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RIA	  overview	  [Buckley+04,	  Harman+04]	

•  NIST主催の6週間の「夏合宿」、2003年、invita6on-‐only	  
•  12のIR研究機関から28名がシステムを持ち寄り参加	  
•  目的:	  IRシステムの有効性はトピック(検索課題)によって大

きく異なる。個々のシステムが個別に失敗分析を行っても、
システム依存の結果しか得られない。システムを持ち寄っ
て、システム非依存の技術課題を洗い出そう!	  	  

•  データ:	  過去のTRECのトピック45件および適合性判定結果
(qrels)。システム出力(runs)のみ新たに作成。	  

•  BoVom-‐up	  track:	  検索結果の人手による失敗分析	  
•  Top-‐down	  track:	  システム間の途中結果共有による擬似適

合フィードバックの有効性評価	  
	  



RIA	  failure	  analysis	  categorisa6on	  
[Buckley+04,	  pp.10-‐12]	

1.  全体的に成功:	  検索システムはうまくいっている (1)	
2.  一般的な技術誤り:	  ステミング、トークン化 (2)	  
3.  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの必須語を外し

ている (7)	
4.  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの観点を外して

いる (14)	
5.  システムはどちらか一方の観点だけを強調しているが、両方必要 

(5)	  
6.  システムは不適切な観点を強調し、トピックの核心は外している (2)	  
7. 一般語に対する外部拡張が必要 (4)	  
8.  QAクエリ解析と関係性が必要 (2)	
9.  システムは人手による支援が必要な難しい観点を外している (7)	
10.  2つの観点間の近接関係が必要 (1)	

Categorisa6on	  done	  
by	  one	  person	
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利用可能なデータ	

タスク	 対象文書	 システム出力	

NTCIR-‐3-‐6	  言語横断検索	 新聞	 ◯(NTCIR-‐3,	  5,	  6)	

NTCIR-‐9,	  10	  INTENT	 Web	 ◯	

NTCIR-‐1,	  2	  論文検索	 論文概要	

NTCIR-‐9	  音声検索	 音声認識結果	 ◯	

NTCIR-‐4,	  5,	  6	  特許検索	 特許	 ◯	

NTCIR-‐11	  レシピ検索	 料理レシピ	 ◯	

NTCIR-‐4,	  5,	  6	  Web検索	 Web	 ◯(NTCIR-‐5)	



分析に用いたテストコレクションの概要	

•  NTCIR-‐5	  Web検索タスク	
トップシステム(TNT-‐3)	  [Fujii	  2005]	
BM25を採用。本文の他にアンカー文字列も利用。翻字技術。この
チームは、PageRankを使った場合についても結果を提出しているが、
本タスクでは、PageRankを使うとかえって検索精度が低下していた。	
	
•  NTCIR-‐6	  CLIRタスク	
トップシステム	  (TSB-‐J-‐J-‐D-‐02)	  [Sakai	  2007]	
BM25を採用。擬似適合性フィードバックも利用。	

NTCIR-‐5	  Web	 NTCIR-‐6	  CLIR	  (日)	

トピック(クエリ)数	 269	 50	

検索対象文書数	 約1億ページ
(1.36TB)	

858,400件(毎日/読
売	  2000-‐2001)	

評価尺度	 DCG	  &	  WRR	 MAP他	



分析手法	

•  各システムが出力した結果のうちWeb、CLIR
から各10トピック、上位10件の計200事例をエ
ラー分析の対象とした。	

•  ただし、上位10件の中にS、A判定の正解文書
が含まれていないトピックに限定して分析して
いる。	

	



分析結果	
(RIA-‐2)	  一般的な技術誤り:	  ステミング、トークン化	  
(RIA-‐3)システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの必須語を外
している	

(RIA-‐4)システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの観点を外し
ている	

(RIA-‐5)システムはどちらか一方の観点だけを強調しているが、両方必
要	  
(RIA-‐6)システムは不適切な観点を強調し、トピックの核心は外している	  
(RIA-‐7)一般語に対する外部拡張が必要	  
(RIA-‐8)	  QAクエリ解析と関係性が必要	

(RIA-‐9)システムは人手による支援が必要な難しい観点を外している	

(RIA-‐10)	  2つの観点間の近接関係が必要	  
(NextNLP-‐1)	  不適切なクエリ	  
(NextNLP-‐2)	  否定表現	



RIA	  failure	  analysis	  categorisa6on	  
[Buckley+04,	  pp.10-‐12]	

1.  全体的に成功:	  検索システムはうまくいっている (1)	
2.  一般的な技術誤り:	  ステミング、トークン化 (2)	  
3.  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの必須語を外し
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4.  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの観点を外して

いる (14)	
5.  システムはどちらか一方の観点だけを強調しているが、両方必要 

(5)	  
6.  システムは不適切な観点を強調し、トピックの核心は外している (2)	  
7. 一般語に対する外部拡張が必要 (4)	  
8.  QAクエリ解析と関係性が必要 (2)	
9.  システムは人手による支援が必要な難しい観点を外している (7)	
10.  2つの観点間の近接関係が必要 (1)	

Categorisa6on	  done	  
by	  one	  person	



(RIA-‐2)	  一般的な技術誤り:	  ステミング、
トークン化 	

索引語の言語単位をどうするか(単語 or	  複合語)に関す
るもの	  
	  
「2ちゃんねるのサイトを探したい」(Web-‐1004)というトピッ
クにおいて、「電波２ちゃんねる」という２ちゃんねる検索
サイト(文書番号:0156422_0000001)が誤って検索。	  
	  
「鳥取県の21世紀梨 を知りたい。鳥取県農協の公式サイ
トを適合とする。」(Web-‐1003)というトピックにおいて、「鳥
取県が『二十世紀梨記念館』開設へ」というニュース記事
(文書番号:	  0238963_0002136)が検索。	



(RIA-‐3)	  システムはひとつの観点だけを強
調し、もうひとつの必須語を外している 

	
オリジナル	  
Sample	  Topic	  422:	  What	  incidents	  have	  there	  
been	  of	  stolen	  or	  forged	  art?	
「stolen	  or	  forged	  art(盗難または偽造された美
術品)」について、「art(美術品)」という言葉が強
調されていれば検索精度が向上した。	

	



(RIA-‐3)	  システムはひとつの観点だけを強
調し、もうひとつの必須語を外している 

	
ANA（全日空）のオンラインチケットサービスサ
イトを探すトピック(Web-‐1006)で、オンラインチ
ケット予約のサイトだがANAのオンラインチケッ
ト予約ではないものを誤って検索。	  
	  
「環境ホルモンによって引き起こされる病気や
脅威に関する文書」(CLIR-‐14)というタスクで環境
ホルモンの水質調査に関する記事が誤って検
索。	



(RIA-‐4)	  システムはひとつの観点だけを強
調し、もうひとつの観点を外している 

	
「EAGLESというロックバンドの公式サイト」を検索す
るトピック(Web-‐1012)で、上智大学アメリカン・フット
ボール部EAGLESが誤って検索された。正解文書に
は「ロックバンド」や「ロック」という語は含まれてい
ないが、「ミュージック」「視聴」「邦楽」「アーティス
ト」「曲名」などの音楽関連の用語が拡張語として
得られれば、検索できる。	  
	  
固有名は、検索するまで曖昧性があるかどうかわ
からない。	



(RIA-‐5)	  システムはどちらか一方の観
点だけを強調しているが、両方必要	

オリジナル	  
•  Sample	  Topic	  363	  What	  disasters	  have	  occurred	  
in	  tunnels	  used	  for	  transporta;on?	

•  「disasters(災害)」または「tunnel(トンネル)」のど
ちらかではなく、両方が検索時に必要。	

	  
「ExCiteの英和辞典を使いたい。」という課題
(Web-‐1013)で、Exciteの他のサービス(Woman	  
exciteやExcite	  blog)が検索されたり、Excite以外の
英和辞典サイトが検索されたりする事例があった。
「Excite」と「英和辞典」の両方が必要。	
	



(RIA-‐6)	  システムは不適切な観点を強
調し、トピックの核心は外している	

オリジナル	  
Sample	  Topic	  347	  The	  spo>ed	  owl	  episode	  in	  
America	  highlighted	  U.S.	  efforts	  to	  prevent	  the	  
ex;nc;on	  of	  wildlife	  species.	  What	  is	  not	  well	  
known	  is	  the	  effort	  of	  other	  countries	  to	  prevent	  the	  
demise	  of	  species	  na;ve	  to	  their	  countries.	  What	  
other	  countries	  have	  begun	  efforts	  to	  prevent	  such	  
declines?	
検索システムが「spoVed	  owl(ニシアメリカフクロ
ウ)」と「U.S.	  efforts(米国の試み)」という重要でない
語を強調してしまっている。	
	
	



(RIA-‐6)	  システムは不適切な観点を強
調し、トピックの核心は外している	

「ロックバンドEAGLESの公式(official)サイト」を探
す課題(Web-‐1012)で、「公式」や「official」を含
んでいるがEAGLESを含んでいない文書が検索
されている事例があった。	

	

	



(RIA-‐7)	  一般語に対する外部拡張が必要	

「ティーンエージャーの社会問題を扱った記事」
を探すトピック(CLIR-‐18)で、「ティーンエー
ジャー」が13歳から19歳の若者を指すという知
識が必要。	  
システムが検索した文書は、ある人物の引きこ
もりに関するものであるが、その人物の年齢が
21歳であるため、非適合文書。	

トピック中にもティーンエージャーの説明はある
が、11歳から19歳と説明自体が誤っている。	



(RIA-‐8)	  QAクエリ解析と関係性が必要	

いわゆるファクトイド型質問応答のように、「いくら」
や「どのくらい」などを問うトピック 	  
	  
Sample	  Topic	  414	  How	  much	  sugar	  does	  Cuba	  export	  
and	  which	  countries	  import	  it?	  	  
質問語と数量表現の関係に関する概念が必要。	

	  
エイズ感染者数の増減について知りたい(CLIR-‐036)	  	



(RIA-‐9)	  システムは人手による支援が
必要な難しい観点を外している	

「違法盗聴によるプライバシーの侵害、特に国
家レベルではなく個人レベルのプライバシー」を
扱っている文書を探す課題(CLIR-‐24)で、エシュ
ロンに関する記事を検索。エシュロンが国家レ
ベルのプライバシーを扱ったものであるという
判断は容易でない。	

	



(RIA-‐10)	  2つの観点間の近接関係が
必要	

「ヒトES細胞の紹介記事」(CLIR-‐3)を探すタスクで
サルのES細胞に関する記事が誤って検索され
た事例があった。ただし、この事例中にはヒトES
細胞に関する記述も一部あるため、非適合文
書であるとシステムが判断するのはかなり難し
い。	



(NextNLP-‐1)	  不適切なクエリ	

ユーザが入力するクエリが不正確であったり、
一般的な表現を用いなかったりした場合に、正
解文書ができない。例えば、「鳥取県の21世紀
梨を知りたい。」(Web-‐1003)や、「FP(ファイナン
シャル・プランニング)資格試験の情報のペー
ジ」(Web-‐1014)などが該当する。「FP資格」は、
一般的には「CFP資格」と表現されることが多い。	



(NextNLP-‐2)	  否定表現	

「西暦2000年問題による故障(バグ)に対処する
方法や管理に関連する諸産業における問題」
(CLIR-‐20)について述べた記事を探すタスクで、
特定の地域で問題が発生しなかったという記事
が誤って数多く検索された。これは「異常なし」
の「なし」といった否定表現を考慮していないた
め。	



考察	

誤りカテゴリについて	  
分析した誤り事例数は十分ではないものの、そ
の多くはRIAで提案されたカテゴリに分類できる
ことが分かった。 ただし、誤り事例をどのカテゴ
リに分類するべきか、解釈によって変わる。	  



(RIA-‐3)	  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの必須語を外している	  
•  Sample	  Topic	  422:	  What	  incidents	  have	  there	  been	  of	  stolen	  or	  forged	  art?	  「stolen	  

or	  forged	  art	  (盗難または偽造された美術品)」について、「art	  (美術品)」という言
葉が強調されていれば検索精度が向上した。	

	
•  ANA（全日空）のオンラインチケットサービスサイトを探すトピック(Web-‐1006)で、

オンラインチケット予約のサイトだがANAのオンラインチケット予約ではないもの
が誤って検索されている。 	  

	  	  	  	  	  	  …..もしかしてRIA-‐5?	  RIA-‐10?	  
	  
(RIA-‐5)	  システムはどちらか一方の観点だけを強調しているが、両方必要	
•  Sample	  Topic	  363	  What	  disasters	  have	  occurred	  in	  tunnels	  used	  for	  transporta;on?	
•  「disasters(災害)」または「tunnel(トンネル)」のどちらかではなく、両方が検索時に

必要。	  
	  
(RIA-‐10)	  2つの観点間の近接関係が必要 	
	  
	
	



考察	

検索誤りの改善方法について	
各カテゴリに分類した事例に対処するにはどのような技術を用いれ
ば良いか？については、今後検討しなければならない点が多い。 	  
	  
(RIA-‐4)	  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの観点を外
している	  
「EAGLESというロックバンドの公式サイト」を検索するトピック
(Web-‐1012)で、上智大学アメリカン・フットボール部EAGLESが誤って
検索された。正解文書には「ロックバンド」や「ロック」という語は含ま
れていないが、「ミュージック」「視聴」「邦楽」「アーティスト」「曲名」な
どの音楽関連の用語が拡張語として得られれば、検索できる	  
	  
どのような条件で、どのように、またどの程度検索語を拡張するか？	  



考察	

「EAGLESというロックバンドの例と関連して…	  
	  
「LaTeXの奥村先生について知りたい」(Web-‐1025)というトピッ
クの場合、LaTeXの解説文書が検索されたり、LaTeXとは関係
のない同姓の人物について言及した文書が検索されたりし
た。奥村先生という人名には曖昧性があり、LaTeXという語が、
どの奥村先生であるのかを限定している。これは、EAGLESと
ロックバンドの関係と同じ。しかし、EAGLESの例と同様に、
LaTeXの拡張語を用いても、さらにTeX関連の解説文書が検
索されてしまうのは容易に推測できる。 	  
	  
誤り事例をカテゴリ分類しても、その解決方法がわからない
場合もある。	



考察	

•  RIAの誤りカテゴリは、システム改善の手段と
して、query	  expansionとクエリ中の単語の重
みを変えることを想定しているように見える。	  

(RIA-‐3	  )システムはひとつの観点だけを強調し、
もうひとつの必須語を外している (7)	
	



RIAの誤りカテゴリは、システム改善の手段として、query	  
expansionとクエリ中の単語の重みを変えることを想定し
ているように見える。	  

1.  全体的に成功:	  検索システムはうまくいっている (1)	
2.  一般的な技術誤り:	  ステミング、トークン化 (2)	  
3.  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの必須語を外し

ている (7)	
4.  システムはひとつの観点だけを強調し、もうひとつの観点を外して

いる (14)	
5.  システムはどちらか一方の観点だけを強調しているが、両方必要 

(5)	  
6.  システムは不適切な観点を強調し、トピックの核心は外している (2)	  
7. 一般語に対する外部拡張が必要 (4)	  
8.  QAクエリ解析と関係性が必要 (2)	
9.  システムは人手による支援が必要な難しい観点を外している (7)	
10.  2つの観点間の近接関係が必要 (1)	



情報検索の基本モデル [徳永1999]	

文書	 内部表現	

ユーザの	
情報要求	

検索質問	 内部表現	

解釈	 索引付け	 比較	

現実世界	
の情報	



結論	

NTCIR-‐5	  Web検索タスクおよびNTCIR-‐6	  CLIRタス
クのトップシステムの出力結果を用い、エラー
分析を行った。分析の結果、10年前に実施され
たRIAワークショップで提案されたカテゴリの多く
が確認されたが、新たな現象として多義語の問
題と否定表現の問題も見つかった。 	



今後の課題	

•  Web検索に関しては最近行われたINTENTタ
スクとNTCIR-‐3〜5のWeb検索タスクとの違い、
新聞記事検索に関しては4回にわたって行わ
れたCLIRタスクの結果の比較を予定 	  

•  単純なBoWではうまく処理できない事例(否定
表現/係り受け)の収集。語と語の関係	


