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本稿では，検索エンジンサジェストを情報源として，Web 情報空間におけるWeb 検索者の関心事項を優先的・選択的
に収集した後，集約・俯瞰する方式について述べる．更に，この方式の応用技術として，検索エンジンサジェストと質問
回答サイトを併用することによって，より有用性の高いノウハウ知識を収集・集約する技術を紹介する．また，企業名に
関するWeb 検索者の関心動向を集約することによって，特定の商品ジャンルにおける市場シェアの分析を行う技術を紹
介する．これらの方式を用いることによって，ネットユーザの「ネット上に分散している知識を，断片的にではなく，網
羅的・集約的に知りたい」という要望を満たす技術が実現可能であることを示す．
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1．は じ め に

各検索エンジン会社においては，Web 検索者の検索
ログが蓄積されており，多数のWeb 検索者がどのよう
な事柄に関心を持って検索を行ったのかについての情報
を集約し，検索エンジンサジェストとして提示するサー
ビスを提供している．ここで，本稿では，Web 検索者
が入力するクエリ（検索質問）のうち，検索したい事柄
の主要な概念を表している部分を「クエリフォーカス」
と呼ぶ．また，クエリフォーカスに対して，Web 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，クエリフォーカスに対して詳細な情報を得るため
に，どのような側面に着目するかを指定している部分を
「情報要求観点」と呼ぶ．（図 1 の例では，検索窓に
「就活」を入力すると，「メール」，「面接」，「2ch」，
「メイク」等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，「就活」がクエリフォーカスであり，
「メール」，「面接」，「2ch」，「メイク」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，「就活
AND メール」のように，クエリフォーカスと情報要求
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．）
ここで，検索エンジンにおいて，検索エンジンサジェ

ストとして提示される言葉は，「クエリフォーカス」に
対して，多数のWeb 検索者が「情報要求観点」として
指定した語に相当しており，Web 検索者の関心事項そ
のものを反映している．これに対して，本稿では，特
に，ネットユーザの「ネット上に分散している知識を，
断片的にではなく，網羅的・集約的に知りたい」という
要望に着目する．そして，この要望を満たす技術の実現
を目的として，検索エンジンサジェストを情報源とし
て，Web 情報空間におけるWeb 検索者の関心事項を優
先的・選択的に収集した後，集約・俯瞰する方式(1)につ
いて述べるとともに，その応用技術(2)～(6)を紹介する．
まず，2．においては，Web 検索者の関心事項である検
索エンジンサジェストを収集・集約するとともに，サ
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ジェストを用いて検索されるWeb 検索結果を俯瞰する
方式を概観する．次に，この方式の応用技術として，3．
においては，検索エンジンサジェストと質問回答サイト
を併用することによって，より有用性の高いノウハウ知

識を収集・集約する技術を紹介する．一方，4．におい
ては，企業名に関するWeb 検索者の関心動向を集約す
ることによって，特定の商品ジャンルにおける市場シェ
アの分析を行う技術を紹介する．

2．Web 検索者の関心動向の収集・集約・俯瞰

本章で紹介する枠組み(1), (7), (8)においては，一つのク
エリフォーカスに対して，（日本語の場合）最大約
1,000 語のサジェストを収集する(注1)．そして，クエリ
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■ 用 語 解 説
潜在的ディリクレ配分法 一つの文書中の話題が複数の
潜在的なトピックから構成されるという前提の下で，文書集
合のトピックの分布を推定するトピックモデルの一種．

■

図 2 検索エンジンサジェストの集約（クエリフォーカス：「就活」）



フォーカスに加えて一つの検索エンジンサジェストを指
定した AND 検索によってWeb ページを収集する．最
大約 1,000 個の検索エンジンサジェストに対してこの方
法を用いることにより，あるクエリフォーカスに関する
大規模なWeb ページ集合を収集することができる．し
かし，収集されるサジェスト，及び，それらを用いて収
集されるWeb ページ集合では，多くは話題が重複して
おり冗長である．そこで，以下で述べる方式によって，

検索エンジンサジェスト及びWeb ページ集合の集約・
俯瞰を行う．

2.1 トピックモデルを用いた話題の集約
検索エンジンサジェスト及びWeb ページ集合の集約
においては，トピックモデルの一種である潜在的ディリ
クレ配分法（LDA : Latent Dirichlet Allocation）(9)(用語)を
用いる．まず，一つのクエリフォーカス当り最大約
1,000 語のサジェストを収集し，それらサジェストを用
いてWeb ページの収集を行う．そして収集されたWeb

電子情報通信学会誌 Vol. 99, No. 9, 2016922

表 1 提案手法による検索エンジンサジェストの集約結果の例（クエリフォーカス：就活）
人手によりトピックに
付与したラベル

トピックに割り当てられたサジェスト
（各トピック 10 サジェストを抜粋）

髪型 “ヘアスタイル 女”，“くせ毛 女”，“写真 髪型”，まとめ髪，
おだんご，襟足，ロングヘア，ゆるいパーマ，美容院，シュシュ

身に着けるもの ネクタイ，シューズ，“ベルト 色”，かばん，ピーコート，シャツ，
“パンプス おすすめ”，“グレー スーツ”，“ジャケット ボタン”，防寒

グループ
ディスカッション

グループワークとは，グループディスカッション，“グループディスカッション テーマ”，評価，
グループワーク対策，評価基準，プレゼン，“プレゼン 資料”，グループワーク，能力

自己分析 “長所 真面目”，長所，座右の銘，軸，どうなりたいか，
あなたの夢，こだわり，将来の夢，どんな人，なりたい自分

恋愛との両立 “恋愛 両立”，ふられた，恋愛，寂しい，脈あり，結婚，
“うまくいかない 彼氏”，“プレゼント 彼女”，わがまま，プレッシャー

メイク ノーメイク，ビューラー，チーク，化粧，つけま，まつエク，
ネイル，まゆげ，“証明写真 メイク”，ペディキュア

図 3 Web 検索結果の集約の例（クエリフォーカス：「就活」，トピック：「グループディスカッション」）

(注 1) Google 検索エンジン（https://www.google.com/）を用いる．



ページ集合に対して，LDA を適用しトピックと呼ばれ
る話題のまとまりごとにWeb ページのクラスタリング
を行う．各Web ページはサジェストを用いて収集され
たものであるため，各Web ページには最低一つ以上の
サジェストを対応付けることができる．この対応付けに
よりサジェストの集約を行う．これにより，約 1,000 語
あったサジェストを数十個ほどのまとまりへと集約する
ことができる．クエリフォーカス「就活」に対して収集
された 934 個のサジェストが 50 個の集合に集約した結
果の概要及び抜粋を図 2及び表 1に示す．

2.2 一つのトピック内の話題の俯瞰
ここで，各トピックにおいてサジェストを集約した結
果においては，互いに類似するサジェストを用いて

Web ページが収集されているため，相互に類似する冗
長な Web ページが多数収集されているのが現状であ
る．これらのWeb ページ集合を効率良く俯瞰するため
には，冗長性をなくしてできるだけ多様な話題を示す
Web ページ集合へと集約した上で閲覧する必要がある．
そこで，図 3の例に示すように，できるだけ少ない数の
Web ページ集合によって各トピック中のサジェストを
1回以上提示するという設計の下で，一つのトピック内
の話題を俯瞰するインタフェースを開発した．その結
果，図 3 の例では，6 種類のWeb ページによって 4 個
の話題を提示することができた．一方，サジェストを用
いず，トピックモデルによる確率分布のみを用いる従来
方式では，同数のWeb ページによって半数の話題を提
示するにとどまった．
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図 4 質問回答サイト・Web からのノウハウ収集・集約の流れ（対象：日本語）



3．質問回答事例及びサジェストを情報源とする
ノウハウ知識の収集・集約

次に，前章で紹介した技術の応用技術として，より有
用性の高いノウハウ知識を選択的に収集・集約するため
の戦略として，図 4 に示すように，Web 検索者の関心
事項である検索エンジンサジェスト単独でなく，ノウハ
ウ知識を選択的に多く含むことが想定される質問回答サ
イトを併用する方式について述べる(3), (10．この方式で
は，質問回答サイト(注2)から収集した質問回答事例，及
び，検索エンジンサジェストを用いて検索されたWeb
ページの混合文書集合に対してトピックモデルを適用す
ることにより，図 4（クエリフォーカス「就活」に関す
るノウハウの収集・集約結果）に示す形で話題が集約さ
れる．集約された話題は，大別して，質問回答事例のみ
から得られるノウハウ（履歴書の写真について，就活生
が読むべき新聞，等），Web のみから得られるノウハウ
（適性検査の種類や対策，就活に役立つ便利グッズ，
等），質問回答事例・Web 両方から得られるノウハウ
（自己 PR の具体例，面接・グループワーク対策，等）
に分けられる．クエリフォーカスとして，「花粉症」，

「結婚」，「就活」を対象として収集・集約したノウハウ
知識の話題数を表 2に示す．
また，中国語を対象として同様のノウハウ知識収集・
集約を行い，その内容を日中間で比較対照分析した結
果，中国特有のノウハウ知識として得られたものの抜粋
を表 3 に示す(4), (5), (11)．このような日中間の比較対照分
析作業は，日中両言語を対象として分析システムを開発
するとともに，日本語側・中国語側双方の分析者の間で
情報交換をすることによって，比較的容易に実現するこ
とが可能である．

4．企業名に関する関心動向を利用した
日中市場シェアの分析

続いて，同様の応用技術例の一つとして，企業名に関
するWeb 検索者の関心動向を集約することによって，
特定の商品ジャンルにおける市場シェアの分析を行う技
術(2), (6), (12)を紹介する．この方式においては，図 5 に示
すように，日本語を対象として，国内主要電気メーカ
10 社をクエリフォーカスとして検索エンジンサジェス
ト及び検索結果のWeb ページを収集した後，トピック
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表 2 ノウハウ知識の話題数
クエリフォーカス 質問回答サイトのみ Web のみ 質問回答サイト＋Web 合計

花粉症 6 19 30 55
結 婚 12 7 16 35
就 活 15 17 17 49

表 3 中国特有のノウハウ知識の詳細説明
クエリフォーカス 話題 説明

就活

大学に提出する「卒業
就職意向表」の書き方

就活生が自分の技術や就職希望企業について「卒業就職意向表」を記述して
大学に提出する．大学側は企業による訪問面接の参加のあっ旋をしてくれる．

就活面接ショー番組 就活生と企業がスタジオで実際に面接をしてその場で選考を行う番組．
就活用ウィークリー
マンション 主に就活生が利用する廉価型のウィークリーマンション．

不定期個別求職メールの
書き方

希望する企業に対して就活生が不定期の時期に自己アピール及び
選考依頼のメールを送る際のメールの書き方．

結婚

結婚前の健康診断 中国では，結婚前に健康診断を受ける慣習がある．
結婚式当日の

新居でのいたずら 結婚式当日，親しい友人が新居に集まり新郎新婦にいたずらをする．

結婚式当日の夜に
ベッドを装飾する儀式

結婚式当日の夜に，赤い寝具を用いて
ベッドを装飾するという中国独特の儀式を行う．

新郎から新婦への
結婚保証書 結婚の際，新郎が守るべき約束を結婚保証書に明記し渡す．

(注 2) Yahoo!知恵袋から提供されている 2004 年 4 月 1 日～2009 年 4 月
7 日の 5年間の質問回答事例のデータを用いた．
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図 5 日本国内主要電気メーカ 10 社のサジェストを情報源として生成した 23 商品ジャンル



モデルを適用することによって，23 個の商品ジャンル
をトピックとして生成することができた．このうちの
「テレビ関連製品」のトピックを対象として，サジェス
トの種類数の統計と通販サイトにおける「テレビ関連製
品」のページビュー統計を比較し，相関係数を測定した
ところ，図 6上段に示す高い相関が得られた．図 6下段
に示すように，中国語を対象として同様の分析を行った

結果においても，一定の相関が得られた．この結果か
ら，企業名に関するWeb 検索者の関心動向は，通販サ
イトにおけるページビュー統計（及び市場シェア統計）
との間で一定の相関を持つことが示された．
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図 6 日中における「テレビ関連製品」分野でのWeb 検索者の関心の割合と通販サイトにおける関心の割合の間の相関分析



5．お わ り に

本稿では，検索エンジンサジェストを情報源として，
Web 情報空間における Web 検索者の関心事項を優先
的・選択的に収集した後，集約・俯瞰する方式について
述べるとともに，その応用技術を紹介した．これらの方
式を用いることによって，ネットユーザの「ネット上に
分散している知識を，断片的にではなく，網羅的・集約
的に知りたい」という要望を満たす技術が実現可能であ
ることを示した．
なお，本稿で紹介した技術に関連する手法としては，
文書集合中の個々の文書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文集の分類と俯瞰を行う手
法(13), (14)が提案されている．また，メタ検索エンジンに
おいて Web ページ検索結果の上位の記事を対象とし
て，検索結果のクラスタリング及びラベル付けをした結
果を提示するサービスとして，Yippy(注3)が知られてい
る．これらの手法においては，いずれも，閲覧対象の文
書集合のみを用いて，文書分類後のクラスタに付与する
ラベルに相当する情報を抽出している．一方，本稿で紹
介した手法においては，その文書集合に対して検索を
行った検索者が情報要求観点として指定した語をラベル
として用いる点に大きな特徴がある．今後は，これらの
従来方式と比較した場合の性能的優位性について検討を
行う必要がある．
謝辞 本稿で紹介した研究の一部は，平成 26~28 年

度科研費基盤研究（B）「ウェブ検索における情報要求
観点の言語間比較・対照分析システムの研究」及びNII
共同研究における研究成果である．
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（平成 28 年 4 月 3 日受付 平成 28 年 5 月 15 日最終受付）
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（正員：シニア会員）

平 6 京大大学院博士課程了．博士（工学）．
奈良先端大，豊橋技科大，京大を経て，平 18
から筑波大．現在，システム情報系教授．自然
言語処理，Web マイニング，人工知能の研究
に従事．情報処理学会，人工知能学会，言語処
理学会，日本音響学会，ACL各会員．

解説 検索窓から俯瞰する世界 927
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(注 3) http://yippy.com/


