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はじめに
本研究では、情報検索システムや、レコメンダー・システム、パーソナル・インフォメーション・
システムなどで使用できる検索メカニズムを提案する．このメカニズムの第一特徴は、コンテキスト
の扱い方である．検索システムの検索結果を向上させるには、検索時のコンテキストを取り入れるこ
とが必要不可欠であろう[10, 5]．そのため、我々は、斬新なネットワーク形式主義を提案する．
この形式主義の出発点となったのは、我々が開発しているぐるめアドバイザー[4, 7]（ぐるアドと省
略する）というレストラン検索システムである．このシステムは、一般的情報検索システムというよ
り、レコメンダー・システムに近いかもしれない[8]．
我々が、グルメ、つまり食事とその味、をテーマにしたのは、情報検索システムにおける曖昧言葉
とパーソナライゼーションの問題に挑戦したかったからである．価格感や味覚は個人差があり、誰に
とって、何が安いか、何が〝さっぱり〟しているかなどが、その問題である．曖昧言葉とパーソナラ
イゼーションという二つの問題が共通しているのは、コンテキスト（文脈）ということである．すな
わち、コンテキストを表し、それによって適した検索結果をだせる形式主義を要する．
当初、システムの表現言語・処理機構として、連想活性化伝播ネットワーク（associative spreading
activation network）[12]を活用したかったが、古典的技法に疑問点を見つけたため、新しいモデルを提
案する．
1.

連想ネットワークとコンテキスト
A.I.で知られている連想ネットワーク[3]は、哲学で 2300 年の歴史をもつ連合主義（associationism）
に由来する．連合主義は、心理学に強い影響をあたえ、そして、心理学でうまれた連想ネットワーク
が 70 年代後半に、A.I.でもよく使われるようになった．未だに、連想ネットワークは、連合情報検索
（associative information retrieval）でたびたび使用されている[2]．しかしながら、ぐるアドのシステム
には、古典的連合ネットワークをそのまま使うことができなかった．
なぜならば、我々は古典的連合ネットワークに二つの問題点を発見した[5]からである．一つ目は、
コンテキストの扱い方がシンプル過ぎることで、二つ目は、異なった連想のタイプの扱い方が不十分
である、という点である．コンテキストによって、強さが変わる連想があり、あるコンテキストで連
想している事項が、別のコンテキストでまったく連想しなか
n
ったり、連想の種類が異なったりする場合がある．たとえば、
( t +1)
a
=
w ji ai( t )
j
ぐるアドの例を挙げれば、〝さっぱり〟と〝ラーメン〟とい
i =1
う二つの事項は、ユーザーによって連想の強さが違うはずで
( t +1)
A
= WA(t )
あるが、 リンク自体を調節できない 古典的モデルはこういっ
(t )
a j : 時点 t でのノード j の活性度
た例に対応できない．
w ji : ノード i からノード j へのリンクの重み
数式 1 で、活性化されたノードから活性度を波及させる、古
典的モデルの基本方程式を示す（さまざまなパラーメータを
除いた）．連想の強さはリンクの重み w ji によって表わせれて 数式 1 古典的な技法の基本方程式
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いるが、数式から分かるように、その重みは固定していて、コンテキストによって連想の強さが変わ
ることが不可能になっている．こういう連想ネットワークでも簡単なコンテキストに合わせた振る舞
いを発揮するが、連合主義のシステムで、曖昧言葉やパーソナライゼーション、即ち個人の嗜好や文
脈の違いに対応するに、その機能が不十分である[5]．

CASAN モデル
そ こ で 、 提 案 す る モ デ ル を CASAN （ contextual
associative spreading activation networks）（コンテキスト
連想活性化伝播ネットワーク）と称し、連想ネットワ
ークにコンテキスト・ノードとリンク・タイプ・ノー
ドを加えることによって、古典的モデルを改善する．
コンテキスト･ノードとリンク･タイプ・ノードは、図 3
で示してあるように、リンクと結びついている．普通
のコンテンツ・ノードと同様に、コンテキスト･ノード
とリンク･タイプ・ノードが活性化される．しかし、タ
ーゲット・ノードに直接の影響がなく、リンクの重み
に影響を与える．
新しい、二つのノード・タイプの付加が、活性化伝
図 1 CASAN モデル
播のアルゴリズムにもたらす最も大きい変化は、基本
方程式を線形から非線形にし、そして、2 次元の重みのマトリックスを、4 次元のテンソルにするこ
とである．そして、ノードの活性度を計算するときに、コンテキスト･ノードとリンク･タイプ・ノー
ドにふさわしく一般の内積と異なる、二つのオペレー
Ai( t +1) = (Wijkl ⋅c A(t ) ) ⋅ A(t ) : A( t )
ターを導入する．その結果、CASAN ネットワークでは、
コンテキストにあわせてリンク自体が調節できる．具
Wijkl : ノード j から i へのリンク、k がリンク・タイプ・ノード、
体的にいえば、あるリンクのコンテキスト・ノードの
l がコンテキスト・ノード
⋅ : 一般の内積
活性度によって、そのリングの重みが変わる．たとえ
⋅c : 一般の内積の足し算を掛け算にした内積
ば、コンテキスト・ノードの活性度がゼロであれば、
: : 一般の内積に活性度シェアリングを加えた内積
ソース・コンテンツ・ノードが活性化しても、ターゲ
ットには影響がない．CASAN ネットワークのこの振る
数式 2 CASAN モデルの基本方程式
舞いは、アルゴリズムの非線形化および重みマトリッ
クスのテンソル化で可能になる．新しい基本方程式を数式 2 で示す．
新モデルを実際のシステムで扱うようにするた
めには、CASAN エンジンというソフトウェア・
モジュールを提案する．このエンジンは、抽象的
な CASAN モデルを実践的にするために必要であ
り、モデル計算のある箇所を簡易化する．たとえ
ば、ネットワークのノードを三つのレイヤーに分
割することによって、活性化伝播のアルゴリズム
を計算しやすくする利点がある．
計算しやすくなる理由は、図 2 で示してあるよ
うに、三つのレイヤー間に普通の伝播リンクがな
く、独立した三つの連想ネットワークができるの
図 2 CASAN エンジンの三つのレイヤー
で、別々で活性化伝播を行うのからである[8]．
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新宿駅の近辺にさっぱりしたラーメンを食べたい
ユーザーが、例えば、〝新宿駅の近辺にさっぱりしたラーメンを食べたい〟という要求がある場合
を考えよう．この例で使うネットワークは 図 3a)で表示され、リンクの詳細は 表 1 の通りである．要
求から〝新宿駅〟〝近辺〟〝さっぱり〟〝ラーメン〟といったキーワードをとり（そのため必要な自
然言語処理はこの研究の目的外である）、それらのノードを活性化させる（活性度を 1 にする）．
それから、ユーザーにコンテキストを指定してもらうか、例えばユーザープローファイルから取る
などか．コンテキストが例えば〝女子大学生〟とする場合、そのコンテキスト・ノードも活性化させ
る．ぐるめアドバイザーなので、〝レストランA〟から〝レストランC〟までをゴール・ノードにす
る．ゴール・ノードというのは、答えとしてありうる情報を表わすノードで、ゴール･ノード集合の
中もっとも活性度の高いものを要求の答えにする．そうすれば、活性化伝播前の活性化パターンは 図
3b)の通りになる．そして、活性度を波及すれば、 図 3c)で見えるように、〝レストランC〟の活性値
がゴール・ノードの中でもっとも高く、そのレストランを推薦する．今度はユーザーが、〝女子大学
4.

生〟ではなく〝年配の方〟というコンテキストを選んだ場合、図 3d)で見えるように、〝レストランB
〟の活性化値が高く、それを推薦する．このコンテキストに合わせて変わってくる結果は、表 1 から
わかるように、それぞれのコンテキストによって、リンクの有無や、重みの値が変わったりすること
による．例えば〝ラーメン 1〟が〝女子大学生〟にとって〝さっぱり〟しているのに対して、〝ラー
メン 2〟が〝年配の方〟にとって〝さっぱり〟している．そして、〝レストランB〟が〝女子大学生
〟にとって〝新宿駅〟に.1 近いのに対して、〝年配の方〟にとって.12 近いである．

b)

c)

a)

d)

図 3 例で使うネットワークと、その三つの時点での活性化パターン
表 1 ネットワークのリンク
ソース･ノード
ラーメン
ラーメン
ラーメン
ラーメン 1
ラーメン 2
ラーメン 3
さっぱり
さっぱり
さっぱり
近辺
近く
新宿駅
新宿駅
新宿駅

ターゲット･ノード
ラーメン 1
ラーメン 2
ラーメン 3
レストラン A
レストラン B
レストラン C
ラーメン 1
ラーメン 2
ラーメン 3
t4
t4
レストラン B
レストラン B
レストラン C

リンク・タイプ･ノード
t1
t1
t1
t2
t2
t2
t3
t3
t3
t5
t5
t4
t4
t4

コンテキスト･ノード
empty
empty
empty
empty
empty
empty
女子大学生
年配の方
女子大学生
empty
empty
女子大学生
年配の方
女子大学生

関連研究と議論
ぐるアドのような個人の嗜好の違いに対応することを目的とした関連研
究が沢山あり[8]、レコメンダー･システムという分野がまさにそれを目的と
した分野である．さらに、連想ネットワークを使ったレコメンダーシ・ス
テムも提案された[1, 11]．情報検索の分野でも最近コンテキストという問題
を研究されるようになり[10]、 Y!Q はその最新例である[9]．
しかし、我々のモデルのようにコンテキストを扱える、連想ネットワー
クと活性度機構を使用する連合情報検索システムがない．CASAN モデルで
初めて可能となるコンテクチュアルな、連想ネットワークの振る舞いはた
くさんある．それに対して古典の連想ネットワークが扱えるコンテキスト
が不十分で[5]、提案するモデルでその問題を解決する．例えば、上の例と
同じようなネットワークを古典のモデルで作ろうとすると、その一部が図 4
のネットワークになるだろう．リンクを直接に調節するコンテキスト・ノ
ードがないため、〝女子大学生〟と〝年配の方〟のノードを直接にターゲ
ット･ノードの〝ラーメン〟につないで、〝さっぱり〟から伝わってくる活
性度を c と d の重みである程度調節できる．ただし、こんど〝おいしい〟

重み
.1
.1
.1
1.
1.
1.
.1
.1
.1
1.
1.
.12
.1
.1

5.

図 4 古典的連想ネット
ワークの場合、うまく
いかない例

という感覚表現の個人差を表わそうとすると、c と d を変えられないため（〝さっぱり〟との関係が
崩れてしまうから）、うまくいかない．
おわりに
確かに、上で挙げた例は単純な例にすぎないが、提案する連想ネットワークのモデルは、曖昧言葉
を使った検索とパーソナライゼーション、つまりコンテクチュアルな振る舞い、を実現するために必
要な、コンテキストのメカニズムを持っている、と例証できた．また、この例から分かるように、コ
ンテキストは自動的のみに決まるのではなく、ユーザーがそれを指定し、ユーザーの選択によってコ
ンテキスト・ノードの初期活性化を設定することもできる．したがって、ユーザー内でも時間や気分
によってコンテキストが変化する場合にも、対応できる．
以前、複雑適応情報システムという、新しい情報システムの概念を提案した[6]が、この論文で提案
する CASAN モデルがその具体的な処理方法となる．これから、CASAN エンジンをぐるアドなどの
アプリケーションに実装し、CASAN モデルの実行可能性を実験していきたい．
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