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表 1: 「結婚」に関するサジェストの日中比較対照分

はじめに

21 世紀の情報社会では，政府機関や会社企業などに
とって，グローバル化により，自国の情報だけではなく
他国の情報も重要となっている．近年のインターネッ
トの普及により，非常に多くの人がウェブサイトを閲
覧して情報を収集している．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，Yahoo!，

Baidu 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．ここで，ウェブ検索者・ウェブ閲覧者が，検
索エンジンを用いてウェブ検索を行って他国の情報を
得ることはそれほど容易なことではない．そこで，本
研究においては，ウェブ検索者の関心事項に着目する
ことにより，ウェブ上の情報を多言語 (日本語・中国
語) 間で比較・対照分析し，他国の情報の収集を支援
するとともに，言語間の差異発見の過程を支援するア
プローチをとる．この問題に対して，文献 [5] におい
ては，ウェブ執筆者の関心動向を収集するための情報
源として，日中検索エンジン・サジェストを用いて，
国・文化・言語間の差異発見過程を支援する方式を提
案した．しかし，文献 [5] の手法においては，サジェス
トの集約において人手を用いており，相当なコストと
時間が要していた．そこで，本論文では，トピックモ
デルを用いることによりサジェスト集約を自動で行っ
た上で，日中間対照分析を行う (図 1)．
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のウェブ検索者が AND 検索の形で二つ目以降に入力
した語を情報源として抽出されたものである．そこで，
本論文では，検索エンジン・サジェストには，ウェブ
検索者の関心事項そのものが反映されていると考え，
ウェブ検索者の関心事項を収集する目的で，検索エン
ジン・サジェストを収集する．
日本語側においては，検索対象「結婚」に着目し，

Google1 検索エンジンに対して，一検索対象当り 100
通りの文字列を指定し，最大 1,000 語のサジェストを
収集する．100 通りの文字列とは具体的には，五十音，
濁音，半濁音及び「きゃ」や「びゃ」などの開拗音で
ある．例えば検索窓に「結婚 ゆ」と入力すると，
「指
輪」や「指輪 相場」などがサジェストとして掲示さ
れるので，それらを収集することにより，956 個のサ

検索エンジン・サジェストの収集

ジェストを収集した．
中国語側においては，検索対象「

各検索エンジン会社においては，ウェブ検索者の検索

」に着

ログが蓄積されており，多数のウェブ検索者が検索し

目し，Google 検索エンジンに対して，一検索対象当り

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示するサー

28 通りの文字列を指定し，最大 280 語のサジェスト
を収集する．28 通りの文字列とは具体的には，中国語

ビスを提供している．ここで，検索エンジン・サジェ

のピン音の部首である．例えば検索窓に「

ストとして提示される語は，検索対象に対して，多数

j」と入力すると,「 ᡈ㻔ᣦ㍯㻕 」などがサジェストと
して掲示されるので，それらを収集することにより，
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図 1: トピックモデルを用いた検索エンジン・サジェストの日中間対照分析

3

検索エンジン・サジェストの集約

3.1

おけるトピック zn の確率分布 P (zn |d) (n = 1, . . . , K)
を推定する．トピック数 K としては，K = 50(日本

概要

本節では，図 1 に示すように，トピックモデルを適用

語側) および，K = 40(中国語側) を用いた．

することにより，前節において収集したサジェストを

3.3

自動的に集約し，トピックと呼ばれる話題毎にまとめ

本論文では，各ウェブページに対してトピックを一意

る [2]．

に割り当てることによって，ウェブページ集合をトピッ

文書に対するトピックの割り当て

まず，Yahoo! Search BOSS API2 に対して検索ク

クに分類する．ウェブページ集合を D，トピック数を

エリを指定することにより，日本語のサイトと中国語

K ，1 つのウェブページを d(d ∈ D) とすると，トピッ

のサイトを対象として，各言語とも上位 20 件のウェブ

ク zn (n = 1, . . . , K) のウェブページ記事集合 D(zn )

ページを別々に収集する．ここでの検索クエリは，検索

は以下の式で表される．



D(zn ) =
d ∈ D  zn =

対象「結婚」および前節において収集した各サジェスト
の AND 検索の形で作成する．収集された日中各言語
のウェブページ集合をそれぞれ DJ および DC として，

DJ ，DC の各々を対象としてトピックモデル (本論文
においては，LDA (Latent Dirichlet Allocation [1]))
を適用することによって，日中各言語ごとにトピック
を推定する．そして，推定されたトピックを用いるこ

布において，確率が最大のトピックに，ウェブページ

d を割り当てていることになる．

3.4

トピックに対する割り当てによる検索
エンジン・サジェストの集約

各ウェブページは，検索対象「結婚」および各サジェス

トピックモデル

本研究では，トピックモデルとして潜在的ディリクレ配
分法 (LDA; Latent Dirichlet Allocation [1]) を用いる．

LDA を用いたトピックモデルの推定においては，語 w
の列によって表現された文書の集合と，トピック数 K
を入力として，各トピック zn (n = 1, . . . , K) における
語 w の確率分布 P (w|zn ) (w ∈ V ) ，及び，各文書 d に
2 http://developer.yahoo.com/search/boss

zu (u=1,...,K)


P (zu |d)

これはつまり，ウェブページ d におけるトピックの分

とによって，各言語ごとにサジェストの集約を行う．

3.2

argmax

トの AND 検索によって検索されたものである．した
がって，あるウェブページには，一つ以上のサジェス
トが対応することになる．また，各ウェブページには，
トピックが対応付けられている．以上のことから，一
つのトピックに対して割り当てられた一つ以上のウェ
ブページに対応するサジェストを収集することにより，
一つのトピックに一つ以上のサジェストが割り当てら
れていることになる．実際に，検索対象「結婚」の場
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表 2: 「結婚」において日中両側で観測されたトピックおよびウェブページ中の記述内容 (抜粋)
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合，日本語側の 956 個のサジェストが 50 個のいずれ

があり，中国語側のみで観測されたサジェストの例と

かに割り当てられ，中国語側の 277 個のサジェストが
40 個のトピックのいずれかに割り当てられた．このこ

しては，
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とから，一般には，各トピックに対して複数のサジェ
ストが対応しており，これによって，複数のサジェス
トが各トピックに集約されたとみなす．

がある．

4

日中間対照分析

4.1

4.2

トピックの日中間対照分析

検索エンジン・サジェストの日中間対
照分析

本節では，3 節で集約した日本語および中国語のトピッ

本節では，2 節において収集されたサジェストを日中

に示すように，日本語特有のトピックの同定，中国語

間で比較対照分析する．日本語側でのみ観測されたサ

特有のトピックの同定，および，日中共通のトピック

ジェスト数は 900 個であり，中国語側でのみ観測され

の対応付けを行った．その結果，日中共通のトピック

たサジェストは 213 個であった．日中で共通に観測さ

としては，表 2 の例に示すように，

クを対象として，日中間で比較対照分析を行う．図 1

れたサジェストは，日本語サジェスト 56 個，中国語

「国際結婚の際に必要となる手続き」(日本語側)

サジェスト 64 個であり，日中間では 55 個の対応組と

—「国際結婚 (配偶者の国へ移民)」(中国語側)

なった．一例として，日中共通で観測されたサジェス
トの例として，表 1 中の日本語側の「検索対象＋サ

「ご祝儀について」(日本語側)

ジェスト」

— 「お祝い金」(中国語側)
結婚 年齢 法律

等の 11 個の対応組となった．例えば，表 2 中の日中

と中国語側の「検索対象＋サジェスト」

共通トピック「国際結婚」の例では，日中共通に観測
されたサジェストとして「グリーンカード」があり，

㔉႐⌋ᇐᒪ喺㻔⤖፧㻌ἲᐃᖺ㱋㻕

このサジェストによって収集されるウェブページの記
はほぼ同一の内容に対応するので，
「日中共通で観測」

述内容のうち日中共通に観測された内容として，
「アメ

として，日中間の対応を付ける．一方，日本語側のみ

リカ人と結婚する際のグリーンカードの申請方法」が

で観測されたサジェストの例としては，

あった．一方，日中共通トピック「国際結婚」におい

結婚 住民税，

結婚 専業主婦，

結婚 農家

て，日本語側のみで観測されたサジェストとして「ミャ
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表 3: 「結婚」において日本語側のみで観測されたト

表 4: 「結婚」において中国語側のみで観測されたト

ピックおよびウェブページ中の記述内容 (抜粋)

ピックおよびウェブページ中の記述内容 (抜粋)

᪥ᮏㄒ⊂⮬䛾䝖䝢䝑䜽䠖ᗣಖ㝤

୰ᅜㄒ⊂⮬䛾䝖䝢䝑䜽䠖⤖፧䛩䜛㝿䛻ᚲせ䛺ศㆡఫᏯ

䝖䝢䝑䜽䛻⣣䛡䜙䜜䛯 䝖䝢䝑䜽ෆ䛾䝃䝆䜵䝇䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯
᳨⣴ᑐ㇟㻗䝃䝆䜵䝇䝖
䜴䜵䝤䝨䞊䝆䛾グ㏙ෆᐜ
⤖፧㻌ఫẸ⛯
⤖፧ᚋ䛾⛯㔠䛻䛴䛔䛶
⤖፧㻌⛯㔠
⤖፧㻌ᖺ㔠ᡭᖒ
⤖፧ᚋ䛾♫ಖ㝤䛻䛴䛔䛶
⤖፧㻌♫ಖ㝤

䝖䝢䝑䜽䛻⣣䛡䜙䜜䛯᳨⣴ 䝖䝢䝑䜽ෆ䛾䝃䝆䜵䝇䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯
ᑐ㇟㻗䝃䝆䜵䝇䝖
䜴䜵䝤䝨䞊䝆䛾グ㏙ෆᐜ

㔉႐Ҧу䎭ᡵ㻔⤖፧㻌ศㆡ
ఫᏯ䜢㈙䛘䛺䛔㻕
୰ᅜ䛷䛿ศㆡఫᏯ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛺
㔉፧㻌Ҧᡣ㻔⤖፧㻌ศㆡఫᏯ䜢
㈙䛖㻕

᪥ᮏㄒ⊂⮬䛾䝖䝢䝑䜽䠖㞳፧䚸፧⣙◚Რ䛸៘ㅰᩱ䛻䛴䛔䛶

䛔⏨䛻䛸䛳䛶⤖፧䛿ᅔ㞴

㔃፧㻌ἐ䫡ᛠ࣎㻔⤖፧㻌㔠䛜 ⤖፧䛧䛯䛔䛡䛹䚸㔠䛜䛺䛔䚸䛹䛖䛩
䛺䛔䛹䛖䛩䜛㻕
䜜䜀䛔䛔

䝖䝢䝑䜽䛻⣣䛡䜙䜜䛯 䝖䝢䝑䜽ෆ䛾䝃䝆䜵䝇䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯
᳨⣴ᑐ㇟㻗䝃䝆䜵䝇䝖
䜴䜵䝤䝨䞊䝆䛾グ㏙ෆᐜ
⤖፧㻌◚ㄯ៘ㅰᩱ
፧⣙◚ẋ䛾៘ㅰᩱㄳồ䛻䛴䛔䛶
⤖፧㻌ཱྀ⣙᮰
⤖፧㻌ูᒃ⏕ά
ูᒃ፧䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ
⤖፧㻌䛪䛳䛸ูᒃ

୰ᅜㄒ⊂⮬䛾䝖䝢䝑䜽䠖ㄋ⣙᭩
䝖䝢䝑䜽䛻⣣䛡䜙䜜䛯᳨⣴ 䝖䝢䝑䜽ෆ䛾䝃䝆䜵䝇䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯
ᑐ㇟㻗䝃䝆䜵䝇䝖
䜴䜵䝤䝨䞊䝆䛾グ㏙ෆᐜ
㔃፧㻌ಖ䇱Җ㻔⤖፧㻌ㄋ⣙᭩㻕

᪥ᮏㄒ⊂⮬䛾䝖䝢䝑䜽䠖⤖፧䛸භ᭙

㔃፧㻌ᐉゝ㻔⤖፧㻌ᐉゝ㻕

䝖䝢䝑䜽䛻⣣䛡䜙䜜䛯 䝖䝢䝑䜽ෆ䛾䝃䝆䜵䝇䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯
᳨⣴ᑐ㇟㻗䝃䝆䜵䝇䝖
䜴䜵䝤䝨䞊䝆䛾グ㏙ෆᐜ
⤖፧㻌㉥ཱྀ
⤖፧㻌Ᏻ
⤖፧ᘧ䛿Ᏻ䛻⾜䛖䛾䛜Ⰻ䛔䛸
⤖፧㻌භ᭙
䛔䛳䛯ሗ
⤖፧㻌⁛

⤖፧ᘧ䛷᪂㑻䛜᪂፬䛻ㄋ䛖ゝⴥ

୰ᅜㄒ⊂⮬䛾䝖䝢䝑䜽䠖⤖፧ᘧ䛾䝀䞊䝮
䝖䝢䝑䜽䛻⣣䛡䜙䜜䛯᳨⣴ 䝖䝢䝑䜽ෆ䛾䝃䝆䜵䝇䝖䛻ᑐᛂ䛧䛯
ᑐ㇟㻗䝃䝆䜵䝇䝖
䜴䜵䝤䝨䞊䝆䛾グ㏙ෆᐜ
㔃፧㻌ዴఱᩚ᪂㑻㻔⤖፧㻌䛹䛖 ⤖፧ᘧ䛾᪥䛻᪂፬䛾㒊ᒇ䜢㛢䜑
䜔䛳䛶᪂㑻䜢䛛䜙䛛䛖㻕
䛶᪂㑻䛜ධ䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶᪂㑻
䜢䛛䜙䛛䛖䝀䞊䝮
㔃፧㻌ዴఱሚ䰘㻔⤖፧㻌ᡬ㛢䜑㻕

ンマー人」があり，収集されるウェブページの記述内
容としては，
「ミャンマー人との結婚」に関するものが
ある．一方，日中共通トピック「国際結婚」において，
中国語側のみで観測されたサジェストとして「移民」，
「移民アメリカ」，
「移民カナダ」があり，収集される
ウェブページの記述内容としては，
「アメリカ・カナダ
への移民」に関するものがある．
また，表 3 中の日本語特有のトピックの例としては，
「健康保険」，
「離婚、婚約破棄と慰謝料について」，お

国の文化間差異の発見を支援する方式を提案した．し
かし，ブログを情報源とする場合，日中両国の文化間
の差異をウェブ検索者の視点から効率よく収集するこ
とが容易でないという問題があった．その他，文献 [3]
においては，日中質問回答サイトを対象として，トラ
ブル情報の比較対照分析を行い，日中両国の文化間の
差異発見過程を支援する方式を提案した．

よび，
「結婚と六曜」等の 17 個が観測された．このう

6

おわりに

ち，トピック「健康保険」においては，
「住民税」，
「税

本論文では，日本語および中国語の検索対象について

金」等のサジェストがあり，収集されるウェブページ

のサジェストを収集し，サジェストの自動集約を行う

の記述内容としては，
「結婚後の税金」に関するものが

とともに，サジェストおよびトピックを日中二言語間

ある．

で比較対照分析する手法を提案した．今後は，日中対

一方，中国語特有のトピックとしては，表 4 の例に示
すように，
「結婚する際に必要な分譲住宅」
「
，誓約書」，お
よび，
「結婚式のゲーム」等の 20 個が観測された．この
うち，トピック「結婚する際に必要な分譲住宅」におい
ては，
「 㔉႐Ҧу䎭ᡵ㻔⤖፧㻌ศㆡఫᏯ䜢㈙䛘䛺䛔㻕 」等
のサジェストがあり，収集されるウェブページの記述
内容としては，
「分譲住宅を持っていない男にとって結
婚は困難」というものがある．
以上の結果より，日中検索者の関心の違いおよび日
中間の文化間差異を発見する手がかりが容易に得られ
ることが分かった．

5

訳知識を利用することにより，日中間のサジェストの
対応付けを自動的に行う手法を確立する．
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