。


