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　情報の電子化が進み、膨大な量の情報
が社内に蓄積されるようになりました。
しかし、そのような情報の活用について、
例えば、「社内情報が組織間で共有でき
ていない」「必要な情報を見つけるのに
時間がかかる」といった課題を抱えてい
る企業が多いのではないでしょうか？
　一方で、インターネット上には社内情
報とは比較にならないほど莫大（ばくだ

い）な情報が存在していますが、高性能
なサーチエンジンが普及しているため、
欲しい情報を手軽に入手することができ
ます。社内情報を効率的に活用する場合
も、サーチエンジンの導入が効果的だと
考えられます。しかし、そのようなサー
チエンジンの導入には高額の費用がかか
るため全社的に適用される例は少ないの
が実情です。
　社内情報を廉価な環境で効率的に検索
できることが求められています。

いう類似度に基づく概念検索のロジック
を考案しました。WEDにより、通常の
概念検索と同様の機能だけでなく、概念
の類似性に基づく検索クエリの推薦もで
きるようになりました。
　WEDは任意の文書ファイル間の概念
の近さを、「編集コスト」（単語の追加、
削除、置換）により算出します。
　例えば、助詞などの機能語はあまり内
容に関係がないので重みを低くし、逆に
名詞などの内容語は内容に関係があるの
で重みを高くするなど、単語ごとに編集
コストの重み付けを行います。このよう
にしてWEDで定義する類似度が人間の
判断する類似度と近くなっています。
　社内検索の対象となるファイルは大
量であるため、WEDの実装には、主に
Hadoop* 1を用いています。また、概念
ネットワーク計算のリアルタイム処理を

実現するため、Storm*2やSpark*3の調査
・検証も併せて実施しています。部内の
検索システムに追加実装したところ、類似

キーワードやファイルの機能が利用され、
全文検索と比較して利用者のクエリ入力
回数を減らすなど効果を確認できました。

　社内情報を効率的に検索するために、
NTTコムウェアではWebサイトなどの情
報検索にも用いられているオープンソース
ソフトウエア（OSS）製品のApache Solr（全
文検索エンジン）の利用に着目しました。
　Solrの導入に際し、インターネット上
の情報検索と社内情報検索では、どのよ
うな違いがあるか調査しました。その結
果、検索されることを考えて作成された
Webサイトなどに比べ、社内の文書ファ
イルは検索されることを考慮していない

ため、検索クエリにヒットしにくい、つ
まり検索漏れの課題があることが分かり
ました。また、社内情報では、企業ある
いは組織独自の用語が多数あり、用法も
統一しきれていません。特に経験の浅い
社員にとっては、専門用語に精通してい
ないため、適切な検索クエリを想起しに
くいという問題があります。そのような
状況で、通常の検索クエリを含むファイ
ルのみを検索する方式では必要な情報を
見つけるのに時間がかかります。そこで
Solrへの追加機能あるいは新しい検索方
式が必要になります。

　「2.課題」で紹介したように、利用者
が適切な検索クエリを想起できなくて
も、欲しい情報を見つけられるように、
NTTコムウェアでは「概念検索」に着目
し、ロジックと実装方式を考案しました。
　概念検索とは、検索クエリに対してフ
ァイル間や単語間の概念の類似度を計算
し、概念が類似する情報を検索する方式
です。例えば「オープンソースソフトウ
エア」と入力しても、「OSS」「フリーソ
フトウエア」など、概念的には同じ意味
を持つ単語を含むファイルも検索できる
ため、検索漏れを少なくすることができ
ます。
　この概念検索を、社内情報検索で
実用化するために、Weighted Edi t 

Distance（WED: 重み付き編集距離）と
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ッグデータ分析を活用していただくことを目指し
ています。社内情報検索も、2015年度の商品化
に向け、大規模な社内実証実験を進めています。

　ビッグデータ分析は注目の技術で
すが、導入効果を判断する類似の事
例が見つからず、お困りのことも多
いと思います。ビッグデータはSNS（ソ
ーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）、マーケティング分析など特定
の分野でしか成功事例が報告されて
おらず、導入が期待される多くの分
野では効果が未知数なのも事実です。
私たちは、ビッグデータ分析の研究
成果を早期に実用化することで、ビ

ビッグデータの研究成果を
早期に実用化することが目標

　今後は、上記の概念検索の応用コンテ
キスト（背景や状況）に沿って、必要な情
報を提案するパーソナルランキングの実
現に取り組んでいきます。
　例えば「ビッグデータ」という検索クエリ
で検索したとき、営業担当なら営業提案資
料を、開発担当なら技術資料を見つけたい
というニーズがあるとします。現在は、利
用者のニーズにかかわらず、同一クエリ
に対して同じ検索結果が提示されます。こ
こで利用者のニーズに合わせたパーソナ

ルランキングを提示することができれば、 
利用者は必要な情報を素早く的確に入手で
き、業務効率の向上を期待できるでしょう。
　検索システムを進化させるには、情報を
探すのもつくるのも「人」であるという点に
着目し、情報について詳しいコミュニティ
ーのオピニオンリーダーの特定が必要と考
えています。そのため情報ネットワーク解
析などを研究対象とし、新たな情報検索方
式の考案を目指しています。その結果、検索
システムは利用者のフィードバックなどを取
り込む形で進化し、クラウドソーシングの基盤
になると予想しています。
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重み付き編集距離を
用いた概念検索とリアルタイム処理

未来を変革する N T Tコムウェアの新 技術

未来 情報の電子化が進み、社内でも膨大な量のデータが蓄
積されるようになりました。インターネット上の情報検
索にはない、社内情報に適した新しい検索方法が求め
られています。
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ビッグデータ処理の技術を活用した
社内情報の効率的な検索“

”

 Hadoop：大規模データ処理基盤／分散処理のフレームワーク
 Storm：ストリームデータ処理のフレームワーク　  Spark：インメモリー型の分散処理フレームワーク
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Weighted Edit Distance（WED）の計算方法

W E Dによって、ファイル間の距離を
求め、概念ネットワークを形成する。

ファイル間の編集コストと単
語の編集重み付けによりファ
イル間の距離を計算

単語が意味的に近いほど編
集の重みは低くなり、遠いほ
ど編集の重みは高くなる。

ファイル1とファイル3のWEDは3.1
テキストなどの ⇔ （挿入） 重み : 1.0
ビッグデータ　 ⇔ 顧客データ 重み : 0.9
Solr　 ⇔ データベース 重み : 1.2
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ファイル3

ファイル1とファイル2のWEDは1.1
テキストなどの ⇔ （挿入） 重み : 1.0
ビッグデータ　 ⇔ Big data 重み : 0.1

ファイル2とファイル3のWEDは2.0
Big data  ⇔ 顧客データ 重み : 0.8
Solr 　 ⇔ データベース 重み : 1.2
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