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本研究の目的: 辞書の圧縮

前提: Static な辞書
構築した辞書はほとんど更新しないことを前提としている．追加や削除
のような更新には辞書の再構築が必要になる．どうしても更新をサポー
トしたいというときは，更新に対応した辞書と併用することで対処できな
いこともない．

目標: Compact な辞書
登録する情報量は減らさず，辞書のサイズを小さくする．あるいは，辞
書のサイズはそのままで，登録できる情報量を増やす．最終的な辞書
のサイズは，キー集合のテキストファイルを gzip で圧縮したくらいにな
る．
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ライブラリ: MARISA – Matching Algorithms with Recursively 
Implemented StorAge
プロジェクト: http://code.google.com/p/marisa-trie/

名前のポイントは Recursively という部分で，辞書が再帰的な構造を
持っている．
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再帰的な構造とは，Trie の表現に Trie を使うという構造のことを指し
ている．そして，この構造こそがMARISA の特徴である．

1st Trie が辞書の核になる存在で，内部の Trie は外側の Trie を構
成する要素になる．
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Trie: ラベル付きの木構造
Prefix/Patricia Trie: Trie の派生

根から葉へラベルをたよりに辿っていくことで，文字列が登録されている
かどうかを調べることができる．ハッシュ表などによる辞書と比べた場
合，Common Prefix Search や Predictive Search が簡単に実現で
きるという利点を持っている．

Prefix Trie は葉にラベルをまとめたもので，Patricia Trie は葉以外
でもラベルをまとめたものである．ラベルをまとめることにより，木構造を
大幅に圧縮することができる．圧縮を目的とする場合，残るはラベルの
圧縮である．
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Prefix/Patricia Trie（以下，Trie）を入れ子にする = Trie のラベルを
Trie に保存する．

構築の手順は，キー集合から Trie を構築して，2 bytes 以上のラベル
から Trie を構築，後は繰り返しとなる．そして，この繰り返し部分が
MARISA のポイントになっている．

※ 1 byte のラベルについては，Trie 間のリンクにかかるコストの方が
大きくなるので各 Trie に持たせる．
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もうひとつ，LOUDS というデータ構造が MARISA のポイントになって
いる．

LOUDS は簡潔データ構造の一種で，木構造をとてもコンパクトに表現
できる．経験的には，LOUDS を使って Trie を構築するだけでもキー
集合を圧縮できることが分かっている．
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例: 2 階層の MARISA

ひとつめの Trie はキー集合から構築する．LOUDS は木構造を表現
する要素で，SB Labels は 1 byte のラベルを指す．2 bytes 以上のラ
ベルについては，次の Trie に保存しているので，次の Trie へのリン
ク情報を持たせる．1 byte のラベルを各 Trie に持たせる理由は，リン
ク情報の保存に必要な領域が大きいからである．

ふたつめの Trie はラベルの集合から構築する．どのメンバも同様の役
割を果たすものの，リンク情報は文字列として保存されているラベルの
位置となる．

ここまでがコンセプトの話であり，アイデアはそれほど難しくない．
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性能が出るように実装するとなると，大小のポイントがあって苦労する．以
下，大きめのポイントについて説明する．

LOUDS の索引
LOUDS は内部で索引を必要とするデータ構造で，その索引としては高速な
ものが望ましい．理由は，辞書全体に占める割合が小さい一方で，検索時間
に対する影響が大きいからである．

LOUDS の深さ優先探索
探索履歴を上手く使いまわしてやらないと速度が出ない．

分岐の並び
分岐から辿るべき枝を選ぶとき，線形探索するようになっている．そのため，
出現確率の高いラベルを持つ枝を前方に配置した方が効率的になる．

MB Labels の重複
ラベルには重複がたくさんあるので，それらをまとめてやると効率が良くなる．
サイズを小さくできるのはもちろん，キャッシュミスを減らすという効果もあり，
一石二鳥である．
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実験設定: データとライブラリ

データ: 英語版Wikipedia タイトル一覧
テキストの状態で約 136 MB とそれなりに大きい．

ライブラリ: 4 種類，パラメータ込みで 8 種類

Darts-clone: ダブル配列
Dartsのクローンにあたるライブラリで，辞書のサイズは Darts の約
半分になる．DAWG にすると，各文字列に固有の ID を与えることが
できないものの，辞書のサイズをさらに小さくできる．

tx-trie: LOUDS による Trie
ux-trie: LOUDS による Prefix Trie を 2 階層にしたもの

marisa-trie: 新たに実装したもの
任意個の Patricia Trie からなる辞書を構築できる．パラメータは Trie 
の個数と対応していて，値を大きくするほど，辞書は小さく，検索は遅く
なる．
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サイズに関する実験結果

一番上（RAW）がキー集合のサイズで，他は辞書のサイズになってい
る．

ダブル配列については，Trie として構築した辞書（DT）は元のデータよ
り大きくなっている．DAWG として構築した場合（DD），元のデータより
小さくなっているものの，ID などに関する制限が発生する．

LOUDS を使うと（Tx）ダブル配列より小さくなり，Prefix Trie の 2 段
構成にすると（Ux）一気に小さくなる．Patricia Trie に切り替えて階層
を増やすと（M1-10）さらに小さくなり，最終的には gzipで圧縮した程度
のサイズになっている．
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検索時間に関する実験結果

検索時間に In Order と Random Order があるのは，用途によって
大きな差が出るためである．
In Order: 登録した文字列を整列して順に検索
Random Order: 登録した文字列をランダム順に検索
ランダム順に検索した場合，キャッシュミスなどの影響で検索はとても遅
くなる．

やはり時間と空間のトレードオフがあり，ダブル配列と比べると，他の実
装による検索時間は見劣りする．tx, ux より marisa の方が速くなって
いる理由としては，Patricia にしたことで文字列化される部分が増えた
ことのほか，実装のポイントで紹介した内容などが加わった結果であ
る．

ダブル配列とMARISA を比べると，DD と M10 の場合，In Order で
13倍という差があるものの，Random Order では DT と M10 で 4 倍
弱という差になっている．空間効率の面で大きなアドバンテージを持っ
ていることを考えると，概ねバランスが取れている．
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Trie 辞書の検索機能

Lookup: 完全一致検索（Exact Match Search）
与えられた文字列が辞書に登録されているかどうかを確認し，登録されてい
れば ID を返す．あらゆる辞書でサポートされる機能である．

Find: 前方一致検索（Common Prefix Search）
与えられた文字列の前方部分列の集合から，辞書に登録されているものを
列挙する．Trie の特徴になっている機能のひとつであり，キーワード抽出や
形態素解析などに利用できる．

Predict: 補完検索（Predictive Search）
辞書の元になっているキー集合から，与えられた文字列で始まるキーを列挙
する．Trie の特徴になっているもうひとつの機能であり，言語モデルや入力
補完などに利用できる．実のところ，ダブル配列はこの操作が苦手で，高速
化するには補助データ構造が必要になる．一方，MARISA では，深さ優先・
幅優先ともに問題なく実現できる．文字列を復元したいときは深さ優先の方
が効率的で，ID だけが欲しいという状況では幅優先の方が効率的になる．
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例: キーワード検出

キーワードを登録した辞書を使えば，テキストに現れるキーワードをそ
れなりの速度で検出できる．形態素解析などの検出速度を重視する場
面ではダブル配列がおすすめになる．検出速度より語彙数や辞書のサ
イズを優先するときは MARISA も使える．
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例: 入力補完

補完検索は，入力補完という分かりやすい例がある．通常は入力インタ
フェースがボトルネックになるため，補完にかかるコストは隠蔽される．
一方，辞書の圧縮は語彙数の増加につながるため，MARISAの使い
勝手は良いと考えられる．
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例: 少し複雑な構造を持つ Key Value Store

基本的には，Key と Value を分割して持ち，ID などにより連結する．
難点としては，Key と Value を分けて格納したり，それらを関連付けた
りすることのコストや煩雑さが挙げられる．

Trie を使う場合，見出しと品詞情報を CSV 形式でつなげて格納してお
き，predict(“大根, ”) という検索で品詞情報を取り出すことができる．
また，@ は大分類，# は中分類というように，区切りに意味を持たせれ
ば，必要な品詞情報だけを取り出すこともできる．
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区切りに意味を持たせるという考え方は，共起関係や上位・下位関係な
どを保存するのにも使える．たとえば，共起関係に x，上位・下位関係
に不等号という具合に区切りを割り当てておけば，共起語のみを取り出
すという使い方もできるし，関連語を片端から列挙するという使い方もで
きる．
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前提: Static な辞書
目的: Compact な辞書
方法: Patricia Trie
アイデア: 入れ子
内部データ構造: LOUDS

応用されると嬉しい．
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