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1. は じ め に

全文検索におけるスケーラブルな動的索引構築手法

転置索引は現在の全文検索システムにおいて非常に重要な構成要素である．転置索引では
単語とその単語を含む文書集合との対応付けを行う．この対応付け情報をポスティング（ま

山 田 浩 之†1

遠

山

元

道†2

たはポインタ）と呼び，各ポスティングは文書に単語が出現するかどうかを表現する19) ．ま
た，ブーリアン検索以外の用途では，文書内での単語の出現頻度や出現位置などの付加情報

本論文では，マルチコア CPU などを搭載した高性能サーバにおける転置索引の効
率的な動的構築手法を提案する．近年，文書の追加とほぼ同時に索引構造を検索可能な
状態に保つ動的な構築方法がより一般的となりつつある．しかし，現代の高性能サー
バにおいて，動的な索引構築方法を効率的にスケールさせる方法は確立されていない．
文書分散方式により既存の手法での構築を並列化することで索引構築速度をスケール
させることは可能であるが，索引数の増加やランキング時のマージ処理により，検索
速度が著しく劣化してしまうという問題がある．本論文では，メモリ上で複数の索引
を並列に構築し，ディスクへのマージ処理を協調して行うことにより，検索速度の劣
化を抑えつつ構築速度を向上させる動的な索引構築手法を提案する．実験により，本
手法の有効性を実証し，検索速度の劣化を抑えたまま索引構築速度を大幅に向上させ
ることができることを示す．

を含む場合もある．この転置索引の構築は，静的または動的な方法のいずれかにより行われ
る．静的な方法は，入力データに対して構築処理を行い，それらの処理の完了時に検索可能
となるような構築方法である．一方動的な方法は，検索可能になるまでの待ち時間を少しし
か許容できない場合に用いられ，文書の追加とほぼ同時に索引構造を検索可能に保つ方法で
ある．現在は，動的な方法による索引の構築がより多くの環境で利用されている．
動的な索引の構築において，既存の索引に新たな文書を追加する基本的な方法は，メモリ
上とディスク上の両方に索引を管理することである．新しい文書に対するポスティングは可
能な限りメモリ上に蓄えられ，その後，ディスク上の既存の索引と統合される．この統合操
作は，既存の索引にデータを追加するインプレイスな手法29) と，既存の索引と新しいデー
タをマージして新しい索引を作成するマージベースの手法14) が存在する．近年は，マージ
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In this paper, we propose a scalable online index construction method that
better utilizes modern hardware resources. Recently, inverted index tends to be
dynamically constructed using online indexing approaches to make the index
always be queryable and up to date. However, online index construction in
modern hardware is not widely exploited. It could be possible to apply document partitioning scheme for parallel online index construction, but it degrades
query performance excessively due to the increase in the number of created
indexes and also result-merging process in ranking. In this papar, we propose
a new construction scheme, which constructs multiple in-memory indexes parallely and merges them to disk cooperatively, that makes online indexing scalable
without query performance degradation. Using experiments on 22 million web
document collection, we demonstrate the eﬃciency of our method in practice,
showing that it dramatically reduces online index construction time without
sacriﬁcing query performance.
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ベースの手法が主流となり，Geometric Partitioning などの効率的なマージ戦略が提案さ
れている4),15) ．それらの特徴は，検索処理速度を大幅に低下させない程度にディスク上の
索引を複数個保持することを許容し，索引の構築速度を向上させることである．
現在，Google などのウェブ検索エンジンでは数十 TB から数百 TB の索引を保持し33) ，
検索対象とする文書数は日々凄まじい勢いで増え続け，索引は頻繁に更新されている．また，
ウェブ上のニュースやブログ，そしてミニブログと呼ばれる Twitter などのサービスにおい
ても，短い間に大量の情報が追加され，全文検索用の索引がほぼリアルタイムに更新されて
いることがうかがえる．そのような背景から，現在は大規模な文書集合に対しても動的に索
引を構築するニーズが非常に高くなってきており，動的な索引構築のさらなる高速化が求め
られている．
通常，大規模な索引は複数のサーバに分散されて保持され，サーバ間では文書分散方式32),33)
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によりスケーラビリティが確保されている．しかし，近年のサーバは多くの CPU コア1 ，
メモリ，ディスクなどのハードウェアリソースを保持しているため，1 サーバ内での効率化

2. 技術的背景

も求められている．1 サーバ内においても文書分散方式を適用し既存の手法での構築を並列

2.1 転置索引の構築

化することにより，動的な索引構築を高速化させることは自然な考えであるが33) ，この方

転置索引は 2 つの主要な部分から構成される．1 つは，文書集合中のすべての単語（ター

法では，ディスク上の索引数の増加とランキング時のマージ処理により，検索速度の著しい

ム）のリストである辞書であり，もう 1 つは，単語ごとの転置リストである．各転置リス

劣化が生じてしまう．このような背景から，多くのハードウェアリソースを搭載した高性能

トはポスティング（またはポインタ）の列であり，文書内の出現頻度や出現位置などの補足

サーバ2 内における，検索速度の劣化を考慮したスケーラブルな動的索引構築手法が求めら

情報などとともに格納されている19) ．辞書部分は B+木などの木構造で実現する場合が多

れている．

い33) ．転置リストに対しては様々な圧縮手法が開発されており19),31) ，位置情報を含んだ索

本論文では，マルチコア CPU などを搭載した高性能サーバにおける転置索引の効率的な

引でも元文章の 25%程度のサイズで保存することが可能となっている．また，転置リスト

動的構築手法を提案する．新しい手法の動作原理は，メモリ上で複数の索引を並列に構築

の圧縮により，検索時間も削減することが知られている．転置リストはディスクの連続した

し，ディスクへのマージ処理を協調して行うというものである．これにより，構築速度の高

領域に格納されることが多い．これは，いったん辞書が探索されたら，タームごとに 1 回の

速化と，既存の手法で問題であった検索速度の劣化の回避が可能となる．また，この処理を

シークと 1 回の連続ディスク読み取りが必要となることを意味している．

より効率的に行うための柔軟な文書 ID 割当て方式と，メモリ上の複数の索引のマージ処理

転置索引の標準的な形式では，各転置リストのポスティングは文書 ID 順で格納されてい

にともなうディスク I/O の削減方法についても述べる．本論文の提案は，複数台の高性能

ることが多い．これにより，フレーズ検索における連接判定やブーリアン検索を効率的に行

サーバにおける動的な索引構築において，1 サーバ内での効率化の潜在的な有効性を検証す

うことができる．本論文でもこの索引構成を前提に話を進めることとし，その他，単語の出

るものである．このように，高性能サーバでの動的な索引構築のスケーラビリティに着目

現頻度順や単語との関連度順にポスティングを並べる索引構成については対象としない．

し，検索速度と構築速度を両立させる構築方法の提案は，我々が知る限り初めての試みであ

検索処理では，各検索語に対してポスティングを検証することにより行われ，各文書が検

る．評価実験では，提案手法による動的な索引構築により，検索速度の低下を抑えつつ索引

索語とどの程度適合しているかを評価する類似度スコアを計算する．この処理を行うには，

構築時間を大幅に削減できることを示す．また，文書分散方式による構築方法との比較によ

ストップワードを除いた文書中のすべての単語がインデックスされる必要がある．また，フ

り，本提案手法の有効性の検証を行う．そして，アルゴリズムの解析により，提案手法の妥

レーズ検索は単語の出現位置を保持する場合のみ処理可能となる．この場合は，クエリ中

当性の検証を行う．

の各フレーズを単語として扱い，フレーズを構成する単語の転置リストを結合することに

本論文の構成は次のとおりである．2 章では動的な索引構築における既存の研究について
述べる．3 章では新たな動的索引構築手法の提案と，それを効率的に動作させるための方法

より，フレーズの転置リストを構築する．また，フレーズ検索を効率的に処理するには，ス
トップワードもインデックスする必要がある．

について述べる．4 章では提案手法のアルゴリズムの解析を行う．5 章では評価実験により

転置索引の構築は静的または動的な方法のいずれかにより行われる．索引構築処理の完了

提案手法の有効性を検証し，続く 6 章では関連研究と提案手法との関連について述べる．最

時に検索可能となる静的な方法と異なり，動的な方法による構築は，文書の追加とほぼ同時

後に，7 章では本論文のまとめと今後の展望を述べる．

に索引構造を検索可能に保つ方法である．現在は，動的な方法による索引の構築がより多く
の環境で利用されており，特に，近年のウェブ上では，ほぼリアルタイムに情報が追加され

1 主要なベンダではデュアルコア，クアッドコア CPU を製品化し，また，いくつかのベンダにおいては 6 コア，
8 コア CPU の製品化を行っている6) ．
2 本論文における高性能サーバとは，マルチコア CPU やマルチプロセッサ CPU を搭載したマシンのことを指
す．現在の CPU 性能の向上はコアの増加にともなうため，マルチコア CPU を搭載したマシンを主な対象とす
るが，マルチコアプロセッサのアーキテクチャに特化した技法の提案ではない．
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るため，それらを検索するニーズがあると考えられる．動的な構築において，既存の索引に
新しい文書を追加することは，文書が含む単語数分の（場合によっては何千という）新しい
ポスティングを転置リストに追加することを意味する．各リストの更新のたびにディスク上
でシークを行うことは非常に高価であり，実際のシステムでは，一連の更新によりディスク
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が高負荷になりすぎてしまう．このため，動的な構築における転置索引は，メモリ上の索引
とディスク上の索引の 2 つの索引に分けて格納されている．メモリ上の索引は直近に追加
された文書に対しての索引を提供し，ディスク上の索引は定期的にメモリ上の索引と統合さ
れる．この方法は，多くのランダムアクセス処理はメモリ上で行われ，文書は追加されて間
もなく検索可能となるため効果的である．一方，これにより，検索においてはメモリ上の転
置リストとディスク上の転置リストを論理的に連結しなければならないため，検索処理は多
少複雑になる．統合操作は，既存の索引にデータを追加するインプレイスな手法29) と，既
存の索引と新しいデータをマージして新しい索引を作成するマージベースの手法14) が存在
する．近年は，マージベースの手法が主流となり，Geometric Partitioning などの効率的な
マージ戦略が提案されている4),15) ．それらの特徴は，検索処理速度を大幅に低下させない
程度にディスク上の索引を複数個保持することを許容し，索引の構築パフォーマンスを向上
させることである．次に，動的な索引構築における既存のマージ戦略について述べる．

2.2 動的な索引構築におけるマージ戦略
2.1 節で述べたように，動的な索引構築におけるメモリ上の索引とディスク上の索引の
様々なマージ戦略が提案されている．以下では主なものについて述べる．また，各マージ戦
略による索引構築におけるディスク操作の漸近的時間計算量を示すが，より厳密なコスト解
析は他の論文を参照されたい16) ．図 1 にそれぞれの戦略による，索引の構築過程を示す．

動的な索引構築における主要なマージ手法．色のついたノード mi はメモリ上で構築された i 番目の部分索引
を表す．また，太い線のノードはディスク上の現在の部分索引を表す
Fig. 1 Major online index construction methods. The dark node mi is the i-th sub-index which is
constructed in memory and the thick-line node is the ﬁnal sub-index created on disk.

図1

2.2.1 Immediate Merge 戦略
最初のマージ戦略は，Lester ら14) により提案された（図 1 (a)）．この戦略では，1 つの

から取得する必要がある．No Merge 戦略は，高いインデックス構築速度を達成するが，転

ディスク上の索引と 1 つのメモリ上の索引を管理する．メモリ上の索引のサイズがある閾

置リストの取得に部分索引の数のディスクシークが発生してしまうという欠点がある．n 個

値に達した場合，メモリ上のポスティングは既存のディスク上の索引とマージされ，新しい

のポスティングはそれぞれ 1 回のフラッシュを行うため，構築におけるディスク操作の漸近

索引を作成する．このとき，古い索引は削除される．この戦略は，転置リストを取り出すの

的時間計算量は，O(n) となる．

に必要なディスクシークの数を最小化しているが，マージのたびに，すべての索引をスキャ

2.2.3 Geometric Partitioning 戦略

ンする必要があるという欠点がある．n を構築する総ポスティング数，b をバッファで保持

上で述べた 2 つの戦略は，ともに非常に極端な戦略である．3 つ目の戦略（図 1 (c)，(d)）

できるポスティング数とすると，n/b は構築完了までのディスクへの書き出し回数を表し，

は，これらの中間的な手法となる．新しく作られたディスク上の部分索引は，毎回ではなく

n 個のポスティングは n/b 回のマージを行うため，構築におけるディスク操作の漸近的時間

定期的に，既存の索引とマージされる．

2

Lester ら15) は，索引を制限された数のパーティションに分割する手法を提案している．

計算量は，O(n /b) となる．

2.2.2 No Merge 戦略

彼らは，キーとなるパラメータ r を導入する（通常，r = 2 または r = 3 が選ばれる）．も

2 つ目の戦略（図 1 (b)）では，マージ操作をまったく行わない．メモリ上の索引がある

し，メモリ上に b 個のポスティングを保持できるとしたら，レベル k （k = 1, 2, 3 . . .）の

閾値を超えた場合，ポスティングは並べ換えられ，新しい部分索引としてディスクに書き出

パーティションは，空または rk−1 b 個以上 (r − 1)rk−1 b 個以下のポスティングを保持する．

される．与えられた単語の転置リストを取得したい場合は，部分リストをすべての部分索引

新しい索引の作成が，レベル k のパーティションにおいて，上限の (r − 1)rk−1 b より多く
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のポスティングを含むような場合は，それらは新しいインデックスにマージされ，適切な
パーティションに割り当てられる．この戦略は，Geometric Partitioning と呼ばれる．ま
た，Büttcher ら4) は，Logarithmic Merge という同様の戦略を同時期に提案し，それは

r = 2 の場合の Geometric Partitioning と同じインデックス構築過程となる16) ．r = 2 の

表 1 動的な索引構築におけるマージ戦略の比較
Table 1 Merge strategies in online index construction.

構築におけるディスク操作
ディスク上の索引数

Immediate Merge

No Merge

Geometric Partitioning (r = 2)

O(n2/b)
1

O(n)
n/b

O(n · log(n/b))
log2 n/b（最大）

場合，n 個のポスティングは log(n/b) 回のマージを行うため，構築におけるディスク操作
の漸近的時間計算量は，O(n · log(n/b)) となる．また，作成されるディスク上の索引数は

戦略はマージ操作を行わないため高速な構築を行える反面，索引数がフラッシュの回数に線

最大 log2 n/b 個となる ．

形に比例してしまうため，検索速度が大幅に劣化してしまう．これは，検索と構築が共存す

1

Geometric Partitioning や Logarithmic Merge などは増え続ける文書集合に対して設計

る動的な環境では大きな問題となる．Geometric Partitioning 戦略は，これら 2 つの戦略

された戦略であり，Immediate Merge よりも高速な索引の構築が可能となる．これらの戦

の欠点を補い，構築と検索のパフォーマンスのバランスをとった方法であり，現在の動的な

略の欠点は，各単語の転置リストがディスク上の複数の部分索引に分散されているため，検

索引構築環境においては，現実的，かつ，最も有効な選択肢であると考えられる．この理由

索処理のパフォーマンスが若干悪くなることである．

から，本論文でも Geometric Partitioning によるマージ戦略を前提として話を進める．

2.2.4 その他の戦略

2.3 文書の削除と更新

インプレイスな更新は，新しいポスティングを既存の転置リストの最後に書き加えること

転置索引から 1 文書の削除を物理的に行う場合，文書に含まれる単語ごとに転置リスト

により，各ステージにおける索引への変更を最小に抑える戦略であり，関連手法は過去に広

から該当部分を削除する操作を行う必要がある．1 文書には通常多くの（数百，数千の）単

く研究されていた3),7),13),24),25) ．しかし，インプレイスな更新における統合操作はディス

語が含まれるため，この処理は多くのディスク操作を含み非常にコストが高い．Guo ら9)

クにおいて大量のシークやデータの移動が発生するため，現在はマージベースの手法が有

は，マージベースの手法における効率的な削除方法を提案している．それは，部分索引ごと

効であると考えられている．Büttcher ら5) は，短い転置リストと長い転置リストを区別し，

に論理削除用のビットマップを設け，通常はビットマップの操作により削除操作を行い，あ

短いリストにはマージベースの戦略を，長いリストにはインプレイスでの更新を行う手法

る閾値を超えた場合だけ，マージの際に実際に削除を行うという方法である．この方法は，

を提案している．Guo ら

9)

は，索引の構築における部分索引のマージの順番を動的に調整

する手法を提案した．その手法では，さらに文書の即時削除をサポートすることにより，検
索処理において既存手法より良い性能を得ている．また，Gurajada ら

10)

は，Geometric

削除のたびのディスクアクセスを回避し，かつ，マージ時の転置リストの読み込みの際に削
除操作を行うことで，削除にともなうディスク操作を最小限にとどめている．
文書の更新は，一部の更新であっても文書内のタームのオフセット値がずれてしまうた

Partitioning などの戦略を拡張し，クエリログから得られる単語の検索頻度により部分索引

め，削除と同様に，多くの転置リストを修正する必要が発生し，コストの高い処理となる．

を分割し，それぞれにパラメータの異なるマージ戦略をとることにより効率化を図る手法を

Lim ら17) は，文書を複数のブロックに分割し，オフセットをブロックごとに管理すること

提案している．

で，転置索引の更新を最小化する方法を提案している．また，文書の更新を文書の削除と新

2.2.5 マージ戦略のまとめ

規追加として扱うことも可能である．

表 1 に動的な索引構築における各マージ戦略の特徴をまとめる．Immediate Merge 戦略
はディスク上の索引数をつねに 1 に保つため，検索処理は高速に行える反面，構築コストが
ポスティング数の二乗のオーダとなるため，大規模な文書の構築は難しい．一方，No Merge

2.4 転置索引の分散方式
転置索引において大量の文書を扱う場合や大量のクエリを処理しなければならない場合，

1 サーバ上の転置索引で処理するのは適切ではない．このような場合は，索引を複数のサー
バに分散させることでより効率的に処理することが可能となる2 ．転置索引の分散方法に

1 厳密には，2i−1 < n/b ≤ 2i （i = 1, 2, 3 . . .）における索引数の上限が log2 2i 個となるが，以降は最大
log2 n/b 個と単純に表現する．
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2 実際には，分散とレプリケーションが併用される．
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は，文書コレクションを分割し，各部分文書コレクションを 1 サーバに割り当てる文書分散
方式（Document Partitioning）と，辞書を分割し，各部分辞書とそれに対応する転置リス
トを 1 サーバに割り当てる単語分散方式（Term Partitioning）がある32),33) ．現在は，検
索処理の効率性や構築の単純さなどの理由から文書分散方式が有効であると考えられてい
る33) ．これは，Google 社をはじめ2) ，Lucene 1 などのオープンソース検索エンジンにも採
用されている実績からもうかがえる．
文書分散方式で索引を構築する場合は，文書コレクションをサーバ数に分割し，各索引
は索引内で一意な文書 ID により独立2 に構築される．この場合は，サーバ（ホスト）に付
けた一意な ID とサーバ内で一意な文書 ID により，一意に文書の特定を行う．これにより，
文書分散方式で構築された索引に対して検索処理を行う場合は，各索引に問い合わせた結果
をいったんマージし，そこから最終的な結果を求める必要がある．つまり，全体から関連度
の高い上位 100 件の結果を求めたい場合，各索引から上位 100 件を取得し，それらをマー
ジし，そこから真の上位 100 件を求めるという処理が行われる．

3. 構築と検索を両立させた動的な索引構築手法
3.1 メモリ上での並列な構築とディスクへの協調マージによる動的索引構築
本論文では，高性能サーバマシン内での転置索引において，検索速度の劣化を抑えつつ，
動的な索引構築をスケールさせる手法を提案する．新しい手法の動作原理は，メモリ上で複
数の索引を並列に構築し，ディスクへのマージ処理を協調して行うというものであり，メモ
リ上での並列構築により索引構築速度の高速化を実現し，ディスクへの協調マージにより検
索速度の劣化を回避する方法となる．図 2 に，提案手法と既存手法との違いを示す．
図 2 は，8 コア CPU を搭載したマシンにおいて，それぞれ Geometric Partitioning
（r = 2）戦略により動的に索引を構築し，文書コレクション全体のポスティング数 n がメ
モリ上で保持できるポスティング数 b の 32 倍（n/b = 32）の場合となる．つまり，1 プロ

図 2 本提案手法における動的な索引構築と既存手法の比較
Fig. 2 Comparison between the proposed online index construction and the existing methods in
modern hardware.

セスで処理を行う場合は，32 回のマージ処理3 で構築を完了できる．図 2 における各々の

• (a)：1 コアを利用した 1 プロセス（スレッド）における構築

構築方式は，

• (b)：8 コアを利用した 8 プロセス（スレッド）における文書分散方式における構築
1 http://lucene.apache.org/
2 独立であるため，並列に構築することも可能となる．
3 ここでのマージ処理とは，ディスクへの書き出し処理を意味する．つまり，Geometric Partitioning では，ディ
スク上の索引が存在しない場合やマージするレベルに索引が存在しない場合は，実際には既存の索引とのマージ
は行われずディスクに書き出されるだけとなる．以降では，この広義の意味の ‘マージ処理’ という表現を用いる．
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• (c)：8 コアを利用した 8 プロセス（スレッド）における本提案手法による構築
を表している（図 2 (c) は，後述の遅延マージという方法を用いており，代表値として構
築済みのメモリ上の索引を保持しておくキューのサイズを 8 にした場合を想定している）．

Geometric Partitioning では，2.2 節で述べたように，複数個の索引を保持しながら動的に

c 2010 Information Processing Society of Japan


32

全文検索におけるスケーラブルな動的索引構築手法

索引を構築する方法であり，パラメータ r = 2 の場合は，最大 log2 n/b 個のディスク上の
索引を生成する．つまり，図 2 (a) では，最大 log2 32（= 5）個の索引をディスク上に生成

表 2 提案手法と既存手法における索引数と上位 k 件取得処理コストの比較
Table 2 Comparison in the number of the indexes and top-k retrieval cost between the existing
method and the proposed method.

する．また，図 2 (b) の方式では，各プロセスが n/8 個のポスティングに対して b/8 個の
ポスティングを保持できるメモリバッファにより図 2 (a) の方式で索引を構築するため，作
成されるディスク上の索引の数は最大 40（= log2 32 × 8）個となる．図 2 (c) の方式では，

ディスク上の最大索引数
メモリ上の索引数
上位 k 件取得計算量

既存手法

既存手法（文書分散方式）

提案手法

log2 n/b (5)
1
O(l + k log(l))

log2 n/b × m (40)
m
O(l + k log(lk))

log2 2n/b (6)
[m, 2m − 1]
O(l + k log(l))

メモリ上での構築処理は並列に行われるが，ディスクへのマージ処理は協調して行われるた
め，作成されるディスク上の索引数は図 2 (b) の方式と比べて少なくなる．後述の遅延マー
ジを有効にし，メモリ上に並列に構築する索引数を 8 個，メモリ上の構築済みの索引を保持

件程度がユーザに返される．この際，図 2 (b) の方式で構築された索引は，2.4 節で述べたよう

しておくキューのサイズを 8 とした場合，マージ処理回数は図 2 (a) の方法の 2 倍以下の最

に，各索引から中間結果を取得し，最後に全体の結果を求める必要がある．つまり，全体から上

大 64（= 32 × 2）回となり，最大 log2 64（= 6）個のディスク上の索引が作成される ．
1

ディスク上の索引に対して検索を行う場合，1 つの索引のアクセスのたびに 1 回のシーク

位 100 件の結果を求めたい場合，各索引から上位 100 件を取得し，それらをマージし，そこか
ら真の上位 100 件を求める必要があるため，他の方式と比べて多くの処理を必要としてしまう．

が発生する可能性があり2 ，最大でディスク上の索引数と同じ回数のシークがクエリ中の各

l 件から上位 k 件の取得を 2 分ヒープを用いて行う場合，計算量は O(l + k log(l)) となる．文

タームごとの転置リストへのアクセスのたびに発生してしまう．図 2 (b) の方式では，最大

書分散方式では分割数を m とすると，各索引において上位 k 件の取得は O(l/m+k log(l/m))

40 回のシークが各タームごとに発生することとなり，検索速度の著しい劣化が予想される．

の計算コストとなり mk から上位 k 件を求めるのに O(mk + k log(mk)) の計算コストがか

一方，本提案手法の図 2 (c) の方式では，各タームごとに最大 6 回のシークとなり，1 プロ

かるため，全体として O(l + mk log(l/m) + mk + k log(mk)) 4 の計算コストとなる．

セスで構築した場合（最大 5 回のシーク）と比べて，検索速度に大きな劣化は見られないと

表 2 に，索引の構築に各方式を用いた場合の最大索引数と上位 k 件取得計算量をまとめる
（索引数におけるカッコ内の数字は図 2 の各設定で索引を構築した場合の数となる）．この

考えられる．
また，動的な構築では，検索時にメモリ上の索引にもアクセスするため，メモリ上の索引

ように，マルチコア CPU を利用し，文書分散方式により索引を高速に構築する場合，ディ

数も考慮に入れる必要がある．図 2 (a)，(b) では，各プロセスがそれぞれのメモリ上の索引

スク上の索引数の増加とランキング時のマージ処理コストの増加にともない，検索処理が

を保持するため，それぞれ 1 個と 8 個となる．図 2 (c) では，8 プロセスがそれぞれのメモ

著しく劣化することが予想される．本提案手法では，メモリ上で並列に構築される索引を，

リ上の索引を保持し，構築済みのメモリが最大 8 個までキューに蓄えられるため，8 個から

協調してディスクへマージ処理を行うため，文書分散方式における検索速度の劣化を回避す

最大 15 個3 のメモリ上の索引を保持する．しかし，メモリ上の索引が分散されていること

ることが可能であると考えられる．

によるランダムアクセスの影響は，ディスク上の索引のそれと比べて小さくなると考えられ

3.2 メモリ上における複数の索引の並列構築

るため，メモリ上の索引の増加にともなうオーバヘッドは全体として非常に小さくなると考

本節では，3.1 節で述べた動的な索引構築方法における，メモリ上での並列構築について
述べる．本論文での提案手法は，マルチコア CPU を利用しメモリ上では複数の索引を並列

えられる．
既存の文書分散方式における検索速度の劣化の原因として，ランキング時のマージ処理によ
る要因も考えられる．検索結果は類似度や属性値を用いてランキングされ，上位 10 件から 100

に構築し，ディスクへのマージ処理は協調して行うというものであるため，マルチコアにお
ける恩恵はメモリ上での構築処理の高速化が主となる．索引の構築処理は，ディスク I/O
が支配的であると考えられているが，メモリ上での索引構築処理は，構文解析，圧縮処理，

1 この導出過程は，3.3.2 項を参照されたい．
2 各索引ファイルが連続していないブロックに保存されている場合は，1 つの索引のアクセスのたびに 1 回のシー
クが発生する．
3 遅延マージでは，最後にキューに挿入したプロセスがマージ操作を行うため，16 個にはならない．
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転置処理などを含み，非常に長い時間を要する処理である．特に，Geometric Partitioning
4 表 2 では，式を簡略化し m = 1 の場合の O(l + k log(lk)) を用いる．
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流れをタイムライン形式で示す．図 3 (b) では，3 つのプロセスが並列でメモリ上の索引を
構築し，それが完了した順にディスク上の索引とマージ処理が行われる概念を表している．
また，マージ処理が競合した場合は，そのプロセスは実行中のマージ処理の完了を待つこと
になる．

3.3 索引構築の効率化と高速化
本節では，本提案手法における索引構築処理をより効率的かつ高速に動作させるための方
法について述べる．

3.3.1 2 段階文書 ID による転置索引
本論文での提案手法は，メモリ上では複数の索引を独立かつ並列で構築するが，ディスク
へのマージ処理は協調して行うため，マージ処理後のディスクに書き出される転置リストは
文書 ID の昇順に並んでいる必要がある2 ．これを実現するための文書 ID 付与方法として，
図 3 メモリ上での複数の索引の並列構築処理とディスクへの協調マージ処理（タイムライン形式）
Fig. 3 Parallel construction of multiple in-memory indexes and merging process to disk (In timeline view).

転置リストのデータ構造の変更が許容できない場合，以下の 2 つの方法があげられる．

(1)

文書の追加順に文書 ID を付与する．ただし，排他制御により文書 ID の衝突を防ぐ
（方法 1）

戦略によるマージ処理は，効率的な I/O 処理により多くの場合メモリ上での構築処理が支

(2)

メモリ上の索引ごとにあらかじめ見積もった範囲で文書 ID を付与する（方法 2）

配的となっていると考えられる．手元のデータを使った予備実験では，1 GB のバッファ上

( 1 ) は，通常の方式である．ただし，メモリ上の各プロセスは並列に動作するため，各プロ

で索引を構築する時間は，その索引をディスクへフラッシュする（レベル 0 でのマージ）時

セスが参照できる共有変数などで文書 ID を管理し，その変数を排他制御することにより全体

間に対して約 30 倍となった．このような状況において，マルチコア CPU を利用し，メモ

で一意の文書 ID を割り当てるようにする点が異なる．この方法は，メモリ上の索引とディスク

リ上の索引を並列に構築することにより，メモリ上での索引構築時間を削減し，全体の構築

上の索引をマージする際，連結した転置リストを文書 ID の昇順に並べ換える必要があり，ディ

時間が大きく減少することが期待できる．この想定の妥当性は，後述のアルゴリズムの解析

スク上の転置リストの平均ポスティング数を Ld ，メモリ上の転置リストの平均ポスティング
数を Lm とすると，マージのたびに各タームの転置リストごとに O((Ld +Lm ) log(Ld +Lm ))

により検証する．
メモリ上での並列構築では，各メモリ上のプロセス1 が各々の索引を独立に構築し，並列

の並べ替えの処理コスト3 がかかる．よって，メモリ上の索引とディスク上の索引をマージす

性により高速化を図る．また，既存の手法では，メモリ上に 1 つの索引のみを構築するた

る際の，タームごとの処理コストは，read と write をそれぞれディスクからの読み込みとディ

め，メモリ上での構築処理とその索引のディスクに書き出し処理が逐次的に行われていた

スクへの書き込みコスト関数とすると，read (Ld )+(Ld +Lm ) log(Ld +Lm )+write(Ld +Lm )

（図 3 (a)）．一方提案手法では，メモリ上に複数の索引を保持することにより，メモリ上の

となる（図 4 (a)）．また，各タームの転置リストの並べ替えは検索時にも毎回行う必要があ

構築処理とディスクへのマージ処理をオーバラップさせることが可能となり，ディスクへの

り，メモリ上で行うことができる場合であっても高コストとなりうる．この方法の利点とし

マージ処理のレイテンシを隠すことが可能となる．これらにより，従来の手法による構築処

ては，( 2 ) の方法のようにあらかじめ文書 ID の範囲を見積もる必要がない点があげられる．

理における支配的なメモリ上の処理と逐次性という問題が緩和され，構築速度の向上が期待

( 2 ) では，メモリバッファサイズからあらかじめ算出した文書 ID の範囲を各索引の構築

できる．図 3 (b) に，メモリ上での複数の索引の並列構築処理とディスクへのマージ処理の
1 OS のプロセスを意味するものではなく，1 処理という意味である．
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2 2.1 項で述べたように，フレーズ検索における連接判定やブーリアン検索を効率的に行うためである．
3 クイックソート（平均）やヒープソートによる並べ換えを想定．
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完了するまでディスクへのマージ処理を待つ必要がある．様々な外部要因1 により各メモリ
上の索引構築の開始と終了の順番は異なる可能性があるため，メモリ上の索引の順序により
余計な遅延が発生してしまう．大きい文書 ID の範囲を持つ索引が先に完了した場合に，そ
の索引における転置リストの文書 ID を書き換えることも可能であるが，辞書中のターム数
を T とすると，文書 ID の書き換えに O(T Lm ) の書き換え処理コストがかかってしまう．
このように，上記の ( 1 )，( 2 ) の 2 つの文書 ID 付与方法では，メモリ上の索引を並列に
構築しディスクへの書き出しを協調させる方法を効率的に実現することが難しいため，新
しい文書 ID 付与方式の考案が必要であると考えられる．本論文では，この問題を解決す
るため，転置リストのデータ構造の変更を許容し，2 段階文書 ID というデータ構造を提案
する．2 段階文書 ID による転置リストでは，文書 ID を大域的な連番（Global Sequence

Number ：GSN）と局所的な連番の 2 段階で表現し，文書 ID の一意性を保証する．具体的
には，メモリ上の索引ごとに一意な GSN を付与し，その索引内では局所的に一意な 1 か
ら始まる文書 ID を付与する方式となる（図 4 (c)）．そして，マージ時に GSN を先頭に配
置し GSN の昇順に複数の転置リストを連結することにより，ディスクに書き出される転置
リストは大域的には GSN の昇順に，局所的には局所文書 ID の昇順に並ぶようになる2 ．
また，上記 ( 2 ) で問題となった索引間の順序に対しては，GSN の書き換えにより対応す
る．つまり，メモリ上の索引における GSN には一時的な値を入れておき，ディスクへの
図 4 メモリ上での複数索引の並列構築における文書 ID の付与方式
Fig. 4 DocID assignment scheme in parallel construction of multiple in-memory indexes.

マージの際に順序どおりに書き換えていく操作を行う．たとえば，GSN1 の索引がすでに
ディスク上にフラッシュされ，GSN2 と GSN3 の索引がメモリ上で構築中であり，GSN3

開始時に付与することにより，文書 ID の一意性を保つ．たとえば，メモリ上に 2 つの索引

の索引が先に構築を完了させた場合，GSN3 を GSN2 に書き換え，元々の GSN2 はその

を構築し，文書 ID を 10 万単位でメモリ上の索引に割り当てる場合，メモリ上の一方の索引

時点で最大の GSNmax + 1 である GSN4 を付与する．GSN の書き換え処理は数値を 1 つ

に文書 ID [1, 100000] までの範囲を割り当て，もう一方の索引に文書 ID [100001, 200000]

変更するのみなので O(1) の処理コストとなり，( 2 ) の方式での O(T Lm ) と比較して時間

までの範囲を割り当てておき，それぞれがその文書 ID の範囲内で索引の構築を行う．文書

効率が良い．2 段階文書 ID による付与方式では，マージにおけるタームごとのコストは，

ID [1, 100000] の索引のディスクへのマージ処理が完了した後，新しくメモリ上に構築され

read (Ld + α) + write(Ld + Lm + 2α) となる．ここで α は，GSN のサイズとなり，通常

．この方法では，文書
る索引は文書 ID [200001, 300000] の範囲が割り当てられる（図 4 (b)）

は非常に小さいため3 ，GSN の追加によるコストの増加は非常に小さいと考えられる．本

ID の範囲の順序どおりに構築が完了すれば，マージ処理は各タームのリストを連結するだ

論文の手法における文書 ID の付与方法と，その他の方法との比較を表 3 にまとめる．

けとなる．つまり，マージにおけるタームごとの処理コストは，read (Ld ) + write(Ld + Lm )

本論文では，時間効率性やプログラムの保守性などの観点から，2 段階文書 ID による転

となる．しかし，この文書 ID 範囲の順序は，各処理プロセスが並列に動作する環境では
問題が生じうる．たとえば，文書 ID [1, 100000] の索引が構築を開始し，その後文書 ID

[100001, 200000] の索引が構築を開始する．その後，文書 ID [100001, 200000] の索引の構
築が先に完了した場合，文書 ID の昇順を保つためには，この索引は [1, 100000] の索引が
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1 外部要因とは，OS のプロセス/スレッドのスケジューリングや検索との競合時の索引に対するロックの解放待
ち，また，文書の種類などが考えられる．
2 GSN の昇順に並べることで，Intersection 処理や連接処理を効率的に行うためである．
3 整数型で表現する場合は通常 4 バイトとなる．
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表 3 提案手法における文書 ID 付与方法とその他の方法との比較
Table 3 Comparison betweeen the proposed document assignment scheme and the other schemes.

構築前処理
マージ処理コスト/ターム
索引間の順序（文書 ID の書き換えコスト）
索引構造（転置リスト）の変更

方法 1

方法 2

2 段階文書 ID

no
read(Ld ) + (Ld + Lm ) log(Ld + Lm ) + write(Ld + Lm )
no（毎回ソートするため）
no

yes（範囲の見積り）
read(Ld ) + write(Ld + Lm )
yes（O(T Lm ) で書き換え可）
no

no
read(Ld + α) + write(Ld + Lm + 2α)
yes（O(1) で書き換え可）
yes

置リストがより柔軟であり有効であると考える．さらなる文書 ID の付与方式も考えられる

引を構築する場合のバッファサイズと比べて小さくなるため1 ，ディスク I/O をともなう

が，本論文では 2 段階文書 ID により転置索引を構成し，それによって得られるメモリ上で

マージ処理が頻繁に発生するという問題が起きてしまう．たとえば，メモリ上のバッファサ

の並列的な索引構築による効果に重点を置く．

イズが 4 ブロック2 （4 B）であり，8 ブロック（8 B）の索引データに相当する文書集合か

2 段階文書 ID による転置索引の正当性

ら索引を構築する場合（戦略は Geometric Partitioning (r = 2)），1 つの索引を保持する

ここでは，2 段階文書 ID により構成された転置索引の正当性を，文書分散方式（Document

方法では，構築完了までに 2 回のマージ処理が発生し，1 マージ処理におけるディスク I/O
を {ディスクからの読み込みページ数, ディスクへの書き込みページ数} と表現すると

Partitioning）における転置索引との等価性から証明する．
補題 1. 2 段階文書 ID により構成された辞書は，文書分散方式における辞書と同等の機能

{0, 4B}, {4B, 8B}
の操作が必要となり，総ディスク I/O は 16 B となる（図 5 (a)）．一方，メモリ上に最大

を有する．
証明. 2 段階文書 ID による辞書への影響はないため，これは自明．

2

補題 2. 2 段階文書 ID により構成された転置リストは，文書分散方式における転置リスト
と同等の機能を有する．
証明. メモリ上の各索引は，文書分散環境における各サーバ上の索引に対応する．GSN を
各サーバのユニーク ID とすると，本論文における 2 段階文書 ID による転置リストは，各
サーバ上の転置リストを GSN を先頭にして連結したものである．よって，文書分散による
転置リストと 2 段階文書 ID による転置リストは同等の機能を有する．

2

定理 1. 2 段階文書 ID により構成された転置索引は，通常の転置索引と同等の機能を有

4 つの索引を保持する場合，各索引に 1 B（4 B/4）のバッファが割り当てられるため，構築
完了までに 8 回のマージ処理が発生し，

{0, 1B}, {1B, 2B}, {0, 1B}, {3B, 4B}, {0, 1B}, {1B, 2B}, {0, 1B}, {7B, 8B}
の操作が必要となり，総ディスク I/O は 32 B となり，1 つの索引を保持する場合と比較し
て多くのディスク I/O が発生してしまう（図 5 (b)）．
複数の索引の並列構築によるディスク I/O の増加を緩和させるために，本論文では遅延
マージと名付けた効率化手法を提案する．遅延マージは，構築が完了したメモリ上の索引
をただちにマージ処理するのでなく，他のメモリ上の索引と同時にマルチウェイでマージ処
理をすることにより，小さいマージ処理の繰返しによるディスク I/O の増加を回避する方

する．

法となる．遅延マージを有効にしマージの単位を 2 B とした場合，構築完了までに 4 回の

証明. 転置索引は辞書と転置リストから構成され，補題 1 と補題 2 により，2 段階文書 ID

マージ処理が発生し，それぞれ

により構成された転置索引は，文書分散方式における転置索引と同等の機能を有する．つま

2

り，これは通常の転置索引と同等の機能を有する．

3.3.2 遅延マージ
メモリ上で複数の索引を並列に構築する場合，構築に割当て可能なバッファ内で処理を行
うために，バッファはメモリ上の各索引用に分割される．それぞれのサイズは，単一の索
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{0, 2B}, {2B, 4B}, {0, 2B}, {6B, 8B}
となる（図 5 (c)）．総ディスク I/O は 24 B となり，メモリ上で構築完了後ただちにマージ
1 1/メモリ上の索引数
2 ディスクの I/O 単位としてブロックという用語を使っているが，厳密にハードディスクの物理的なブロックを
意味しているわけではない．
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図 5 遅延マージの有効性
Fig. 5 Eﬃciency in Lazy Merging.

図 6 遅延マージの概念図（L < M < N < O1 < O2 < O3 < O4 < TMP1 < TMP2 . . .）
Fig. 6 Conceptual view of Lazy Merging (L < M < N < O1 < O2 < O3 < O4 < TMP1 < TMP2 . . .).

（必要ならば GSN を書き換える）．
処理をしていた場合と比較して，少ないディスク I/O で構築を完了することが可能となる．

(i)

キュー内の索引数が上限に満たない場合，ステップ ( 2a ) に戻る．

次に，遅延マージの手順について述べる．この手法では，構築完了済みのメモリ上の索引

( ii )

キュー内の索引数が上限に達した場合，次のステップへ．

が保持されるキューを用意する．あるプロセスはメモリ上の索引の構築が完了したら，キュー

(c)

索引をディスク上に書き出す．

にその索引を追加し，そのプロセスは可能ならば新しいバッファで別の索引の構築を開始す
る．キュー内の索引数が上限に達した場合，キュー上の索引と既存のディスク上の索引をマ

(d)

ルチウェイでマージし，ディスク上に新たな索引を作成する．図 6 は遅延マージの概念図
を示す．図 6 では，8 つのプロセスが並列に構築を行い，キューのサイズが上限の 4 に達

キュー内の索引と既存のディスク上の索引をマルチウェイでマージし，新しい
マージが完了した後，キューに格納された索引を解放する．そして，ステップ

( 2a ) に戻る．
遅延マージでは，メモリ上で並列で構築する索引数（N ）とキューのサイズの上限（M ）

したときに，既存のディスク上の索引とマルチウェイでマージされる（図 6 では，7 ウェイ

により，動作を調整することが可能となる．これを N-M 遅延マージと名付ける（図 7）．構

マージとなっている）．この際，各転置リストは GSN の昇順に並ぶように連結されディス

築スレッド数を C とすると，通常 N = C とする．また，M は，構築と検索の重要度に

クに書き出される．また，GSN の書き換えはキューに挿入される段階で必要ならば行われ

加え，メモリ上での索引保持コストとディスクへのマージコストにより決定する．つまり，

る．以下に，遅延マージによる索引構築のステップの詳細を示す．

バッファは M + N − 1 個に分割されるため，M が大きくなると，ディスクへのマージに

(1)

メモリ上に構築完了済みの索引用のキューを初期化する．

よるディスク I/O の減少が予想されるが，メモリ上に多くの索引が構築されてしまう．

(2)

各メモリ上のプロセスにおいて

3.1 節では N = M の際に，提案手法において構築される索引数が最大 log2 2n/b 個以下
になることを述べた．ここでは，まず一般化した N = αM により構築される索引数を示す．

(a)

メモリ上の索引を初期化し（GSNmax + 1 を付与），新しい文書のポスティン
グを追加する．

定理 2.

(b)

メモリ上の索引のサイズが閾値に達した場合，その索引をキューに追加する

モリ上で並列で構築する索引数を N ，キューのサイズの上限を M とするとき，Geometric
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構築する総ポスティング数を n，バッファで保持できるポインタ数を b とし，メ
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3.4 文書の更新と削除
本論文では，文書の追加のみを対象としているが，提案手法において文書の削除と更新を
考慮するための方法について述べる．削除においては，2.3 節で述べた，Guo ら9) が提案
した削除方法が適用可能であり，有効であると考える．また，更新においては，大規模な索
引の動的な構築における更新操作は，Lim ら17) らの方法では索引のサイズが大きくなるた
図 7 N-M 遅延マージ．(a) N = M ，(b) N < M ，(c) N > M
Fig. 7 N-M Lazy Merging. (a) N = M , (b) N < M , (c) N > M .

め，適切ではないと考え，我々は文書の更新を文書の削除と新規追加として扱うことで対処

Partitioning (r = 2) における提案手法が遅延マージ（N = αM （α > 0））で動作する場

きた場合が考えられる．メモリ上では複数の索引を並列で構築し，それらの順序関係は変更

合，n/b 回のマージ処理の過程で提案手法において構築される索引数は log2 (α + 1)n/b

可能であるため，同じ文書に対する連続した更新が，実際とは異なる順番で適用されてしま

個以下になる．

う可能性がある．これに関しては，URL などの文書の外部 ID を利用し，同じ文書に対する

証明. 遅延マージでは，メモリ上に最大 M + N − 1 個の索引を構築する．よって，メモ

更新は同じ構築プロセスが担当するという制約を設けることにより，同じ文書に対する更新

リ上の各構築スレッドは構築完了時に，

操作が異なる索引に入ってしまうという問題を防ぎ，更新順序を維持することが可能となる．

する方法が望ましいと考える．
本提案手法において発生する可能性のある問題として，同じ文書に対する複数の更新が起

bthread =

b
M +N −1

3.5 検 索 処 理

(1)

提案手法における検索処理について述べる．通常の転置索引に対する検索と同様の場合に

個のポインタを保持する．よって，遅延マージにより M 個の索引を同時にマージ処理する

blazy

merging

= bthread · M
=

(2)

b·M
M +N −1

本論文が提案する動的な索引構築方法では，3.2 節のとおり，メモリ上に複数の索引を保
持する．よって，検索時には，ディスク上の複数の索引だけではなく，メモリ上の複数の索

(3)

引に対しても検索を行い，各索引から得られた転置リストの連結を行う必要がある．これ

となる．N = αM （α > 0）とすると，

blazy

merging

は，3.3.2 項の図 6 における，マージ時の転置リストの連結処理と同様に，各転置リストを

b·M
=
M (α + 1) − 1
≥

ついては省略し，提案手法の構成やデータ構造に依存した部分のみについて言及する．

3.5.1 転置リストの連結

場合，マージ処理の単位は，

GSN を先頭にし GSN の昇順に連結処理1 を行う．それに加えて検索時は，仮の GSN が付

(4)

b
α+1

けられた構築中の索引の各転置リストも連結する．

3.5.2 ブーリアン検索とフレーズ検索

(5)

となる．マージ処理回数は，n/blazy

3.3.1 項のとおり，提案手法では文書 ID の付与方式の違いにより，通常の転置リストと

merging  となり，これは式 (5) より，(α + 1)n/b 以

データ構造が異なるため，ブーリアン検索やフレーズ検索での連接処理に修正が必要とな

下となる．よって，提案手法により構築されるディスク上の索引数は，log2 (α + 1)n/b 個

る．これらの処理は非常に類似しているため，ブーリアン検索における Intersection 処理

2

のアルゴリズムを代表例としてアルゴリズム 1 に示す．2 段階文書 ID による主な変更点

以下となる．

は，文書 ID の同一判定の前に GSN の同一判定を行うことであり，GSN の同一判定後は
これより，N = M のときは α = 1 の場合であるため，マージ処理回数は，2n/b 回以
下となり，構築されるディスク上の索引数は log2 2n/b 個以下となる．
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1 メモリ上の連続領域またはポインタチェインによる．
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Algorithm 1 Intersect(p1, p2)
1: answer ←<>
2: while p1 = NIL and p2 = NIL do
3: if GSN (p1) = GSN (p2) then
4:
ADD(answer , GSN (p1))
5:
while hasDoc(p1) and hasDoc(p2) do
6:
if docID(p1) = docID(p2) then
7:
ADD(answer , docID(p1))
8:
p1 ← nextDoc(p1)
9:
p2 ← nextDoc(p2)
10:
else
11:
if docID(p1) < docID(p2) then
12:
p1 ← nextDoc(p1)
13:
else
14:
p2 ← nextDoc(p2)
15:
end if
16:
end if
17:
end while
18:
p1 ← nextGSN (p1)
19:
p2 ← nextGSN (p2)
20:
else
21:
if GSN (p1) < GSN (p2) then
22:
p1 ← nextGSN (p1)
23:
else
24:
p2 ← nextGSN (p2)
25:
end if
26:
end if
27: end while

図 8 動的な構築における排他制御
Fig. 8 Mutual exclusion in online index construction.

3.6 排 他 制 御
動的な索引構築においては，構築処理中に検索要求を受け付け，最新状態における結果を
ユーザに提示する．既存の研究では，マージベースの手法の具体的な排他制御の方法が述べ
られてこなかった．よって本節では，検索と構築が共存する環境における具体的な排他制御
の方法を示す（図 8）．本手法における排他制御は構築処理の観点から，3 つのフェーズに

通常の転置リストの Intersection 処理となるため，アルゴリズムの変更は少ない．1 行目で

分けて考えることができる．

は結果を格納するリストを初期化し，これに処理結果を格納していく．2–27 行目がメイン

(1)

In-memory construction phase ：メモリ上で索引を構築するフェーズ．このフェー

のループとなり，各リストの末尾に達するまでこの処理は続けられる．3 行目では 2 つのリ

ズでは，構築プロセスは構築中の索引に対しては XL（eXclusive Lock）でアクセス

ストの GSN の同一判定を行い，同一でない場合は小さい方の GSN を次の GSN に進める

する．検索プロセスは，参照テーブル（lookup table）から検索可能な索引を判断し，

（21–25 行目）．ここで，GSN，文書 ID はともに 1 以上の整数となるため，GSN の前方に

構築中の索引には SL（Shared Lock）を行い，その他の索引に対してはロックなし

1

0 を配置することで数値が GSN であるか否かの判定をしている ．GSN が同一である場
合は，その GSN 内リストの Intersection 処理を行う（5–19 行目）．この部分は通常の転置
リストにおける Intersection 処理と同様であるため，説明を省略する．

で読み込む．

(2)

Merge phase ：メモリ上の索引とディスク上の索引をマージして，新たなディスク
上の索引を書き出すフェーズ．このフェーズでは，構築プロセスはキュー内の索引と
既存のディスク上の索引をロックなしで読み込み，ディスク上に新しい索引をロック

1 転置リストに出現しない数値であればいずれの数値でも判定可能である．
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なしで書き込む（この最中も，メモリ上の索引は構築されている場合がある）．検索
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プロセスはフェーズ ( 1 ) と同様である．

(3)

Switch phase ：マージ処理の完了後，メモリ上の参照テーブルを書き換え，マージ
元の索引を削除するフェーズ（この最中も，メモリ上の索引は構築されている場合が
ある）．

これら 3 つのフェーズはこの順序で繰り返される．参照テーブルの要素は，索引がメモリ
上で構築中のものであるかを示す属性を持つ．また，参照テーブルは，検索プロセスの検
索処理の間1 は毎回セマフォによりロックされ，構築プロセスには参照テーブルの書き換え
の際にロックされ，実際の索引の削除の間はロックされない．参照テーブルの書き換えは，
以下の場合に行われる．

(1)

メモリ上に新たに索引が構築されるとき（参照テーブルに要素の追加が起きる）

(2)

メモリ上の索引が構築され，キューに挿入するとき（参照テーブルの要素の更新が起

(a) 動的な索引構築の流れとマージ処理における待ち

図 9 動的な索引構築の流れ（概念図）
Fig. 9 The ﬂow of online index construction.

きる）

(3)

(b) コア数の増加とマージ処理の高速化の概念

ディスクへのマージ処理が終了し，新しいディスク上の索引に参照を向けるとき（参
は図 9 (a) のようになる．図 9 (a) において，右斜め上に向かう直線はメモリ上で索引の構

照テーブルに要素の追加と削除が起きる）
これらは，メモリ上で非常に短い時間だけロックされるので，競合が起きる場合であって

築を示し，上に伸びる垂直線はディスクへのマージ処理を示す2 ．また，メモリ上での索引

も通常検索プロセスが待たされる時間は非常に短い．そして，索引に対してのロックは，メ

の構築とディスクへのマージ処理が並行して行われる様子を線の分岐により表現している．

モリ上に構築中のものに対してのみ競合が発生する．構築プロセスはメモリ上の構築中の索

図 9 (a) の右上では，複数のマージ処理は並行して行えないため，マージ処理がメモリ上で

引を更新する間だけ XL を取得し，検索プロセスはその索引に対して SL を取得し読み取り

の構築処理よりも長い時間を要するときは，次のマージ処理とメモリ上の構築処理の開始は

を行う．

待たされてしまうことを表している．つまり，ディスクへのマージ処理時間がメモリ上の索

また，メモリ上における GSN の書き換えはセマフォにより保護する．このため，検索時
に同じ GSN を持つ複数の索引が存在することはない．

引の構築時間よりも全般的に長い場合は，ディスクへのマージ処理時間が構築時間を決定
すると考えられる．逆に，メモリ上における索引の構築時間がディスクへのマージ処理時間
よりも全般的に長い場合は，メモリ上での構築時間が全体の構築時間を決定すると考えら

4. 性 能 解 析

れる．

本論文における提案手法の妥当性と有効性を検証するために索引構築時間の解析を行う．

この概念図において，メモリ上の索引構築の高速化はグラフの傾きを下げることに対応し，

提案手法では各プロセスが並列して動作するため，厳密な解析を行うことは難しい．本論文

ディスクへのマージ処理の高速化は，垂直線の長さを短くすることに対応すると考えられる

では，理想的な状況における解析を行うこととし，実験との比較を行うことで解析の妥当性

（図 9 (b)）．本論文の提案手法では，マルチコアを有効活用し，メモリ上の複数の索引を並
列に構築することにより前者を実現する．また，より高速なマージ戦略や RAID0 ディスク

の検証を行う．
提案手法では，3.2 節で述べたように，メモリ上での索引の構築とディスクへのマージ処
理は並行して行われ，また，各処理はオーバラップすることから，概念的な索引構築の流れ
1 厳密には，各タームの辞書への検索を開始する前から，すべての転置リストを取得するまでの間．
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アレイ，SSD などの高速な二次記憶装置を用いることで後者を実現することが可能となる．
このような前提のもと，提案手法における索引構築の時間を定式化する．なお，解
2 図 9 (a)，(b) では，メモリ上での構築とディスクへのマージ処理をペアとし，色により区別している．
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析における時間は実際の時間に比例する相対的な時間を表す．メモリ上の構築時間は，

Time memory

construction base

を 1 コアでのメモリ上の構築時間とし，利用可能なコア数を

c とすると，理想的な状況では以下のように表すことができる．
Time memory

construction (c)

そして，Time first

level merge

=

Time memory

construction base

(6)

c

を初回のマージ処理（フラッシュ）の時間とし，あるマージ

戦略における i 回目のディスクへのマージ処理時間は，以下のように表すことができる．

Time merge (i) = Merge Cost strategy (i) · Time first

(7)

level merge

よって，全体の索引構築時間は以下で表すことができる．



n/b

Time total =

max(Time memory

construction (c), Time merge (i))

(8)

i=1

ここで，n を構築する総ポスティング数，b をバッファで保持できるポスティング数とす
ると，n/b は構築完了までのマージ処理の回数を表す．

図 10 解析による索引構築時間の算出（Geometric Partitioning (r = 2)）
Fig. 10 Index construction time from theoretical analysis (Geometric Partitioning (r = 2)).

具体的に，マージ戦略に Geometric Partitioning (r = 2) における解析を行う．Geometric

Partitioning (r = 2) における Merge Cost geom(r=2) (x) は

にマージ処理時間が構築において支配的になるからであると考えられる．また，図 10 の最

Merge Cost geom(r=2) (x) ≤ x log x + x

(9)

と表せる．これはマージ処理における I/O コストの上界となり，x = 2j （j = 1, 2, 3, 4 . . .）
1

も下部の 2 本の線は，ディスクへのマージ処理が高速になった場合の解析結果となる．解
析におけるマージ処理の高速化はメモリ上での構築時間 Time memory

construction base

に対す

時点におけるマージ処理にともなう I/O の合計から算出できる ．実際に解析を行う際

る Time first

は，i 回目のマージ処理コスト Merge Cost(i) の値は正確に計算可能である．以下では，具

にともない支配的となるディスクへのマージ時間を減らすことによって，コアの数の増加に

体的な数値を与えて解析結果を求める．バッファサイズ 1 GB で予備実験を行ったところ，

ともなうさらなる改善が期待できることを示している．

Time memory

と Time first

level merge

の値を小さくすることにより行った．この結果から，コア数の増加

の時間比は約 30 : 1 となった．ここでは

また，Geometric Partitioning 戦略において，ディスクへのマージ処理のみを高速化し

その数値をそのまま用いて解析結果を算出し，1 コアにおける構築時間を 1 として正規化す

た場合の解析結果を図 11 に示す．図 11 が示すとおり，Geometric Partitioning 戦略のよ

ると，各コア数における索引の構築時間は図 10 に示すとおりとなる．

うな I/O 効率が良いマージ戦略は，ディスクへのマージ処理が高速になった場合でも，ほ

construction base

level merge

解析から，コア数の増加にともなう索引の構築時間は大幅に削減可能であると期待でき

とんど効果が見られない．つまり，現段階の有用なマージ戦略はメモリ上での構築処理が支

る．しかし，コア数の増加にともない索引の構築時間の減少率が緩やかになっていることも

配的となっていることが解析により検証でき，これは，使用する二次記憶装置に高速・高ス

確認できる．これは，メモリ上での構築時間（Time memory

construction ）がコア数の増加に

ループットなディスクアレイや SSD を利用したとしても，全体の構築時間の減少は非常に

ともない減少し，ディスクへのマージ処理時間（Time merge (i)）に対して小さくなり，次第

小さいという知見を示唆している．よって，全体の構築速度の向上にはメモリ上での構築速
度の向上が必須であり，コアを有効活用しメモリ上での構築処理の効率化を図る本提案手法

1 r = 2 の場合，メモリ上の索引のサイズを 1 とすると，x = 2j （j = 1, 2, 3, 4 . . .）までのマージ処理にとも
なう I/O の合計は，1, 4, 12, 32 . . . という順列となり，これから導出可能となる．
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の戦略の有効性が予測できる．
本章では，マルチコア CPU や高速なディスクを想定し，提案するアルゴリズムの時間解

c 2010 Information Processing Society of Japan


41

全文検索におけるスケーラブルな動的索引構築手法

(a) 4core

(b) 8core

図 12 有効コア数とキューサイズの関係
Fig. 12 Relationship between the number of cores available and queue size in Lazy Merging.

図 11

解析によるディスクへのマージ処理の高速化にともなう索引構築時間の算出（Geometric Partitioning
(r = 2)）
Fig. 11 Index construction time with faster merge from theoretical analysis (Geometric
Partitioning (r = 2)).

キューのサイズを決定するため，各有効コア数と各キューサイズにおける構築時間を測定し
た．図 12 にその結果を示す．実験結果より，M = N − 1/2N と M = N + 1/2N が構築
時間の点から有効であると判断し，以下の実験ではこの 2 つの設定を用いることにする．
システムは C++ により実装し，メモリ上の索引は STL の std::map を，ディスク上の

析を行った．解析結果から，提案手法は近年提案されている I/O 効率の良いマージ戦略に

索引は Berkeley DB に類似した Lux IO1 という B+ 木のデータベースを利用した．Lux

対して非常に効果的であることが期待できる．次章では，実データをもとに実験を行い，提

IO は Key-Value 型のデータベースであり，Value に長いリストを保存する用途に特化して

案手法の有効性と解析の妥当性を検証する．

いるため，本実験では Key に辞書を，Value に転置リストを格納している．メモリ上のプ
ロセスは POSIX スレッドにより実装した．また，gcc（g++）によりデフォルトでリンク

5. 評 価 実 験

される glibc の malloc には，マルチスレッド環境における非効率性が認識されているため，

クローラにより収集した 2,270 万文書（30 GB）のウェブ上の和文の文書集合（ブログ）

本実験では google-perftools 2 における tcmalloc をメモリアロケータとして使用した．

に対して実験を行い，索引の構築速度と検索速度を測定した．使用するコア数の調整は OS

本システムの入力となる文書集合は文書キューに保存され，各メモリプロセスが 1 文書

のパラメータ ‘/sys/devices/system/cpu/cpu[CPU ID]/online’ を設定することにより行っ

ずつキューから取り出すことで動作する．また，本システムにおけるバッファは，辞書と転

た．本論文では，転置リストの構築手法は Geometric Partitioning 戦略（r = 2）を採用し，

置リストのデータ部分のみを対象としている．よって，ライブラリによって管理されている

実験で構築した転置リストは単語の出現頻度，位置情報を各文書 ID ごとに含み，文書 ID，

木構造や構造体などのライブラリ依存のデータはバッファの消費としてはカウントしない．

位置情報，GSN は前の値との差分値を保存する．転置リストは多くの検索エンジンで使わ

つまり，1 GB のバッファによる索引の構築においては，実際には 1 GB よりも多くのメモ

れている広く普及した Variable-byte 符号19),33) により圧縮している．索引構築時間は，構

リが使用される．

文解析，圧縮処理，メモリ上での転置処理，リストのマージ処理を含む．また，検索時間は
辞書の検索，ディスクからの転置リストの取得，Okapi BM25 26) による関連度計算と並べ
換え処理を含むが，元文章の取得やスニペットの作成時間は含まない．遅延マージにおける
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1 http://luxio.sourceforge.net/
2 http://code.google.com/p/google-perftools/
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表 4 実験環境 1
Table 4 Experimental environment 1.

CPU
メモリ
ディスク
OS
コンパイラ

dual-processor Quad-Core Xeon 5345 2.33 GHz
8 GB
SATA 7200 rpm
openSUSE 11.0 (Kernel 2.6.25)
gcc 4.3.1

5.1 単一ディスク環境における実験
表 4 に示す環境において単一ディスクを用いた実験を行った．結果を以下に示す．

5.1.1 索引構築時間
バッファの上限を 1 GB に指定し，各コア数における提案手法による索引の構築時間と，
既存手法（図 2 (a)，(b)）による構築時間を測定した．提案手法は，2 段階文書 ID が無効
の場合，2 段階文書 ID が有効で遅延マージが無効の場合，2 段階文書 ID，遅延マージとも
有効な場合の 3 パターンにおける構築時間を測定した．実験結果を図 13 に示す．提案手法
による索引構築では，コアの増加にともない構築時間が減少していることが確認でき，既

図 13

2,270 万件の文書集合に対する，各コア数における，既存手法・提案手法による索引構築時間（単一ディス
ク環境）
Fig. 13 Index construction time by the existing method and the proposed method for the 22
million document collection, for a range of the number of enabled cores.

存手法（図 2 (a)）と比べて約 4 倍の性能向上が得られた．2 段階文書 ID，遅延マージの効
果も確認でき，特に遅延マージにおける効果が大きく，遅延マージが無効である場合と比較

ショットに対して検索を実行した時間となる．この際，検索開始時に索引はメモリ上には

して，最大 25%程度の構築速度の性能向上が得られた．2 段階文書 ID の効果は 5%ほどと

載っていない．また，ここでは 1 台のディスクを使用しているため，ディスク I/O が発生

なったが，異なる環境や文書集合に対してはより効果的となる可能性があり，この検証は今

する複数の転置リストの取得処理は直列で行うものとする．

後の課題としたい．また，文書分散方式に対しては，2 コアで同程度，4 コア以上では提案

図 14 に実験結果を示す．提案手法により構築された索引に対しては，1 プロセスによる

手法がより高速に索引が構築できていることが分かった（8 コアでの結果では，約 26%提

既存手法（図 2 (a)）により構築された索引に対する検索時間に比べて若干上回る傾向にあ

案手法の方が高速である）．これは，文書分散方式では並列に I/O が発行されるため，ディ

るが，ほぼ同程度であることが分かる．一方，文書分散方式（図 2 (b)）により構築された

スク I/O の競合により多くのシークが発生するためであると考えられる．一方 1 プロセス

索引に対しての検索時間は，大幅な劣化が確認された．これは，3.1 節で説明した理由が主

による構築（図 2 (a)）では，コア数の増加にともなう構築時間の変化はまったく見られな

な原因であると考えられる．図 13，14 から，単一ディスク環境において，本提案手法の有

かった．

効性を実験により検証できた．

5.1.2 検 索 時 間

5.1.3 バッファサイズの索引構築時間への影響

5.1.1 項で各方法により構築された索引に対して，1 スレッドによる検索速度を測定した．

Geometric Partitioning などの手法は，索引の構築時間がメモリ上の構築におけるバッ

各方法において，索引ごとにスレッドを立て並列に検索を行うことは可能だが，索引数の違

ファサイズに大きく依存しないという特性がある．本論文の提案手法において，この特性が

いによる検索速度の本質的な違いを確認するため，1 スレッドにより実験を行った．検索ク

維持できているかを検証した．

エリは，実験に使用した文書集合からランダムに抽出した名詞 10,000 語を使用し，2,270

図 15 にバッファサイズ（1 GB，512 MB，256 MB，128 MB）に応じた索引構築時間を示

万件の文書集合に対する 8 コアを有効にした構築における，100 万件ごとの索引のスナップ

す．対象文書は同様に 2,270 万件の文書集合を用い，マージ戦略は Geometric Partitioning，
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構築には 8 コアを利用する．
図 15 上部の線は既存手法よる構築処理を表し，バッファサイズが小さい場合でも構築時
間の大きな速度低下は見られない1 ．また，図 15 下部の線は提案手法の結果であるが，遅
延マージの有効/無効にかかわらず，既存手法と同様に速度低下はほとんど見られない．つ
まり，本論文の提案手法は使用するマージ戦略の特性を維持できていると考えられる．

5.1.4 動的な環境における実験
実際の有用性の検証のため，索引構築と検索が共存するより動的な環境での実験を行っ
た．本実験では，8 コアの CPU のうち，7 コア（7 スレッド）を索引構築に使い，1 コアを
検索専用のスレッドとし，20 秒間隔2 で 5.1.2 項で使用した 1 万語のクエリの問合せを行っ
た．また，アプリケーション独自でキャッシュ機構は用いず，キャッシングは OS のページ
キャッシュに委ねた．
図 16 に実験結果を示す．結果から，検索時間が索引の構築に従って緩やかに増加してい
図 14 2,270 万件の文書集合に対する 100 万件ごとの索引に対する検索時間
Fig. 14 Query time with the indexes from the existing methods and the proposed method for the
22 million document collection.

る様子が確認できる．これは，ディスク上の索引数の増加にともなうオーバヘッドが起因し
ていると考えられる．また，マージの最中3 の検索時間が数倍増加していることが確認でき
る．これはマージの際に起きるディスク I/O と検索時のディスク I/O が競合しているため
だと考えられる．しかし，OS のページキャッシュにより，検索時のディスク I/O は少量に
抑えられ，検索時間の増加量は許容できる範囲内に収まっていると考えられる．さらに，検
索時間においてマージの後に大きく飛び出ている点が確認できる．これは，K が大きいと
きの K ウェイマージの後に起きており，大きいサイズの索引がディスク上に新たに作成さ
れ，その索引に対するキャッシュは存在しないため，多くのディスク I/O が発生し，他の
時間帯と比較して検索に多くの時間がかかったと考えられる．検索処理を共存させないと
きの 7 コア（7 スレッド）での索引構築時間と比較して 5%ほど構築時間が遅くなっている
が，大幅な劣化ではないと考えられる．本実験から一概には判断できないが，本提案手法の
有用性は確認できたと思われる．

5.2 複数ディスク環境における実験
表 5 に示す環境において複数ディスクを用いた実験を行った．結果を以下に示す．

5.2.1 索引構築時間
5.1.1 項の単一ディスクにおける実験と同様の実験を複数ディスクに対して実施した．バッ
図 15 2,270 万件の文書集合に対する，バッファサイズにおける索引構築時間の比較
Fig. 15 Index construction time for the 22 million document collection, for a range of buﬀer sizes.
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1 バッファが小さい場合は，作成される索引数の数は増加するため，検索速度の劣化が起こると考えられる．
2 問合せが完了してから 20 秒後に再び問合せを行うということであり，問合せのオーバラップは発生させない．
3 構築において縦方向に伸びている部分はマージされている時間帯であると判断できる．
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図 17

図 16 構築と検索が共存する環境における構築時間と検索時間
Fig. 16 Index construction time and query time for a range of the number of indexed documents.

Table 5

表 5 実験環境（複数台のハードディスク環境）
Experimental environment (with multiple hard drives).

CPU
メモリ
ディスク
OS
コンパイラ

dual-processor Quad-Core Xeon 5420 2.50 GHz
8 GB
SAS 10000 rpm * 8 台
openSUSE 11.0（Kernel 2.6.25）
gcc 4.3.1

2,270 万件の文書集合に対する，各コア数における，既存手法・提案手法による索引構築時間（複数ディス
ク環境）
Fig. 17 Index construction time by the existing methods and the proposed method for the 22
million document collection, for a range of the number of enabled cores.

かるが，文書分散方式では並列に I/O が発行されるため，複数のディスクの帯域をより有
効に活用できていることが原因であると考えられる．これは，提案手法においても並列な

I/O の発行によるさらなるパフォーマンスの改善が期待できることを示唆している．また，
独立した SAS ディスクでの文書分散方式が最も高速であるが，これは，各ディスクに独立
に I/O を発行できることにより，ディスク I/O の競合が減少し，それにともないディスク
シークが減少したことが原因であると考えられる．

5.2.2 検 索 時 間
ファの上限を 1 GB に指定し，各コア数における提案手法による索引の構築時間と，既存手

5.2.1 項で構築した索引に対して，1 スレッドにより検索処理を行った．5.1.2 項での実

法（図 2 (a)，(b)）による構築時間を測定した．提案手法と既存手法（図 2 (a)）に関して

験と同様に，2,270 万件の文書集合に対する 8 コアを有効にした構築における，100 万件ご

は，8 本の SAS ディスクから RAID0 のディスクアレイを構築し，それに対して実験を行

との索引のスナップショットに対して検索を実行した時間となる．RAID0 ディスクアレイ

い，文書分散方式（図 2 (b)）においては，同様に RAID0 ディスクアレイに対する実験と，

に対して構築した索引への検索は 5.1.2 項での方法と同様に，ディスク I/O をともなう複

独立した 8 本のディスクに対する実験を行った．

数の転置リストへのアクセスは直列に行った．RAID0 ディスクアレイでの内部ディスクに

実験結果を図 17 に示す．既存手法（図 2 (a)）以外の 3 つの方法とも同程度のパフォー

対する並列読み取りとの平等性のため，独立した SAS ディスクへのディスク I/O は非同期

マンスが得られていることが確認でき，既存手法（図 2 (a)）と比べて約 5 倍の性能向上が

I/O により行った（Linux 実装の libaio を利用）．また，各 SAS ディスク内への複数の索

得られた．提案手法に比べて文書分散方式のパフォーマンスが若干上回っていることが分
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図 19 解析による構築時間と評価実験による構築時間
Fig. 19 Index construction time from analysis and experiments.

図 18 2,270 万件の文書集合に対する 100 万件ごとの索引に対する検索時間
Fig. 18 Query time with the indexes from the existing methods and the proposed method for the
22 million document collection.

5.3 解析との比較
引へのアクセスは直列に行った1 ．

ここで得られた評価実験結果の検証を行うため，解析結果の比較を行う．表 4 の単一

実験結果を図 18 に示す．単一ディスク環境での結果（図 14）と同様に，提案手法によ

SATA ディスクの環境で，バッファサイズ 1 GB で予備実験を行ったところ，4 章における

り構築された索引に対する検索速度は，既存手法（図 2 (a)）による索引に対する検索時間

Time memory

とほぼ同程度であることが分かった．また，RAID0 ディスクアレイでの文書分散方式によ

表 5 の複数 SAS ディスク（RAID0）の環境で，バッファサイズ 1 GB で予備実験を行った

り構築された索引に対する検索速度は，単一ディスク環境での実験と同様に大幅に劣化して

ところ，Time memory

いる．一方，独立した SAS ディスクに対する文書分散方式により構築された索引に対する

解析ではこの比の値をそのまま用いる．

construction base

と Time first

construction base

level merge

と Time first

の時間比は約 30 : 1 となった．同様に，

level merge

の時間比は約 68 : 1 となった．

検索は，非同期 I/O により提案手法における検索速度の 2 倍程度に抑えられていることが

図 19 にコア数における解析結果と評価実験の結果を示す．なお，解析結果，実験結果は

確認できる．これは，全体としての索引数は増加するが，ディスクは独立かつ並列にアクセ

ともに 1 コアでの構築時間を基準に正規化した値となっている．全体として，解析結果と評

スされるため，索引の増加にともなう影響が小さくなっているためであると考えられる．提

価実験結果は非常に近い値となっていることが確認でき，実装したアルゴリズムがほぼ解

案手法は，構築速度は独立した SAS ディスクにおける文書分散方式に若干劣るものの，検

析どおりに動作していることが分かった．よって，提案手法の妥当性が検証できたと考えら

索時間で優位性を示すことができたといえるため，複数ディスク環境においても有効性を確

れる．

認することができたと考えられる．

6. 関連研究と議論

1 各 SAS ディスクに 4 つの索引がある場合（SAS1：1，2，3，4，SAS2：1，2，3，4），SAS1：1 と SAS2：1
は非同期 I/O で並列にアクセスし，次に SAS1：2 と SAS2：2 にアクセスする．
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高性能サーバを有効利用することは，並列情報検索（Parallel Information Retrieval）や
分散情報検索（Distributed Infromation Retrieval）の分野で古くから研究が行われてき
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た12),27),32) ．しかし，これらの研究の多くは索引の分散方法と検索処理の効率化を主眼と

を大幅に向上させることができることを示し，既存手法と比較して単一 SATA ディスク環

していた1),12),18),22),27),28),30),33) ．転置索引の分散方法については多くの実験が行われた結

境では 4 倍，複数 SAS ディスク環境では 5 倍の性能向上を確認した．そして，構築と検索

果，現在はスケーラビリティの観点から文書分散方式（Document Partitioning）による転

が共存する動的な環境での実験により，提案手法の有用性を確認した．さらに，本提案手法

置索引が有効であると考えられている12),18),28) ．しかし，分散索引の構築方法に関する議

の解析を行い，解析結果との類似性から提案手法の妥当性を検証した．今後の課題として，

論は少なく，主に静的な構築を対象としている

20),21),23)

．分散環境における動的な構築に対

してあまり議論が行われていない理由としては，大規模な文書集合に対しては依然として静
的な構築をする場合が多いことや，文書分散方式により動的な構築を各処理装置（ホスト）
ごとに独立に行うことが可能であるからと考えられる．近年の高性能サーバにおいても，同
様に文書分散方式により高速に索引を構築することが可能であるが，この方法では 3 章で
述べた理由から，検索速度の著しい劣化が発生してしまう．そのような問題を解決すべく，
我々は高性能サーバにおける動的な索引構築を高速に行う初期実験を行ってきた

11)

．

一方，静的な索引構築においては，ソートベースの手法やマージベースの手法などが広く
使われいる31),33) ．また，高性能サーバや複数のサーバ環境におけるスケーラビリティを確
保した静的な構築モデルとして Google 社が開発した MapReduce 8) があげられ，スケーラ
ブルな静的構築方法としては非常に有用であると考えられる．
動的な索引構築のスケーラビリティにおける我々の主張は，物理的に分離された複数の
サーバ環境では，文書分散方式により各サーバで独立に索引を構築する無共有型（shared-

nothing）のアーキテクチャが妥当であると考える．一方，1 台の高スペックマシン環境で
索引を構築する場合には，検索の効率性の観点から全共有型（shared-everything）のアー
キテクチャが優れていると考える．つまり，近年のハードウェアにより大量の文書を扱う全
文検索を行う場合は，マシン内では共有型，マシン間では無共有型で索引を動的に構築す
ることにより，文書分散方式における検索速度の劣化を防ぐと同時に，構築のスケーラビリ
ティの確保ができると考える．

7. ま と め
本論文では，高性能サーバにおける動的な索引構築手法を提案した．提案手法の動作原理
は，メモリ上で複数の索引を並列に構築し，ディスクへのマージ処理を協調して行うという
ものである．これにより，既存の文書分散方式による構築の欠点であった，ディスク上の索
引数の増加とランキング時のマージ処理からなる検索処理の著しい劣化を軽減することが
可能となった．また，さらなる効率化と高速化のための文書 ID 付与方式と遅延マージとい
う 2 つの手法を提案した．評価実験では，検索速度を低下させることなく，索引構築速度
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より現実的な環境における実験を行い，提案手法の有効性を検証していきたい．
謝辞 動的な索引構築における実験を行ううえで，多くの助言を与えてくれた Melbourne
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5) Büttcher, S., Clarke, C.L.A. and Lushman, B.: Hybrid Index Maintenance for
Growing Text Collections, Proc. SIGIR 2006, pp.356–363 (2006).
6) Cieslewicz, J. and Ross, K.A.: Database Optimizations for Modern Hardware,
Proc. IEEE, pp.863–878 (2008).
7) Cutting, D.R. and Pedersen, J.O.: Optimizations for dynamic inverted index maintenance, Proc. SIGIR 1990, pp.405–411 (1990).
8) Dean, J. and Ghemawat, S.: MapReduce: Simpliﬁed Data Processing on Large
Clusters, Proc. OSDI (2004).
9) Guo, R., Cheng, X., Xu, H. and Wang, B.: Eﬃcient On-line Index Maintenance for
Dynamic Text Collections by Using Dynamic Balancing Tree, Proc. CIKM 2007,
pp.751–759 (2007).
10) Gurajada, S. and Kumar, P.S.: On-line index maintenance using horizontal partitioning, Proc. CIKM 2009, pp.435–444 (2009).
11) Yamada, H. and Toyama, M.: Scalable Online Index Construction with Multi-core
CPUs, Proc. ADC (2010). (to appear)
12) Jeong, B. and Omiecinski, E.: Inverted File Partitioning Schemes in Multiple Disk
Systems, IEEE Trans. Parallel and Distributed Systems (TPDS ), Vol.6, pp.142–153
(1995).
13) Lehman, T.J. and Lindsay, B.G.: The Starburst long ﬁeld manager, Proc. VLDB

c 2010 Information Processing Society of Japan


47

全文検索におけるスケーラブルな動的索引構築手法

1989, pp.375–383 (1989).
14) Lester, N., Zobel, J. and Williams, H.E.: In-Place versus Re-Build versus ReMerge: Index Maintenance Strategies for Text Retrieval Systems, Proc. ACSC,
pp.15–23 (2004).
15) Lester, N., Moﬀat, A. and Zobel, J.: Fast on-line index construction by geometric
partitioning, Proc. CIKM 2005, pp.776–783 (2005).
16) Lester, N., Moﬀat, A. and Zobel, J.: Eﬃcient online index construction for text
databases, ACM Trans. Database Systems (TODS ), Vol.33, No.19 (2008).
17) Lim, L., Wang, M., Padmanabhan, S., Vitter, J.S. and Agarwal, R.: Dynamic maintenance of web indexes using landmarks, Proc. WWW 2003, pp.102–111 (2003).
18) MacFarlane, A., McCann, J.A. and Robertson, S.E.: Parallel Search using Partitioned Inverted Files, Proc. SPIRE, p.209 (2000).
19) Manning, C.D., Raghavan, P. and Schütze, H.: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press (2008).
20) Melink, S., Raghavan, S., Yang, B. and Garcia-Molina, H.: Building a distributed
full-text index for the web, ACM Trans. Information Systems (TOIS ), Vol.19,
pp.217–241 (2001).
21) Ribeiro-Neto, B., Kitajima, J.P., Navarro, G., Sant’Ana, C.R.G. and Ziviani, N.:
Parallel Generation of Inverted Files for Distributed Text Collections, Proc. Chilean
Computer Science Society, p.149 (1998).
22) Ribeiro-Neto, B. and Barbosa, R.A.: Query performance for tightly coupled distributed digital libraries, Proc. DI, pp.182–190 (1998).
23) Ribeiro-Neto, B., Moura, E.S., Neubert, M.S. and Ziviani, N.: Eﬃcient distributed
algorithms to build inverted ﬁles, Proc. SIGIR, pp.105–112 (1999).
24) Shieh, W.Y. and Chung, C.P.: A statistics-based approach to incrementally update
inverted ﬁles, Information Processing and Management: an International Journal,
Vol.41, No.2, pp.275–288 (2005).
25) Shoens, K., Tomasic, A. and Garcia-Molina, H.: Synthetic workload performance
analysis of incremental updates, Proc. SIGIR, pp.329–338 (1994).
26) Jones, K.S., Walker, S. and Robertson, S.E.: Information Processing and Management, Vol.36, No.6, pp.779–840 (2000).
27) Stanﬁll, C.: Partitioned posting ﬁles: a parallel inverted ﬁle structure for information retrieval, Proc. SIGIR, pp.413–428 (1989).
28) Tomasic, A. and Garcia-Molina, H.: Performance of inverted indices in sharednothing distributed text document informatioon retrieval systems, Proc. PDIS,
pp.8–17 (1993).

情報処理学会論文誌

データベース

Vol. 3

No. 2

27–47 (June 2010)

29) Tomasic, A., Garcia-Molina, H. and Shoens, K.: Incremental updates of inverted
lists for text document retrieval, Proc. SIGMOD, pp.289–300 (1994).
30) Tomasic, A. and Garcia-Molina, H.: Performance issues in distributed sharednothing information-retrieval systems, Information Processing and Management:
an International Journal, Vol.32, No.6, pp.647–665 (1996).
31) Witten, I.H., Moﬀat, A. and Bell, T.C.: Managing Gigabytes: Compressing and
Indexing Documents and Images, 2nd edition, Morgan Kaufmann, San Francisco,
California (1999).
32) Yates, B. and Neto, R.: Modern Infromation Retrieval, Addison Wesley (1999).
33) Zobel, J. and Moﬀat, A.: Inverted ﬁles for text search engines, ACM Computing
Surveys, Vol.38, No.2 (2006).
(平成 21 年 12 月 18 日受付)
(平成 22 年 4 月 2 日採録)
（担当編集委員

鬼塚 真）
山田 浩之（学生会員）
平成 15 年上智大学理工学部機械工学科卒業．同年日本アイ・ビー・エ
ム株式会社入社．平成 16 年ヤフー株式会社入社．全文検索エンジンの研
究開発に従事．平成 20 年 9 月より慶應義塾大学大学院理工学研究科博士
前期課程入学．現在に至る．全文検索システムとデータベースシステムに
興味を持つ．
遠山 元道（正会員）
慶應義塾大学理工学部情報工学科准教授．昭和 54 年慶應義塾大学工学
部管理工学科卒業．昭和 59 年同大学大学院博士課程修了後，管理工学科
助手，専任講師を経て現職．博士（工学）．平成 8 年 Oregon Graduate

Institute 客員研究員．平成 10〜13 年科学技術振興事業団さきがけ研究 21
「情報と知」領域研究員．主にデータベースの研究に従事．電子情報通信
学会，日本ソフトウェア科学会，IEEE，ACM 各会員．

c 2010 Information Processing Society of Japan


