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あらまし 本稿では検索対象データに関するインデックスを事前に作成できない状況において，任意のスコア関数に

適用可能な Top-k検索アルゴリズムを提案する．情報検索における既存の Top-k検索では，事前にデータが索引付け

されていることを想定しているが，スコア統合を行う検索システムにおいては，スコア統合の直前までデータの分布

が不明であるため，データに対する索引付けを行うことができない．そこで本稿では，検索対象データの事前インデッ

クスを用いない Top-k検索アルゴリズムであるメッシュ分割法を提案する．メッシュ分割法はスコア関数をメッシュ

に分割し，スコアの高い文書をメッシュ情報から効率的に取得する．実験では様々な条件に対して提案手法を適用し，

その性質を調査した．
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1. 序 論

検索システムはユーザが求める情報を膨大な情報の中から正

確かつ高速に検索できることが求められる．一般的に，検索シ

ステムによる検索は次のように行われる [13]: (1) ユーザは自

身の要求を検索システムにクエリとして与える．(2) 検索シス

テムは与えられたクエリから，検索対象データの適合度を計算

する．(3) データを適合度の降順に整列し，ユーザに返却する．

ユーザが情報検索を行うとき，ユーザは一般的に適合度が上

位のデータに興味がある．そのため，適合度が上位となるデー

タを効率的に検索できる検索システムは有用である．適合度が

上位 k件のデータを取得する検索はTop-k検索と呼ばれる [10]．

検索システムの正確さには主に適合度の尺度が関係する．

データとクエリから適合度を得る関数をスコア関数と呼ぶ．こ

れまでに検索の高精度化を目指した数多くのスコア関数が提案

されている [15], [17]．検索の高精度化のためには，どのクエリ

に対しても最も高精度となるスコア関数を選択することが望ま

しいが，ユーザの情報要求は多様で複雑であるため，そのよう

なスコア関数を一意に選択することは難しい．そのため，複数

のスコア関数から計算された適合度を統合し，検索精度を向上

させる研究がなされている [5], [7], [12], [18]．複数の適合度を統

合して一つのスカラー値を得る関数をスコア統合関数と呼ぶ．

検索システムの速度には主に検索対象データの探索方法が関

係する．Top-k 検索を実現する単純な方法は，全データの適合

度を求め，全データを適合度の降順に整列する方法である．し

かし，この方法は全データの整列にかかる計算コストが大き

く，莫大なデータ量を扱う場合には不適当である．そのため，

Top-k 検索を高速に処理する多数のアルゴリズムが提案されて

いる [3], [6], [9], [19]．

Top-k 検索はアプリケーションの制約やスコア関数の性質な

ど，その組み合わせによって様々なシナリオを想定することが

できる．アプリケーションの制約の例として，Fagin ら [6] は

一般的な場合のアルゴリズムのほかに，ランダムアクセスが可

能でない場合のアルゴリズムも提案している．スコア関数の性

質の例として，Heoら [9]は単調なスコア関数を想定している

のに対し，Zhangら [19]はスコア関数に関する制約を課してい

ない．

本稿では，検索対象データに関するインデックスを事前に

作成できない状況において，任意のスコア関数に適用可能な

Top-k 検索を高速に処理するアルゴリズムを提案する．情報検

索における既存の Top-k検索では，事前にデータが索引付けさ

れていることを想定しているが，スコア統合を行う検索システ

ムにおいては，スコア統合の直前までデータの分布が不明であ

るため，データに対する索引付けを行うことができない．また，

Web 検索においては，文書集合の更新が多いため最新のイン

デックスを維持できず，検索に利用できない場合がある．図 1

はスコア統合を行う検索システムにおける Top-k検索の処理の

流れを示している．図中のD′ と S′ はそれぞれ検索システムの

保持している全データとスコア関数の集合を表す．S′
i は S′ の

要素でありスコア関数を表す．Q(D,S, k)はデータ集合Dとス
コア関数 S，取得数 kを入力とし，データ集合Dのデータをス
コア関数 S で評価したときに適合度が最も高くなる k件のデー

タとその適合度を要求するクエリである．D は Q(D′, S′
i, k

′)

の結果を外部結合し，値のないセルを計算して得られるデータ

の表である．S はスコア統合を行うスコア関数を表す．

まず初めに，この検索システムは D′ に対して各スコア関数

S′
i で検索を行い，それらの結果を統合して各スコア関数で上位

となるデータと各スコア関数の適合度の表 D を得る．その後，

その表を用いてスコア統合を行うスコア統合関数 S で Top-k

検索を行う．
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図 1 複数の適合度を統合する検索システムにおける Top-k 検索の流れ

S′ に含まれる各スコア関数に対する Top-k 検索時は，検索

対象データと索引付けする情報が既知であり，検索対象データ

に関するインデックスをクエリが与えられる前に用意できるた

め，それを検索時に利用できる．例えば，適合度の一つである

BM25 [17]の Top-k検索では，データ中の各タームの出現頻度

のインデックスを作成しておくことがある [3]．

一方，スコア統合を行うスコア関数に対する Top-k 検索時

は，検索対象データと索引付けする情報がすべてのスコア関数

の Top-k 検索が完了するまで未知であり，検索対象データに

関するインデックスをクエリが与えられる前に用意できず，イ

ンデックスを検索時に利用できない．すなわち，スコア統合を

行う検索システムでは，事前に用意したインデックスを用いて

Top-k 検索を行う既存の手法 [9], [19]を直接は適用できない．

本稿では，検索対象データの事前インデックスを必要としな

い Top-k 検索アルゴリズムであるメッシュ分割法を提案する．

すなわち，図 1中における D に関するインデックスを用いな

い Top-k検索アルゴリズムを提案する．メッシュ分割法は次の

性質をもつ: (1) 検索対象データに関するインデックスを必要

としない．(2) 任意のスコア関数に対して適用可能なアルゴリ

ズムである．実験では提案手法を様々なデータセットに適用し，

既存手法を上回る性能があることを示した．

本稿は以下のように構成される．2. 節では関連研究として

Top-k検索とスコア統合手法について述べる．3.節で提案手法

を説明した後，4. 節で実験の内容とその結果について述べる．

最後に 5.節で本稿の結論と今後の課題を述べる．

2. 関 連 研 究

この節では，Top-k 検索とスコア統合に関する研究を紹介

する．2. 1節では，代表的な Top-k検索手法である Threshold

Algorithm (TA) [6]と，任意のスコア関数で適用可能な Top-k

検索手法である OPT* [19]について，それらの特徴と本稿での

仮定における問題点を述べる．続く 2. 2節では，スコア統合手

法の紹介として，線形結合を用いた手法と Copula [14]を用い

た手法について述べる．Copulaを用いたスコア統合手法は線

形結合を用いた手法より精度が高いため [11]，4.節の実験では，

スコア関数に Copulaを用いた手法を採用した．そのため 2. 3

節では，Copula に関する基本事項と Copula を用いたスコア

関数について説明する．

2. 1 Top-k検索

適合度が上位となるデータを効率的に検索するため，多くの

Top-k 検索アルゴリズムが提案されている [6], [9], [10], [19]．

Faginらは TAを提案した [6]．TAはスコア関数が単調であ

るときに適用できるアルゴリズムである．TAは各属性のソー

トされたリストを必要とする．TAの処理は各リストを並行に

シーケンシャルにアクセスし，未アクセスのデータの上限スコ

アを推定しながら行う．推定した上限スコアを超えるデータの

数が要求されている数以上になったとき，それ以上のシーケン

シャルアクセスを中止する．このようにして，TAはすべての

データにアクセスすることなく Top-k 検索を完了する．

TAの問題点として，TAが扱えるスコア関数は単調なもの

に限られることが挙げられる．非単調なスコア関数に対して適

用した場合，未アクセスのデータの上限スコアを正しく推定で

きない．また，スコア関数が単調であっても，TAは各属性の

ソートされたリストを要求するため，そのようなリストが作成

されていない状況では TAをそのまま適用することができない．

ソートされたリストの作成コストは高いことに加え，本稿の仮

定ではクエリが与えられるたびにソートが必要となるため，TA

の適用は非効率的である．

Zhangらは任意のスコア関数に適用可能な Top-k検索アルゴ

リズムである OPT*を提案した [19]．OPT*は事前に検索対象

データに対して各属性の B+ 木を作成し，それらを複合して特

別なインデックスを作成する．検索の際はインデックスのキー

の範囲を利用してスコアの上限を計算し，それを評価関数とし

た A*探索を実行する．

OPT*の問題点として，検索対象データに関する特別なイン

デックスが必要であることが挙げられる．また，各属性の B+

木の作成の際にソートが発生することと，B+ 木を元にした特

別なインデックスの作成にかかる計算コストが非常に高いこと

から，本稿の仮定における OPT*の適用は非効率的である．

2. 2 スコア統合

最も高精度となるスコア関数を一意に選択することは困難で

あるため，複数のスコア関数から得られた適合度を統合し，検

索精度を向上させる研究がなされている．

Vogt らによって情報検索に導入された線形結合 [18] は，適

合度のスコア統合手法としてその有用性の高さを示してい

る [1], [2]．一方，Gerani らは非線形変換を行なった上で線形

結合を行なった [8]．Geraniらの手法の精度が線形結合より高



かったことにより，線形従属性では捉えることのできないより

複雑な従属性を捉える必要性が示唆された．

Eickhoffらは Copulaをスコア統合のために情報検索に導入

した [5]．Copulaは同時分布とその周辺分布の関係を表す関数

であり，分布間の従属性を Copulaによって捉えることが可能

である [14]．Eickoff らは Copula を用いた統合手法が線形結

合よりも高くなることを示した [4]．小松田らは複数の単峰な

Copulaを混合させることで，Eickhoffらの手法では捉えるこ

とのできない複雑な分布を捉え，精度の向上を達成した [11]．

2. 3 Copula

Copula は同時分布とその周辺分布の関係を表す関数であ

る．任意の m 次元同時分布関数に対して，F (x1, . . . , xm) =

C (F1(x1), . . . , Fm(xm)) となる Copula C が存在すること

が知られている．ここで，Fi(xi) は F の i 番目の 1 次元

周辺分布関数である．この等式は Copula が同時分布とそ

の 1 次元周辺分布関数をつなぐ役割をもっていることを示

す．つまり，同時分布をモデル化するときに周辺分布関数

と周辺分布間の従属構造を表す Copula を別々に推定する

ことができる．F が連続である場合には C は一意的に定

まり，U = (u1, . . . , um) = (F1(x1), . . . , Fm(xm)) として，

C(u1, . . . , um) = F
(
F−1
1 (u1), . . . , F

−1
m (um)

)
と与えられる．

応用上よく用いられている代表的な Copulaであるアルキメ

デス型 Copulaを紹介する．区間 (0, 1]上で定義され，正の実

数値をとる単調減少凸関数 ϕが ϕ(1) = 0を満たすとする．こ

のとき，

Cϕ(U) = ϕ−1 (ϕ(u1) + . . .+ ϕ(um)) (1)

をアルキメデス型 Copula と呼び，ϕ は Cϕ の生成素という．

ϕ(t) = t−θ−1
θ
のときに Clayton Copula，ϕ(t) = (− log t)θ の

ときに Gumbel Copula，ϕ(t) = − log eθt−1
eθ−1

のときに Frank

Copulaと呼ぶ．

小松田らは以下の手順で混合 Copulaを用いたスコア関数を

構成した [11]: (1) 訓練データを複数のクラスタに分ける．(2)

クラスタ毎に周辺分布を推定する．(3) クラスタ毎に推定した

周辺分布を用いて Copulaのパラメータを推定する．(4) 各ク

ラスタに重みを付与して混合し，式 (2)，(3) のスコア関数を

得る．

Cmix(U) =

c∑
i=1

wiCi(U) (2)

Cmixprod(U) = Cmix(U)

m∏
i=1

c∑
j=1

wjF
j
i (ui) (3)

ただし，c，wi，Ci，F j
i をそれぞれクラスタ数，i番目のクラ

スタに付与した重み，i番目のクラスタの Copula，j 番目のク

ラスタの i番目の周辺分布とする．

3. 提 案 手 法

この節では，提案手法であるメッシュ分割法について説明す

る．この提案手法は次の二つの特徴を持つ Top-k検索アルゴリ

メッシュ分割方法 H 

スコア関数 S + mesh.max, mesh.min + mesh.D 

データ集合 D 

オフライン時 オンライン時 

図 2 メッシュ分割法におけるスコア関数の空間情報の生成

ズムである: (1) 検索対象データに関するインデックスを必要

としない．(2) 任意のスコア関数に対して適用可能である．

3. 1節では提案手法のアルゴリズムを説明する．本手法はメッ

シュ分割方法を変更することで様々なバリエーションを持つ．

そのため，3. 2節でメッシュ分割方法の 1つである等分割法に

ついて述べる．

3. 1 アルゴリズム

本手法は事前にスコア関数 S が値を取り得る空間をメッシュ

に分割し，各メッシュで S の空間情報を作成する．クエリ実行

時には，データ集合 D に含まれるデータをメッシュ分割方法

H に従ってメッシュに配置し，S の空間情報を利用して効率的

に探索することで Top-k 検索を実行する．

アルゴリズムの詳細を述べる前に，用語の定義を行う．デー

タ集合 D はデータ d の集合であり，データ d は m 個の属性

を持つ．データ dの i番目の属性の値の定義域を Ai とすると

き，データ集合Dの定義域 Dom(D)は
∏m

i=1 Ai となる．スコ

ア関数 S は Dom(D)から実数の集合 Rへの写像である．メッ
シュ分割方法 H は Dom(D)からメッシュ集合M への写像で

ある．メッシュ集合M はメッシュ mesh の集合であり，メッ

シュ mesh はメッシュデータ集合 mesh.D とメッシュの最大

値 mesh.max ，最小値 mesh.min を持つ．メッシュデータ集

合は mesh.D = {d | H(d ∈ D) = mesh}と定義される．すな
わち，データ集合 D のうちメッシュ分割方法 H によってその

メッシュに割り当てられるデータの集合である．メッシュの最

大値と最小値は，それぞれそのメッシュが取り得る最大と最小

のスコアである．それぞれ式 (4)，(5)で定義される．

mesh.max = max{S(d) | H(d ∈ Dom(D)) = mesh} (4)

mesh.min = min{S(d) | H(d ∈ Dom(D)) = mesh} (5)

図 2は各メッシュでスコア関数の空間情報が生成されるまで

の流れを示している．オフラインは検索対象データが与えられ

ていない状態を表し，オンラインは検索対象データが与えられ

た状態を表す．まず，メッシュ分割方法とスコア関数を入力と

して，各メッシュの最大値と最小値が求められる．この計算に

はデータ集合が必要ないため，クエリが与えられる前に計算可

能である．その後，Top-k クエリ処理時にデータ集合が与えら

れ，各メッシュのメッシュデータ集合が得られる．



Algorithm 1 メッシュ分割法 (オフライン時)

Input: S,H

Output: M

M ← Im(H)

for mesh ∈M do

//メッシュの最大値と最小値の計算

calc mesh score(mesh, S,H)

end for

return M

メッシュの最大値と最小値を求める方法は大きく分けて 3種

類ある．1つ目はスコア関数の勾配を計算し，それを利用する

解析的な方法 [16]であり，2つ目は山登り法や共役勾配法のよ

うな探索型の方法 [16]である．3つ目はスコア関数やメッシュ

分割方法が特定の性質を持つ場合にのみ適用可能な特殊な方法

である．例えば，メッシュ分割方法が図 2中のH でありスコア

関数が単調増加の場合，あるメッシュの最大値はそのメッシュ

内で点 (1, 1)に最も近い点 pをスコア関数に適用することで計

算できる．

本手法の効率的なデータの探索には次の事実を利用する．

Top-k 検索 Q(D, S, k)において，S(d ∈ D) >= τ となるデータ

の数が k 以上ならば，データ集合 A = {d | S(d ∈ D) < τ}の
要素はQの解答でない．この事実を用いることで，メッシュの
最大値が τ 未満のメッシュに含まれるデータは Qの解答でな
いことが保証される．

閾値 τ は以下の手順で求める．メッシュ集合にメッシュの最

小値の降順でアクセスし，各メッシュのメッシュデータ集合の

大きさを加算する．その値が k以上になったときにアクセスし

ているメッシュの最小メッシュスコアを τ とする．メッシュへ

はメッシュの最小値の降順でアクセスしているため，スコアが

τ 以上のデータが k 個以上あることが保証される．

候補データの抽出時は，メッシュ集合にメッシュの最大値の

降順でアクセスする．メッシュの最大値が τ 以上ならば，その

メッシュのメッシュデータ集合のデータをスコアリングしヒー

プに挿入する．メッシュの最大値が τ 未満ならば，メッシュへ

のアクセスを終了し，ヒープのソートを行う．

アルゴリズム 1，2はそれぞれ提案手法がオフライン時とオ

ンライン時に実行する処理の疑似コードである．なお，アルゴ

リズム 1中の Im(H)は H の値域を表す．

3. 2 等 分 割 法

この節ではメッシュ分割方法の 1つである等分割法を紹介す

る．等分割法は図 3 のように，データの各属性値の定義域を

2h(h >= 1)個に等分する分割方法である．

メッシュに割り当てる番号 (メッシュ番号) について説明す

る．データの属性数が 1 のとき，メッシュ番号は図 3(a) のよ

うに左から順番に与えられる．属性数が 2のとき，メッシュ番

号は，各属性に対して番号を属性数が 1 のときのように与え，

片方の属性の番号に 2h をかけた番号 (すなわち h回左シフト

した番号) をもう一方に加えることで与えられる (図 3(b))．一

般に属性数がmのときのメッシュ番号は，i番目の属性の番号

Algorithm 2 メッシュ分割法 (オンライン時)

Input: D,S, k,M,H

Output: Top-k results

// データのメッシュ配置 (Assigning)

for d ∈ D do

H(d).data.push(d)

end for

// 閾値計算 (Threshold)

a← 0

for mesh ∈M by descending order of minimum mesh score do

a← a+ |mesh.data|
if a >= k then

τ ← mesh.min

break

end if

end for

// 候補データ抽出 (Scoring)

heap ← S(d) を優先度とする優先度付きキュー

for mesh ∈ M by descending order of maximum mesh score

do

if mesh.max < τ then

break

else

for d ∈ mesh.D do

heap.push(d)

end for

end if

end for

// 候補データのソート (Sorting)

for i = 1 to k do

result.push(heap.top())

heap.pop()

end for

return result
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図 3 等 分 割 法

を pi としたとき式 (6)で与えられる．

m∑
i=1

pi × 2h(i−1) (6)

データ d = ⟨a1, . . . , am⟩が属すメッシュ番号は各属性の番号
pi を計算し，式 (6)で求められる．pi は ai を 2h で割った商を

用いることで計算できる．データ dが属すメッシュ番号を計算

するのにかかるコストは O(m)となる．



表 1 実験データのパラメータ

パラメータ 値

データサイズ n
5000, 10000, 500000,

1000000, 1500000, 2000000, 2500000

属性数 m 2, 3, 4, 5

データ分布 dist unif, corr, anti

例: メッシュ分割方法を h = 2の等分割法とし，Ai = [0, 1]と

する．データ d = ⟨0.1, 0.9, 0.4⟩が割り当てられるメッシュ番号
は，2進数で p1 = 00，p2 = 11，そして p3 = 01となるため，

式 (6)より 011100である．すなわち，H(d) = mesh011100 で

ある．

4. 実 験

この節では，提案手法であるメッシュ分割法を評価する．評

価項目は Top-k 検索の実行時間とスコアリングされたデータ

数，メモリ消費量とした．4. 1 節では実験環境について述べ，

4. 2節では実験結果を述べる．

4. 1 実 験 環 境

実験は CPU Intel(R) Core(TM) i7-2600K 3.40GHzとメイ

ンメモリ 8GBで行った．オペレーティングシステムは Ubuntu

16.04である．すべてのアルゴリズムは C++で実装した．次の

提案手法と比較手法を実装した．(1) mesh: 3. 節で説明した

メッシュ分割法であり，提案手法である．メッシュ分割方法は

3. 2節で述べた等分割法である．スコア関数が作る空間にイン

デックスを作成する手法である．(2) naive: 全データをスコア

リングした後にソートを行い，上位 k件を得る手法である．イ

ンデックスを必要としない手法である．(3) TA: 2.節で紹介し

た Faginら [6]が提案したアルゴリズムである．検索対象デー

タに関するインデックスを作成する手法である．(4) OPT*:

2.節で紹介した Zhangら [19]が提案したアルゴリズムである．

検索対象データ、ならびにスコア関数が作る空間の両方にイン

デックスを作成する手法である．

TAと OPT*を実行するには，各属性のソートされたリスト

と B+ 木を複合したインデックスがそれぞれ必要である．本稿

の前提では，検索対象データに関する事前インデックスをクエ

リが与えられる前に用意できない．そのため，この実験では，

TAと OPT*は検索対象データが与えられた後に事前インデッ

クスを構築する．したがって，TAと OPT*の実行時間とメモ

リ消費量は，本来の Top-k検索のための処理に加えて，事前イ

ンデックス構築に費やした時間とメモリも測定される．また，

OPT*の B+ 木の次数は先行研究 [19]と同じく 200とした．

スコア関数は単調と非単調の 2種類のスコア関数を用意した．

単調なスコア関数は 2. 3節で述べた混合 Copulaを用いたスコ

ア関数 Cmix である (式 (2))．Copulaには Clayton Copulaを

用いた．非単調なスコア関数は多変量正規分布の同時密度関数

fgaussian である．fgaussian の平均は (0.5, . . . , 0.5)，分散共分散

行列は単位行列 I とした．

実験データはデータサイズ n と属性数 m，データ分布 dist

をパラメータとして生成した．パラメータの値は表 1に示した．
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図 4 分割回数 h の変化 (メッシュ分割法)

表 2 分割回数 h の変化 (メッシュ分割法)

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6

scored data 1875377 272873 34121 4191 848 300

メモリ (MB) 656 633 625 624 625 639

すべての属性値の定義域は [0, 1]とした．データ分布 distにつ

いて説明する．unifは一様分布を表す．corrと antiはそれぞ

れ N((0.5, . . . , 0.5)T ,Σcorr) と N((0.5, . . . , 0.5)T ,Σanti) に従

う多変量正規乱数を n個生成した後，範囲 [0, 1]で正規化した

分布である．corrは任意の 2属性の相関が ρである分布を表

し，anti は 1 つか全ての属性との相関が −ρ である分布を表

す．なお，Σcorr と Σanti はそれぞれ式 (7)と (8)で表される．

本実験において，ρは 0.8とした．

Σcorr =


1 ρ · · · ρ

ρ 1 · · · ρ

.

.

.

.

.

.
.
. .

.

.

.

ρ ρ · · · 1

 (7)

Σanti =


1 −ρ · · · −ρ

−ρ 1 · · · ρ

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.

.

.

−ρ ρ · · · 1

 (8)

4. 2 実 験 結 果

等分割法は分割回数 hをパラメータに持つため，他の手法と

の比較を行う前に，4. 2. 1節でメッシュ分割法の性質を評価す

る実験の結果を述べる．その後 4. 2. 2節で単調なスコア関数に

おける比較実験の結果を述べ，4. 2. 3節で非単調なスコア関数

における比較実験の結果を述べる．

4. 2. 1 メッシュ分割法の性質

図 4は n = 2500000,m = 3, k = 100,スコア関数 Cmix の条

件のもと，hと distを変化させたときのメッシュ分割法の実行

時間を示している．図中の実行時間の凡例はアルゴリズム 2の

コメントの処理名と対応している．また，分布が unifのときの

スコアリングされたデータ数 (scored data)とメモリ使用量を

表 2に示した．

表 2より，メッシュ分割法では分割回数の増加とともにスコ

アリングされるデータ数が減少していることが分かる．実行時

間は，図 4 が示すように，基本的には分割回数の増加ととも

に減少している．これは Cmix の計算コストが高いため，メッ
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(d) 取得数 k の変化

図 5 比較 (単調なスコア関数)

表 3 データ数 n の変化 (単調なスコア関数)

手法 n = 500000 n = 1000000 n = 1500000 n = 2000000 n = 2500000

scored data
mesh 6767 13800 20393 27083 34121

TA 76731 123660 158731 170901 192578

メモリ (MB)

mesh 114 213 350 413 625

TA 149 285 491 557 841

naive 117 220 332 395 588

シュ分割によるスコアリングされるデータ数の減少が実行時間

の短縮に大きく寄与していると考えられる．一方で，データの

メッシュ配置 (Assigning)にかかる時間は分割回数の増加とと

もに増加している．これは大量に生成されたメッシュへの空間

的なアクセスコストが大きくなったためと考えられる．unifは

データが一様に散らばっており，空間的なアクセスコストの影

響を最も大きく受けるため，corrと antiと比較してメッシュ配

置の実行時間が長くなっていると考えられる．

4. 2. 2 単調なスコア関数における比較

図 5にスコア関数を Cmix としたときの実験結果を示す．図

中の凡例の Preprocessingと ProcessingはTAで行われる処理

の凡例であり，それぞれ前処理であるソートと Top-k処理を表

す．OPT*は用意したデータセットでは実行が完了しなかった

ため，実験結果に載せていない．パラメータは特に指定がない

限り n = 2500000,m = 3, k = 100, dist =unif とする．また，

meshの分割回数 hは hm <= 20を満たす hのうち，最も実行

時間が短かったものを選択した．また，図 5(b) では，視認性

のため naiveの結果は載せていないが，(b)の naiveの結果は

すべてのデータ数においてmeshの実行時間の約 9.7倍だった．

meshはすべての条件において Top-k 検索を他の処理より早く

完了した．また，属性数が 2以外の条件においては，仮に TA

の Preprocessingが行われていたとしても，meshは TAと同

程度かそれ以上に優れた性能を示した．以降は各実験結果の詳

細を述べる．

図 5(a) はデータ分布を変化させたときの比較を表してい

る．meshの実行時間は分布の変化に対してロバストである一

方，TAは分布の変化に敏感である．TAは分布が corrのとき

Processingの時間が短くなるが，unifのときに長くなる．TA

が Top-k 検索の早期終了に用いる閾値の決定方法から，TAの

性能が分布に依存することが分かり，この結果はそれを支持

する．

図 5(b) はデータ数を変化させたときの比較を表している．

Assigningが meshの実行時間の大半を占めており，その実行

時間がデータ数に線形に増加するため，全体の実行時間も線形

に増加している．TAは Preprocessingにおいて，属性ごとに

整列処理を行うため，データ数の増加に伴う Preprocessingの

実行時間の増加が目立つ．

図 5(c)は属性数を変化させたときの比較を表している．mesh

の Assigningは属性数に線形に増加している．これは 3. 2節で

述べたデータのメッシュ番号の計算にかかるコストと一致する．

TAは属性数の増加に伴う実行時間の増加量が meshと比べて

大きい．これはデータ分布が unif であるため，TA の設定し

た閾値を超えるデータがリストの前方に出現しにくく，多くの

データを評価してしまうためである．属性数が増えるほどこの

影響が大きくなる．

図 5(d)は取得数を変化させたときの比較を表している．取得

数の変化は，meshの実行時間において主に Scoringと Sorting

に影響を与える．取得数の増加とともに，スコアリングされる

データ数とソートされるデータ数が増えるためである．しかし

ながら一定以上の分割回数のmeshの場合，Scoringと Sorting

の実行時間が全体に占める割合は極めて小さく，取得数の増加

の影響は小さい．その一方で，TAは取得数の増加の影響を大



きく受けている．この原因も (c)の考察と同様に，データ分布

が unif であるため，閾値を超えるデータがリストの前方に出

現しにくいためである．取得数が増加したとき，さらに多くの

データを評価することになる．

表 3 にデータ数を変化させたときの各手法のスコアリング

されたデータ数とメモリ使用量を示す．meshのスコアリング

されたデータ数は TAのものと比較して遥かに少なく，効率的

に Top-k 検索を処理できていることが分かる．meshのメモリ

使用量は naiveと同程度である．TAのメモリ使用量が大きく

なっているのは，TAはデータ集合に加えて，Preprocessingで

生成した各属性のデータの並びを保持するためである．

4. 2. 3 非単調なスコア関数における比較

表 4 と図 6 にスコア関数を fgaussian としたときの実験結果

を示す．表 4 はデータ数の少ないデータセット Dsmall での実

験結果であり，図 6は 4. 2. 2節で用いたデータセットDlarge で

の実験結果である．OPT*の前処理の計算コストが非常に高く，

Dlarge では実験が完了しなかったため，データ数の少ないDsmall

を用意した．そのため，Dlarge では OPT*との比較は行ってい

ない．また，TAは非単調なスコア関数に対しては適用できな

いため，比較対象からは除外する．パラメータは特に指定がな

い限り，Dsmall では n = 10000,m = 3, k = 100, dist =unifと

し，Dlarge では n = 2500000,m = 3, k = 100, dist =unif と

する．

初めに Dsmall の結果について述べる．表 4 より，mesh は

OPT*と naive より早く Top-k 検索を処理できていることが

分かる．OPT*は前処理に多大な時間が必要であり，属性数と

データ数にスケールしない．また，OPT*のメモリ使用量は属

性数やデータ数の増加とともに爆発的に増加する．そのため，

条件によっては OPT*の Processing だけの実行時間が naive

の総実行時間より長くなる．また，属性数が 2以外の条件にお

いては，仮にOPT*の Preprocessingが行われていたとしても，

meshは OPT*より優れた性能を示した．

続いてDlarge の結果について述べる．図 6に様々な条件での

実験結果を示しているが，meshが示す傾向は 4. 2. 2節と変わ

らない．スコア関数が Cmix より単純な fgaussian に変更されて

いる分，Scoringにかかる時間が短くなり，naiveの実行時間が

短縮されている．

表 5にデータ数を変化させたときの各手法のスコアリングさ

れたデータ数とメモリ使用量を示す．meshでスコアリングさ

れたデータ数は，スコア関数が単調なときの結果と同等であり，

非単調なスコア関数においても meshが有効であることが分か

る．meshのメモリ使用量は naiveと同程度であった．

5. 結 論

本稿では検索対象データに関するインデックスを事前に作成

できない状況において，任意のスコア関数に適用可能な Top-k

検索を高速に処理するアルゴリズムであるメッシュ分割法を提

案した．実験では，データの属性数やデータ数，データの分布，

取得数，スコア関数の種類の組み合わせを変え，様々な条件に

提案手法を適用し評価した．メッシュ分割法の実行時間はすべ

ての条件において比較手法より良い結果を示した．

今後の課題は 2点ある．1つ目はデータのメッシュ配置の並

列化である．本稿の実験結果によると，メッシュ配置の時間は

メッシュの分割回数の増加とともに増加するが，このステップ

は並列化が容易であるため，実行時間を短縮できる．2つ目の

課題はより良いメッシュ分割方法の提案である．本稿ではメッ

シュ分割方法として等分割法を提案したが，データの分布に

よっては性能が落ちる．例えば，あるメッシュに全データが入

る分布を考えたとき，これは全探索と同様の処理になり，効率

が悪い．そのため，データの分布を考慮したメッシュ分割方法

を考える必要がある．
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(d) 取得数 k の変化

図 6 Dlarge での比較 (非単調なスコア関数)

表 5 データ数 n の変化 (非単調なスコア関数)

手法 n = 500000 n = 1000000 n = 1500000 n = 2000000 n = 2500000

scored data mesh 6763 13589 20410 27290 34113

メモリ (MB)
mesh 115 216 351 417 625

naive 117 220 332 395 588
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