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1

はじめに

インターネットの普及により，日頃からウェブサイト
を閲覧する機会が増えている．そうしたウェブ閲覧者
の多くは，自らの関心事項について Google や Yahoo!，

Bing といった検索エンジンを用いてウェブ検索を行っ
ている. 各検索エンジン会社においては，ウェブ検索
者の検索ログが蓄積されており，多数のウェブ検索者
が検索したキーワードに対して，検索者が強い関心を
持つ語を抽出し，検索エンジン・サジェストとして提

図 1: 検索エンジン・サジェストにおける情報要求観

示するサービスを提供している．ここで，本論文では，

点の例

詳細な情報を検索したい対象を「検索対象」と呼ぶ．
また，検索対象に対して，検索者が AND 検索の形で
二つ目以降のキーワードとして指定し，検索対象に対
して詳細な情報を得るために用いる観点を「情報要求

あることを示す．

2

情報要求観点の収集

観点」と呼ぶ1 ．すると，検索エンジン・サジェスト
として提示される言葉は，
「検索対象」に対して，多数

検索エンジン・サジェストからの

選定した評価用検索対象に対して，Google2 検索エン

のウェブ検索者が「情報要求観点」として指定した語

ジンを用いて，一検索対象当たり約 100 通りの文字列

に相当しており，ウェブ検索者の関心事項そのものを

を指定し，最大約 1,000 語のサジェストを収集する．

反映していることが分かる．ここで，本論文では，検

100 通りの文字列とは具体的には，五十音，濁音，半

索対象に対して提示されるサジェストのうち，ウェブ

濁音および「きゃ」や「ぴゃ」などの開拗音である．

検索者の知識の範囲では検索対象との間の関係を推定

例えば検索窓に「コーラ こ」と入力すると，
「工場見

できないものに着目し，検索対象と検索エンジン・サ

学」や「凍らせる」などがサジェストとして提示され

ジェストとの間の関係を提示する枠組みを提案する．

るので，それらの収集を行う．

具体的には，検索結果上位の文書のタイトル中に頻出
する最長文字列を手がかりとすることにより，検索対

3

検索対象と検索エンジン・サジェ
ストとの間の関係

象とサジェストとの間の関係を提示することが可能で

本論文では，検索エンジン・サジェストを大別し，ウェ
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1 図 1 の例では，検索窓に「コーラ 」を入力すると，
「工場見学」，
「音楽」，
「依存性」などが検索エンジン・サジェストとして提示され
る．この例では，
「コーラ」が検索対象であり，
「工場見学」，
「音楽」，
「依存性」等が情報要求観点である．また，実際の検索ログにおい
ては，
「コーラ AND 工場見学」のように，検索対象と情報要求観
点の AND 検索の形式で表現された検索要求が蓄積されている．

ブ検索者の知識の範囲で検索対象との間の意味関係を
推定できるものと，ウェブ検索者の知識の範囲では検
索対象との間の意味関係を推定できないものとに分け
る．例えば，図 2 (a) の例のように，検索対象が「コー
ラ」，サジェストが「成分」の場合，コーラの「成分」

(実際の成分は砂糖，シナモン，バニラ等) を調べよう
とした多数のクエリが検索ログに含まれることから出
現したと推定可能である．一方，図 2 (b) の例のよう
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表 1: 判定者が検索対象との間の意味的関係を推定で
きないサジェストの割合
判定者が検索対象
との間の意味関係
検索
対象

総

を推定できない

サジェスト

サジェストの割合 (%)

数

(意味関係を推定
できないサジェスト数

図 2: 検索対象とサジェストとの間の意味関係の推定

/判定サジェスト数)
に，検索対象が「コーラ」，サジェストが「きゅうり」

コーラ

791

24.7 ( 195 / 791 )

の場合は，一般に「コーラ」と「きゅうり」の意味関係

犬

939

24.6 ( 99 / 403 )

を推定するのは困難である．本論文では，このように，

猫

931

23.1 ( 106 / 459 )

ウェブ検索者の知識の範囲では，検索対象とサジェス

尖閣諸島

657

21.3 ( 140 / 657 )

トを提示されただけでは，検索対象との間の意味関係

海賊版

595

18.2 ( 108 / 595 )

を推定できないサジェストに焦点を当てて，それらの

ニート

715

16.7 ( 65 / 390 )

卵

849

16.3 ( 84 / 515 )

貯金

729

10.3 ( 75 / 729 )

京都

970

0.9 ( 2 / 229 )

就活

906

0.0 ( 0 / 507 )

意味関係を提示することを目的とする．
ここで，本論文の第一著者がウェブ検索者であると
いう状況を想定して，10 種類の検索対象について，実
際に検索対象とサジェストのみからでは両者の意味関
係を推定できないサジェストの割合を調査した結果を
表 1 に示す．例えば，検索対象が「犬」の場合，意味
関係を推定できない割合は 24.6% であった．ここでは，
例えば，サジェストが食べ物を表す語であった場合，
その食べ物を犬に与えてよいのか，あるいは，与えて
はいけないのかは，検索対象とサジェストのみを見た
だけでは判定できない．また，サジェストが「住所」
の場合，実際に検索をしてみると，
「犬を飼い始めた
時などには，住所登録などが必要な地域もある」とい
う意味関係であることが分かるが，検索対象とサジェ
ストのみからその意味関係を推定することは容易では

図 3: 検索対象「コーラ」とサジェスト「きゅうり」の

ない．一方，検索対象が「就活」の場合，判定者であ

関係推定におけるページタイトルの利用

る本論文第一著者が大学生であることから，すべての
サジェストとの間の意味関係が推定可能であった．検

とサジェスト「きゅうり」の間に「キュウリ味」とい

索対象「就活」のサジェストとしては，例えば，
「コー

う意味関係を推定することができる．また，タイトル

ト」，
「エントリーシート」等が含まれていた．

の他に，検索結果上位ページのスニペットについても，

4

検索結果上位ページのタイトルの
有効性

関係推定において有効であると考えられる．ただし，
本論文の方式によって評価した結果においては，スニ
ペット単独ではタイトルよりも低い評価結果となった．

検索対象とサジェストとの間の意味関係の推定におい
て，検索結果上位ページのタイトルが有効か否かに

5

らの関係語収集

ついて述べる．検索対象が「コーラ」，サジェストが
「きゅうり」の場合に，検索結果上位のページのタイト
ル例を図 3 に示す．このタイトル中には「キュウリ味
のコーラ」という文字列が含まれており，この文字列
を手がかりとすることによって，検索対象「コーラ」

検索結果上位ページのタイトルか

本論文では，以下の手順によって，検索対象とスニペッ
トの間の関係を表す語の候補を収集する．

(1) 検索対象とサジェストの AND 検索の検索結果に
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表 2: 検索対象「コーラ」に対して調査対象としたサ
ジェスト 32 個の一覧
きゅうり，黒，緑茶，充電，浄水器，浄水，わさび，
ブリーチ，染め方，脱色， アイス，バニラアイス，
表面張力，メントス，虫，生肉，就職，内定，
ルート配送，見学，京都，京都 見学，ミャンマー，
掃除，汚れ落とし，洗濯，便器，メッセージ，
シークレットメッセージ，ペットボトル 文字，
サプライズ，飛行機

として，

sj ∈ R(g)
となる j の最小値を jmin (g) とする．このとき，以下
図 4: 検索結果上位ページのタイトルからの関係語収集

の二つの割合を用いて検索結果上位ページのタイトル
から関係語候補を収集する方式の評価を行う．

のタイトルの集合を Tn とする．

(1) 頻度の降順に s を並べた時の順位を i として，
jmin (g) ≤ i となるサジェスト g の割合として
次式を用いる．






 g ∈ Gjmin (g) ≤ i 
 
rater (i) =
 
G

(2) Tn 中の 2 文字以上の任意の部分文字列を s とす
る．タイトル Ti (∈ Tn ，i = 1, . . . , n) のうち，文
字列 s を含むものの数を f req(s) と表す．

(3) Tn 中には，2 文字以上の部分文字列が合計 m 個含
まれるとすると，それらの部分文字列 s を f req(s)

(2) 各サジェスト g に対して，順位 j = jmin (g) とな

の降順に並べた結果は，
1

2

j

m

s , s , ..., s , ..., s

る時の頻度を f req(sjg ) とすると，頻度 f におい

(1)

て，f req(sjg ) ≥ f となるサジェスト g の割合と
して次式を用いる．

と書ける．ここで、sj は順位 j 位の文字列を表す．

ratef (f ) =






 g ∈ Gj = jmin (g) として f req(sjg ) ≥ f 
 
 
G

次節の評価においては，Google における検索順位 n =

10 位までの検索結果のページタイトルを対象として以
上の処理を行い，順位 j 位までの文字列の評価を行っ
た．検索対象が「コーラ」，サジェストが「きゅうり」
の場合の例を図 4 に示す．この場合，頻度最大の部

評価用の検索対象を「コーラ」，検索対象「コー

分文字列は「ペプシ」，頻度の降順 4 位の部分文字列

ラ」に対する評価用サジェスト 32 個 (表 2) について，

は「キュウリ味の」であり，f req(ペプシ) = 8，f req(

rater (i)，および，ratef (f ) をプロットした結果を図 5，
および，図 6 にそれぞれ示す．図 5 より，4 位までの

キュウリ味の) = 5 となる．

6

文字列を参照することにより，全サジェストの 60%程

評価

一つの検索対象に対して収集したサジェストの集合を

G，一つのサジェストを g(∈ G) とする．ここで，サ
ジェスト g に対して，検索対象とサジェスト g との

AND 検索の結果の上位 10 ページまでのタイトルを参
照して，いずれかのタイトルに含まれる文字列のうち，
検索対象とサジェスト g との関係を表していると考え

度に対して，検索対象との意味関係が推定可能である．
一方，図 6 より，頻度 3 以上の文字列を参照すること
により，同様に，全サジェストの 60%程度に対して，
検索対象との意味関係が推定可能である．

7

関連研究

文献 [5] においては，検索エンジンによって提示される

られる文字列の集合を人手で作成したものを R(g) と

サジェストのうち冗長なものを集約するとともに，関

する．そして，式 (1) において順位 j 位の文字列を sj

連するサジェストを集約的に俯瞰する枠組みを提案し
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掲載されていない観点に焦点を当てて，Wikipedia と
は異なる観点についての情報を収集して集約し，提示
する方式を提案している．特に，Wikipedia において
は，物事を解決するための実用的な知識や経験談，些
細な雑談の類いや最新の話題等が掲載されることはあ
まり多くない．一方，文献 [7] においては，検索エン
ジン・サジェストを分析することによって，ウェブ検
索者がそれらの話題についても高い関心を持っている
ことを示している．また，検索エンジン・サジェスト
図 5: 評価結果：関係語候補の頻度降順順位に対する

に関連する研究として，文献 [8] においては，検索エ

累積割合

ンジンの検索ログを情報源として語の意味関係に関す
る多様な知識を獲得する方式を紹介している．

8

おわりに

本論文では，ウェブ検索者の関心事項を収集するため
の情報源として検索エンジン・サジェストに焦点を当
て，検索対象と検索エンジン・サジェストとの間の関
係を提示する枠組みを提案した．特に，検索結果上位
の文書のタイトル中に頻出する最長文字列を手がかり
とすることにより，検索対象とサジェストとの間の関
係を提示することが可能であることを示した．今後は，
図 6: 評価結果：関係語候補の頻度に対する累積割合
ている．さらに，サジェストに対して収集されるウェ
ブページ集合に対して，話題が重複する冗長なウェブ
ページを集約して俯瞰する枠組みを提案している．本
論文は，このサジェスト俯瞰の枠組みの一環として，
検索対象とサジェストとの間の意味関係を簡潔に提示
する方式として位置付けられる．
このウェブ検索結果俯瞰に関する関連研究としては，

Web ページの検索結果を分類し，各分類に対して適切
な要約文を付与するという手法 [4]，検索された個々
の Web ページに対してラベルの付与を行い，付与さ
れたラベルに基づいて分類を行う手法 [1, 3, 9]，階層
的なトピックの体系を推定する手法 [2] 等が提案され
ている．また，メタ検索エンジンにおいてウェブペー
ジ検索結果の上位 200 記事程度を対象にして，検索結
果のクラスタリングおよびラベル付けをした結果を提
示するサービスとして，Yippy3 が知られている．一
方，文献 [6] においては，与えられた文書集合の話題
を俯瞰するタスクにおいて，Wikipedia を知識源とし
て，検索された文書集合全体にわたる分野や話題の粒
度にまで抽象化されたファセット体系を用いる手法を
提案している．

検索エンジン・サジェスト集約結果 [5] において本論文
の関係提示方式を組み込む手法を確立する予定である．
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