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1 はじめに
近年，ブログの爆発的普及により，多くの人が個人の関
心や評判などをウェブ上で発信するようになった．それ
に伴い，製品やサービスに対する消費者の意見をウェブ
上から取得することが可能になった．商用のブログ検索
や評判の抽出分析のサービスにはKizasi.jpやYahoo!ブ
ログ検索，Googleブログ検索，テクノラティなどがあ
る．また，ウェブの発展により，多くの知識がインター
ネットを介して得られるようになった．代表的なものと
してはウェブ百科事典であるWikipediaが挙げられる．
現在，ウェブには多くの知識と意見情報が混在して

いるが，それらの情報を併せ持つ体系ができあがって
いないために，知識と意見の両方を同時に得ることは
難しい．そこで本研究では，
Wikipediaの中のある特定のトピックから，そのト
ピックについての意見や評判などの情報が書かれてい
るブログサイトを探し，対応づける

ことを目的とし，Wikipediaのエントリに対応するブロ
グサイトを検索するというアプローチをとる．

2 Wikipediaエントリに対応するブ
ログサイトの検索

2.1 TREC 2007 Blog Distillationタスク
TRECの 2007年度のブログ検索のタスク [4]に

ある特定のトピック X について検索したときに，そ
のトピック X について詳しく書かれていて，繰り返
し見たいと思うブログを検索する

というものがある．特定のトピック X を与えると，シ
ステムは X について長期的に詳しく書かれていて，そ
のトピック X について興味のある人に定期的に読む
ことを勧めることができるようなブログサイトを返す．
TREC の検索トピックは番号，タイトル，説明，内容
で構成されているが，[4]の報告によると，大半の参加
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図 1: 特定トピックに一致するブログの検索手法
者がタイトルのみを索引語として使用することで，各
参加者の最高の性能を達成している．そこでこの結果
を元に，本稿では，Wikipediaのエントリのタイトルの
みでの検索実験を行った．

2.2 本研究の枠組み
本稿では検索トピックについて詳しく述べられている
ブログの検索を行う．つまり，検索トピックの出現数
が多いブログを検索する．具体的には図 1に示すように，
通常の検索方法でブログを検索し，検索されたブログ
集合を検索トピックの出現数が多い順にソートする．

本稿ではこの手順で検索実験を行った．また，本研究
の発展として，Wikipedia を用いた多言語ブログの検
索があげられる．そのため，本実験の検索トピックに
は Wikipedia から日本語ブログ，英語ブログ共に，あ
る程度の数のブログサイトを集められそうなトピック
を 60選んで日英のブログを検索する実験を行った．

2.3 評価手順
ブログを検索するために，本実験では日本語ブログの検
索には，Yahoo!Japan検索 APIを，英語ブログの検索
には米 Yahoo!検索APIを利用し，日本語ブログでは大
手 11社1，英語ブログ検索では大手 10社2のドメインに
限って検索を行った．
本実験では，指定したドメインにつき 100の検索結果

を取得する．APIでの検索の場合ブログサイト単位での
検索ではなく記事単にの検索になるので、同一著者のブ
ログは一つのブログサイトにまとめるという作業を行っ

1FC2.com，yahoo.co.jp，rakuten.ne.jp，ameblo.jp，goo.ne.jp，
livedoor.jp，Seesa.net，jugem.jp，yaplog.jp，webry.info.jp，
hatena.ne.jp

2blogspot.com，msnblogs.net，spaces.live.com，livejour-
nal.com，vox.com，multiply.com，aol.com，blogsome.com，
wordpress.com
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図 2: 日英ブログ検索の評価結果
た．その結果，1キーワードあたり得られたブログ数は
日英共に約 500ブログとなった．また，用意した約 60
キーワードの内，ドラゴンボール，Wii，新世紀エヴァ
ンゲリオン，靖国神社の 4キーワードを選び，それぞれ，
上位 30位と以下等間隔に 30キーワードをサンプリング
し，手動で評価した．また，手動評価の際，特定トピッ
クについてある一定数以上のブログ記事があれば正解と
し，一定期間特定トピックについて書かれているという
ことは考慮していない．また，複数のドメインを一度に
指定して検索し，APIの出力順にブログサイトをランキ
ングしたものをベースラインとした．また，ベースライ
ンとの比較のために、API検索の出力をさらに検索キー
ワードの出現数順にリランキングしたものをシステムの
出力として再現率適合率のグラフにした．これらのうち，
全体の評価結果と靖国神社の評価結果を図 2に示す．

2.4 評価結果
全体的に，ベースラインと比較して，提案手法の方が精
度良く検索できているが，いくつかの検索誤りが見られ
た．ドラゴンボール，新世紀エヴァンゲリオン，Wiiな
どは多くの関連製品が発売されているものは，日本語の
ブログではアフィリエイトの文字のなかに検索トピック
が多く出現するものなどが多くみられた．英語のブログ
では，ブログの内容とは関係のない，自分の好きなもの
のリスト一覧などに商品名やアニメ作品名などが記載さ
れていたために，誤って検索してしまうという例が多く
みられた [3]．またキーワードの出現数としては，現在
APIが出力するヒット数をそのまま用いているが，ノイ
ズが多いため，今後はブログ記事を直接解析して出現数
を求める必要がある．

2.5 Wikipediaを用いた検索質問拡張
TRECの 2007年度ブログ検索タスク [4]で，Wikipedia
のハイパーリンクを用いた手法 [1]が最高の性能を達成

している．このことをふまえ、我々はタイトルのみでの
ブログの検索では不十分と考え，Wikipediaの 1 つのエ
ントリを用いて検索質問を拡張する実験を行っている．
この実験はブログ検索タスクで行われた検索質問拡張 [1]
の手法に加えて，検索トピックXの索引語の候補となる
Y を検索エンジンのヒット数を用いた関連度 (X AND
Y の検索ヒット数/X OR Y の検索ヒット数)で，ラン
キングするという手法を用いている．

3 日英ブログの言語対照分析
[2]では，日韓中英のブログ内で，キーワードのバース
トの時系列の変化を各言語間で調べるという研究がされ
ている．一方、本稿ではキーワードのバーストの時系列
変化を見るのではなく，同一トピックにおける日英のブ
ログの内容を分析し比較した.その結果について簡単に
述べる．
捕鯨と靖国神社のような社会問題について書かれた日

本語ブログでは右寄りのブログが多く，肯定的な意見が
多く見られた．一方，英語ブログでは日本の捕鯨や靖国
神社参拝などに否定的な意見が多く見られた．また，ド
ラゴンボール，Wii，新世紀エヴァンゲリオンなどのア
ニメ作品や商品について書かれたブログでは，社会的な
興味の違いから，記事の内容に違いがみられた．具体的
には，日本語のブログの場合，感想や紹介などが主で，
著作権などの問題もあり，画像や動画が記載されている
ことは少ない．一方英語のブログの場合，動画や画像な
どが載せられているブログが多く見られた [5]．

4 まとめと今後の課題
本稿ではWikipediaとブログ集合の対応付けのために，
トピックの出現回数の多いブログを検索することでブロ
グ集合を検索する検索実験を行った．また，日英のブロ
グの分析から，同一トピックに対する日本語のブログと
英語のブログの違いを知ることができた．今後，TREC
のブログ検索タスクの結果なども取り入れて，より精度
の高いブログの検索を行うと共に，検索質問拡張の実験
などを行う予定である．
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