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あらまし 近年，データ収集・整理・処理等のデータを中心としたクラウドソーシングが広く行われている．本論文

では，このようなデータ中心型のクラウドソーシングにおいて幅広い応用を持つ, 基礎的かつ重要な演算である「網羅

演算」を提案し，これを効率的に処理する仕組みについて議論する．本論文で提案する網羅演算とは，「ある条件を満

たす全ての項目を集めること」を指す．網羅演算を効率的に行う一つの手法は，網羅の範囲を複数のグループに分割

することである．しかし，一般的に網羅の範囲の分割には，その網羅対象に関する固有の知識が必要であるが，網羅

の依頼者が適切な知識を持っているとは限らない．したがって，本論文では，網羅対象の入力だけでなく，この網羅

範囲の分割自体もクラウドソーシングによって行う網羅演算の処理手法も提案する．

キーワード クラウドソーシング

1. は じ め に

近年，Web 上のクラウドソーシングによるデータ収集・整

理・処理等が広く行われている．本論文では，クラウドソーシ

ングによるデータ指向処理 (Crowd-sourced data processing)

の重要な演算として「網羅演算」を提案し，その処理を効率的

に行うための仕組みについて議論する．

クラウドソーシングによるデータ指向処理の実現においては，

網羅は広い応用を持つ重要な演算である．例えば，Wikipedia

などの辞典作成や食べログ [1]などのレビュー作成，地域にお

けるハザードマップの作成など多くのアプリケーションにおい

て網羅は重要な演算である．しかし，我々の知る限り，網羅を

重要な演算としてその処理を明示的に論じた研究は存在しない．

通常，Web を通じて網羅を行うためには，図 1 のようなイ

ンタフェースを用いてデータを集める事が考えられる．すなわ

ち，現在集まっている情報を見ながら，ユーザは新たな情報を

追加していく．

この手法の欠点は，一覧の全体を見るしかないので，どこま

で網羅されているのか，がわからないなど，必ずしも網羅に関

して効率の良いインタフェースにはなっていないということで

ある．

網羅を効率化するためには，分類によって問題を分割統治す

ることが有効な手がかりとしてはたらくことが考えられる．例

えば，つくば市のレストランを網羅するには，つくば市を地域

に細分化し，その地域ごとに網羅を行うという効率化が有効で

ある．しかし，どのように分類を行うかは集めるデータの種類

に依存している．

本論文では，データの収集をクラウドソーシングするだけで

なく，どのように網羅の問題を分割するかもクラウドソーシン

グし，人の知を利用することによって網羅を効率化するという

図 1 網羅を行うための単純な入力フォーム

アプローチを提案する．

本論文の構成は次の通りである．2節では関連研究について

述べる．3節では，網羅演算の議論に利用する言語である，人

と計算機による統合データ処理のためのプログラミング言語

CyLog [2] [3] の概要を説明する．4節では，提案する網羅演算

の処理手法について説明する．5節では予備的な実験をについ

て説明する．6節はまとめと今後の課題である．

2. 関連研究

クラウドソーシングにおけるデータ処理においては，しばし

ば選択，結合，ソートなどのデータベース演算の処理が行われ

ることが知られており，これらの演算についての議論が行われ

てきた [4] [5] [6] [7]．例えば，人手による結合演算処理の例とし

ては，2つの写真集合の中で同一人物が写っている写真の組を

見つける問題がある．このように，選択，ソート，結合の効率

化については提案されているが，我々の知る限り，網羅を重要



な演算としてその処理を明示的に論じた研究は存在しない．

3. プログラミング言語CyLog

本論文では，網羅演算を議論するためにプログラミング言語

CyLogを用いる．CyLogは，Datalog [8]に似た表記法を利用

し，人と計算機の処理をシームレスに記述することが可能なプ

ログラミング言語である．CyLogのコードは，文 (事実もしく

はルール)の集まりとして記述される．CyLogによるデータ処

理のルールの例を次に示す．

Keyword(i, w)/open

<- Image(i, size, type:"photo"), Large(size);

上のルールは，計算機に格納されている画像 iのうち，種類

が “photo”であって，かつ i のサイズが一定以上であるとき，

その画像のキーワードを人に依頼する事を表している．ここで，

Image は画像データ集合 (サイズと画像の種類の情報を持つ)を

表す述語，Largeはサイズが一定以上である時に真となる述語

である．

CyLogでは，Image(i, size, type:"photo")や Large

(size) 等を原子式 (Atom) と呼ぶ．特に，CyLog では/open

が付く式をオープン原子式 (Open Atom) と呼び，非束縛変

数の値が人から入力されることを表す．例えば，Keyword(i,

w)/openは，iに対するキーワード wが人によって入力される

ことを表す．

<-を用いて記述したルールはボトムアップに評価される．ルー

ル右辺の各式は左から順に評価され，各原子式にマッチするタ

プルが列挙される．続いて，その組み合わせごとに左辺が評価

される．

CyLogでは，タプルの集合を表す集合変数を利用できる．次

はその利用例であり，写真の一覧に対してタイトルを付けるプ

ログラムである．

Title(r, w)/open <- Image(i, type:"photo"):r

ここで，原子式の末尾のコロンの後にある rが集合変数の例

である．これは，原子式が表す条件を満たすタプルの集合全体

に束縛される．この例では，画像の種類が写真であるような画

像の集合が rに束縛される．また，次のプログラムでは，rは

Imageリレーション全体に束縛される．

Title(r, w)/open <- Image:r

Datalogと異なり，CyLogのリレーションの評価においては

暗黙の閉世界仮説を採らず，明示的に指定する必要がある．そ

の目的のために，リレーションの状態を導入する．閉世界仮説

を採用する場合には closedという状態となる．リレーションが

closedの状態の時，そのリレーションは情報を網羅していると

解釈する．リレーションの状態は，プログラム中では，“リレー

ション名:@状態”と記述する．例えば，TsukubaRestaurantと

いうリレーションが，つくばのレストランを網羅しているとき，

次のように記述する．

TsukubaRestaurant:@closed;

また，上記の網羅の判定を人が行う場合は次のようになる．

TsukubaRestaurant:@closed/open;

CyLog の右辺では，forall 節を指定する事が可能である．

例えば，全ての画像のサイズが小さい時に，その画像集合に

“small” というメタデータを付けるプログラムは次のように

なる．

Metadata(iset, label:"small")

<- Image:iset, forall Image(i,size) (Small(size));

つまり，forall に続く，原子式で選択されるタプル集合がそ

れに続く括弧の原子式を真にするときに限り，forallの式は真

となる．

4. 網羅演算と提案手法

本節では本論文で提案する網羅手法について説明する．まず，

網羅演算について説明し，次に提案する網羅演算の処理手法，

その処理手法のためのインタフェースを説明する．なお，次の

項目については，網羅演算のそのものの議論とは独立している

ため，最初は考慮せず，4.4節で議論する．

（ 1） ユーザをどのように募集し，継続的な参加をしてもら

うのか．

（ 2） 入力されたデータの正しさをどのように保証するのか．

（ 3） 重複されて入力されるデータをどのように除去する

のか．

4. 1 網羅演算

本論文で目的とする網羅とは「ある条件を満たす全ての項目

の集合 V を作成すること」である．ここで，V を「筑波大学の

研究トピックの集合」とし，リレーション Topicで網羅する場

合，網羅のための CyLogプログラムでは次のように表せる．

1. Topic(t)/open;

2. Topic:@closed/open;

第 1の文は筑波大学の研究トピックに関して入力を行い，第

2の文は，網羅が完了した事の判断 (網羅確認)を行う．図 1の

インターフェースにおいては，第 1の文はフォーム (1)に対応

し，第 2の文はフォーム (2)に対応する．

このプログラムには網羅という観点からは 2つの問題がある．

(1) 第 1のルールにおいて，どのトピックが足りないかの判断

が難しいため，入力するトピックを決めるのが困難である．(2)

第 2のルールにおいて，筑波大学の研究トピックの集合 Topic

に対して網羅が完了したかどうかの判断をしなければならない

が，そのサイズは大きかったり，漏れがないのかがわかりにく

かったりするため，その判断は困難である．

一般に，R0 を網羅対象となるリレーションを表す原子式と

する．この時，R0 を求める網羅演算を演算子 COV ERを用い

て，COV ERR0 と表現し，次のように定義する．

［定義 1］ 網羅演算 COV ERR0 は次のプログラムで表現され

る演算である．



図 2 提案手法のイメージ

1. R0/open;

2. R0:@closed/open;
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4. 2 提案手法の概要

本論文で提案するアイデアは，網羅演算の分割統治である．

具体的には，網羅の範囲を複数の同値類に分割することで小さ

な粒度の問題にする．分割によって人が注目する範囲を限定す

ることで網羅の遂行が容易になると期待される．

このため何らかの分割基準が必要となる．例えば，筑波大学

の組織構造に着目した場合「研究科」を分割基準にした分割が

可能となる．研究科を表すリレーションを Facultyとすると，

網羅演算は次のように展開できる．

1. Faculty(fname)/open;

2. Faculty:@closed/open;

3. Topic(t, fname)/open

<- Faculty(fname);

4. Faculty(fname, r, completed)/open

<- Faculty(fname),Topic(fname):r;

5. Topic:@closed

<- Faculty@closed,

forall Faculty(fname)

(Faculty(fname, completed:true));

第 1 と第 2 のルールは，4.1 節の網羅演算と全く同じ形で，

筑波大学の研究科を網羅するためのものである (図 2(1))．

続く第 3と第 4のルールでは，4.1節の網羅演算と本質的に

は同じであるが，各研究科毎の研究トピックの網羅に問題が分

割されている (図 2(2)). ここで，第 3 のルールでは，右辺の

条件を満たすトピックの網羅を行い，第 4 のルールにおける

Faculty の属性 completed は，fname で表された研究科のト

ピックが網羅されているかどうかを表す真偽値を持つ．

さらに，第 5のルールによって，研究科の網羅と，それぞれ

の研究科におけるトピックの網羅 (すなわち，図 2(3)の矢印の

指す全てのノードの子ノードが網羅されているか)が確認され

ると，筑波大学全体での研究トピックの網羅が行われたことに

なる.

図 3 筑波大学の研究の階層構造

この例を一般化し，網羅演算 COV ERR の展開 (Expan-

sion)を次のように定義する．

［定義 2］ 網羅演算 COV ERR0 が与えられたとする．また，

R1 をリレーション R0 のタプルを同値類に分割するための述

語とする．この時，次のプログラムを COV ERR0 の R1 によ

る展開と呼ぶ．ただし，completedはタプルの真偽を入れるた

めの変数であり，a0 は個々の同値類を表現する変数である．

rule 1:R1/open;

rule 2:R1@closed/open;

rule 3:R0/open <- R1;

rule 4:R1(ai, r, completed)/open <- R1,Ri(a0) : r;

rule 5:R0:@closed

<- R1@closed, forall R1 (R1(completed:true));
2

網羅演算は，再帰的に多段階に展開することが可能である．

例えば，上の例は一段の展開であったが，研究科をさらに専攻

に分割し，階層構造にする事ができる (図 3)．このように，多

段階に展開して小さな同値類に分割することによって，網羅演

算を確実に行うことが容易になると考えられる．

一般に，n段の展開は次のようになる．

rule 1:Rn/open;

rule 2:Rn@closed/open;

For 0 <= i < n,

rule 3i:Ri/open <- Ri+1;

rule 4i:Ri+1(ai, . . . , a0, r, completed)/open

<- Ri+1, Ri(ai), . . . , R0(a0) : r;

rule 5i:Ri:@closed

<- Ri+1@closed, forall Ri+1 (Ri+1(completed:true));

以上のように，網羅演算の展開によって，網羅の範囲を複数

の同値類に分割することができる．ただし，網羅演算の展開を

行うためには対象データをどのような基準で分割すべきかとい

うドメイン固有の知識が必要である．しかし，対象領域につい

ての一般知識 (ドメイン固有知識）は，必ずしも問合せを書く

人が全て事前に把握しているとは限らない．

また，一般的な分割方法が存在していたとしても，データの

偏りによって，そのまま適用可能かどうかは，データの内容を



図 4 (FA) Ri の要素となるデータの入力フォームの例

理解していなければできない．

そこで，本論文では，同値類への分割もクラウドソーシング

する手法を提案する．これにより，ドメイン固有知識を持って

いない状況であっても，ドメイン固有知識を持つ人や適用対象

の個別の事例に知見を持つ人の力を借り，分割統治処理を網羅

演算を適用することが可能であると考えられる

網羅確認率．本提案手法の重要な特徴の一つは，展開によって

構築された階層階層構造を表す木の非葉ノード毎に網羅確認を

行うため，網羅の過程において，どの部分に関して網羅が完了

したかを把握しながら進めることが可能である事である．網羅

プロセス中のある時点 tにおける網羅確認率を Nt/N と定義す

る．ここで，Nt は t時点において網羅確認が行われたノード数

であり，N は最終的に構築された階層構造の非葉ノード数であ

る．全ての網羅が確認されたときに，網羅確認率は 1 (もしく

は 100%)となる．

4. 3 分割統治による網羅演算のためのインタフェース

提案手法では，作業を行う人に対して 3種類の入力フォーム

を提示する．

(1) Ri のタプルの入力フォーム FA: これは，網羅対象となる

リレーションRiのタプルを入力するフォームである．作業を行

う人は，このフォームを通じてRiのタプルを入力する．ただし，

入力するタプルは rule 3i: Ri/open <- Ri+1 で指定される条

件を満たす．例えば， 4.2節の例では，Faculty(fname) (ここ

で，fname は “理学研究科”など) を満たす Topic(t, fname)

の網羅を行う．

図 4は，筑波大学の研究トピックの網羅を行う際の FA の例

である．この場合，Ri は「筑波大の研究トピック」，条件は，

研究科が “物理研究科”であることが指定されているので，入力

するタプルは「物理研究科の研究トピック」となる．

(2) Ri のタプルを同値類に分割する入力フォーム FB: これ

は，Ri のタプルを同値類に分割するための述語 Ri+1 とその

属性の例を入手するための入力フォームである．作業を行う人

は，次の手順で Ri+1 に関する情報を入力する．まず，Ri のタ

プル一覧から，同じ同値類に属するタプルを全て選択する．次

に，選択した複数のタプルが属する同値類に分割するための述

語名 Ri+1(例えば Faculty)と，その属性の例 (例えば “理学研

究科”)を入力する．例えば，図 5は筑波大学の研究トピックを

同値類に分割する際の FB の例である．この場合，Ri として

「研究トピック」，Ri+1 は専攻，またその属性値として「D専

図 5 (FB) Ri のタプルを同値類に分割する入力フォームの例

図 6 (FC) Ri の網羅完了を入力するフォームの例

攻」が指定されているので，入力するタプルは「D専攻の研究

トピック」である．

(3) Ri の網羅完了の入力フォーム FC : これは，網羅対象とな

るリレーション Ri のタプル集合がを網羅しているのかどうか

入力するためのフォームである．作業を行う人は，このフォー

ムを通じて，Ri のタプル集合が rule 4i:Ri+1(ai, . . . , a0, r,

completed)/open 　<- Ri+1, Ri(ai), . . . , R0(a0) : r; を満た

しているのか，すなわち網羅できているのかを判断する．

例えば，図 6では Ri のタプル集合として，d研究と e研究

が与えられており，条件は専攻が “D専攻”であることが指定さ

れている．このため，判断する内容は「D専攻の研究は d研究

と e研究で網羅しているのか」ということを判断し，ラジオボ

タンで選択し，入力する．

4. 4 その他の問題

本節では，4節の最初に保留していた 3つの問題について簡

単に説明する．これらの問題はいずれも提案する網羅演算処理

とは独立した問題であるため，本論文では論点とはしない．

(1)貢献者に対するインセンティブ．一般に，クラウドソーシ

ングにおいては，作業を行う貢献者を集めることが重要な問題

である. そのため，作業の対価として少額の金銭やポイントを

与えるなどの方法によってインセンティブを与えるということ

が行われている [9]. 提案する網羅演算処理においても，何らか

のインセンティブを与える仕組みと組み合わせることが必要に

なる．

(2)データの正しさ．計算機とは異なり，人は必ずしも正しい応

答を返すとは限らない．したがって，人により入力されるデー

タは間違っている可能性が常にある．データ品質を高めるため

のるアプローチとしては，管理者や第三者による検査,Amazon



Mechanical Turk [10] では多数決 (Majority Vote), ESP ゲー

ム [11]では同調ゲーム [12]などが用いられている．提案する網

羅演算処理においても，何らかの品質向上の仕組みと組み合わ

せることが必要になる．

(3)同義語などを考慮した重複データの除去．同義語などを考

慮した重複データの除去は自明な問題ではない．提案する網羅

演算処理においては重複データの除去は行わないが，アプリ

ケーションによっては必要な場合がある．その際には，何らか

の仕組みと組み合わせる必要がある．

5. 予備実験

本節では，提案する網羅演算処理手法に関する予備実験につ

いて説明する．まず，網羅演算に関する提案処理に関して仮説

を立て，次に，予備実験の結果に基づき，それらの仮説に関す

る考察を行う．

5. 1 仮 説

本予備実験では，次の仮説の妥当性について検証する．

仮説 1. 分割統治を行わない単純な手法では，最初は一定の

ペースで入力が行われるが，だんだん列挙されているデータ数

が多くなり，入力されていないものを探すのが困難になり，網

羅に近づくにつれて徐々にペースが落ちる．一方，提案手法で

は，最初に上位構造が作られるため，最初の入力ペースは遅い

が，後半になってもペースは落ちない．具体的には，入力され

たデータの網羅の達成率は図 7のようになると予想される．そ

の理由は，入力されたデータが増加するにしたがい，網羅のた

めに入力すべきデータが何かを判断することが困難になってい

くからである．一方，分割統治による手法においては，後半に

なっても，どこが足りないのかが明らかであるため，データ入

力のペースが落ちないと考えられる．ただし，前半部分におい

ては，データ入力そのものよりも同値類への分割のための入力

が優先されるため，単純なフォームよりも入力ペースが劣る．

仮説 2. 最終的には提案手法の方が先に網羅を達成する．

仮説 3. 単純な手法は，提案手法に比べて重複が多い．単純な手

法では，列挙されているデータ数が多く，入力されているデー

タに気づかずにデータを入力してしまい重複が多く起こること

が予想される．一方，提案手法では，同値類に問題が分割され

ているので，一度に列挙されるデータ数が少なく，重複せずに，

ユーザはデータを入力することができると予想される．

図 7 入力されるデータ数の予想

5. 2 実験方法

本実験では，既にクラウドソーシングによるデータ入力者は

決定していると仮定し，あらかじめ 5 人組の 2 つのグループ

A,B を用意し，実験を行った．グループ Aは，単純なフォー

ム (図 1)を用いて網羅を行った．一方，グループ B は，提案

手法を用いて網羅を行った．

網羅対象は，「三重県の公営 (国営・県営・市営・町営を含む)

のプールの一覧」である．データ入力者は，Web検索エンジン

の利用が許される．この網羅対象を選択した理由は，Web上に

この項目だけをまとめて提供しているページが存在せず (簡単

に一覧が手に入らず)，単純には見つからないことが確認できて

いるからである．また，現実のクラウドソーシングの状況をシ

ミュレーションするため，本実験の被験者同士のコミュニケー

ションを許可しない．提案手法を用いて行うグループはインタ

フェースと手法について十分に理解していることとする．なお，

あらかじめ，用意した網羅対象の正解集合の数は 46個である．

5. 3 実験結果

実験の結果，単純なフォームを用いた場合は 69個，提案手

法では 80個のプールが集まった．提案手法では問題の分割の

基準となる同値類のグループとして「所在地」がユーザによっ

て生成された．

入力数の累積. ユーザによる網羅対象の入力の１分毎の累積数

を図 8に示す．このように，単純なフォームを用いた場合と提

案手法のどちらに置いても，正解集合よりも多くのデータが集

まった．

図 8 入力された網羅対象の数の累積

重複数. そのデータの中から入力ミスや重複の数は単純なフォー

ムでは 25個，提案手法では 39個となった (図 9).

図 9 入力間違い・重複の数

分割統治による入力の変遷．図 10に時間による入力の種類の

変遷を示す．実験開始 10分後から分割するための基準である

所在地が入力され始め，15-17分にはプールは 1つも入力され



ず，所在地のみが活発に入力されている．そして，25分ごろに

は所在地の入力がされなくなっていることがわかる．

図 10 入力の種類の変遷

網羅確認率の推移．提案する分割統治手法では，網羅プロセス

中で，利用者による網羅状況の確認が同時に行われることが特

徴である．したがって，4.2節で説明したように，網羅確認率を

計算可能である．網羅確認率の時間的変化を図 11に示す．17

分頃から網羅の確認が始まり，45分で 100%の網羅が確認され

たことがわかる．ただし，実際の網羅率は入力者による 2箇所

の確認ミスにより，網羅が達成していないにもかかわらず網羅

と判断されていた．したがって，網羅確認率と実際の網羅率が

一致しなかった．実際の網羅率は 89.1%であった．

図 11 網羅確認率の変化

5. 4 実験結果に基づく仮説の考察

予備実験での実験は必ずしも仮説の真偽を判定するには不十

分であるが，その結果を検証することによりいくつかの考察が

得られる．

仮説 1に関する考察．単純なフォームでは，実験開始後 40分ご

ろからほとんど入力が行われなくなった．一方，提案手法では

は，同値類のグループの網羅が完了した 20分後からはスムー

ズに入力が行われていることがわかった (図 8)．したがって，

実験結果は仮説 1については矛盾しない．

仮説 2に関する考察．提案手法においては，全ての同値類のグ

ループのそれそれに関して，網羅しているとユーザによって判

断されたため，網羅確認率が 45分の段階で 100%となった．一

方，単純なフォームでは，網羅の確認が困難であるが，47分の

段階で１名のユーザが網羅確認の報告を行った．ただし，彼の

実験後のアンケートにおいては，網羅確認の理由として「十分

多いのでもういいだろうと思った」とのコメントが書かれてお

り，十分に網羅確認が行われたかは若干疑問である．実験結果

は仮説 2に関して矛盾しないと考えられるが，5.3節で述べた

ように，網羅の確認において間違いがあり，実際の提案手法に

おける網羅率は 89.1%であった．また，単純な手法における実

際の網羅率は 95.7%であった．今回の実験における仮定「入力

者は間違いを起こさないとする」を見直した再実験が必要と考

えられる．

仮説 3 に関する考察．図 9 からわかるように，仮説 3 に関し

ては矛盾した結果が得られた．すなわち，単純な入力フォーム

より提案手法のほうが入力間違いと重複が多く発生した．原因

を調査した結果，その主な理由は仕組みそのものの問題ではな

く，実装時に排他制御を行わなかったことと推測される．すな

わち，今回の実装では，同じ問題の分割を複数の人が同時に行

うことができたため，同じ形の部分問題がが複数生成されてし

まった．この問題を解決した上での再実験が必要と考えられる．

6. おわりに

本稿では，データ中心型クラウドソーシングにおいて重要な

操作である網羅を明示的に扱う網羅演算を提案し，そのモデル

化を行った．また，分割統治による網羅演算処理手法を提案し

た．これにより，部分的に網羅されていることが確認しながら

できるなど，網羅対象の全体を網羅することを支援することが

可能である．

さらに，分割統治による網羅演算処理手法を評価するための

予備実験を行った．いくつかの仮説に関する考察を行った結果，

おおむね仮説と矛盾しない結果になっていることが確認された

が，重複数に関する仮説に関しては大きく矛盾する結果が得ら

れた．その大きな要因として，提案手法実装時の排他制御の問

題の可能性が高いことが確認された．

今後の課題としては，予備実験の結果を踏まえた問題の排他

制御や分割統治による処理手法やインタフェースの改善，時間

的規模と人的規模を拡大した実験，他の関連問題 (インセンティ

ブなど)と組み合わせた検証などが挙げられる．
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