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WikipediaとWeb検索を用いたトピック構造の抽出
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あらまし 本研究では，オンライン百科事典であるWikipediaの持つ構造的特徴とWeb検索により得られる情報を

用いて話題語を抽出する手法および話題語の特性を分析する手法を述べる．従来の話題語抽出手法においては，複数

語に対する話題語を取得することができなかった．また，抽出された話題語にはユーザの入力した情報に対して広く

扱われる語と一部で頻繁に使われている語が混在している．提案手法においては，従来のWebからの話題語取得手法

の拡張することによって複数語に対する話題語を求めることを可能にする．また，Wikipedia記事のセクション構造

およびリンク構造を分析することにより，抽出された話題語がユーザの求めている情報の中で広く使われる一般的な

語であるのか局所的に使われる専門的な語であるのかを分析することを行う．主題における話題語の言及範囲を提示

することにより，ユーザのトピックに対する理解を助けることができる．
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Abstract This paper proposes a method for extracting topic terms and analyzing characteristics of topic terms

by using the structual features of Wikipedia, the free encyclopedia, and Web search. Existing method can’t extract

topic terms for multiple terms, and extracted terms contain both general terms and special terms for user’s requests.

Our method enables to extract topic terms for multiple terms by improving existing methods, and analyze generality

and specialty of each topic terms by using the structural features of Wikipedia like sections and links. It supports

user’s understanding of the topic by showing how widely or narrowly the terms are used.
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1. は じ め に

近年，膨大な数のWebページ集合から求める情報を見つけ

るために，Google（注1）や Yahoo!（注2）といった検索エンジンサー

ビスを利用することが一般的となってきている．現在広く利用

されている検索エンジンは，ユーザの入力するクエリとの適合

（注1）：http://www.google.co.jp/

（注2）：http://www.yahoo.co.jp/

度やWebのリンク構造の解析によってランキングされたWeb

ページ集合をユーザに返す．しかし，必ずしも信頼性の高い

Webページが上位にランクされているわけではない．背景とし

て，Web上でのスパム行為やブログの普及による個人発信の情

報の増加がWebコンテンツ全体の信頼性低下を招いていると

いう問題がある．Webコンテンツの信頼性を判断するための一

つの材料として，本研究ではコンテンツの専門性に着目する．

コンテンツのある話題に対して専門的であるかどうかの判断基

準として次の 2点が考えられる．
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図 1 トピック構造の例

（ 1） 一般的な話題を網羅している．

（ 2） 話題の詳細に言及している．

Web コンテンツが上記の要件を満たしているかを知るため

には，まず求めている情報に対してどのような話題が存在して

いるかを知っている必要がある．しかし，ユーザが検索を行う

際には，自らの求めている情報についての事前知識を必ずしも

持っているというわけではないため，何が一般的な話題である

か，またどの部分が詳細な話題について言及しているのかが分

からないことが多い．そのため，「どのような話題があるか」や

「その話題は求めている情報の中でどういった位置付けか」と

いった話題の概観情報を事前知識の少ないユーザに付加情報と

して与えることができれば，ユーザの内容理解を助け，さらに

コンテンツの専門性を判断するうえで有用であると考えられる．

本研究の目的は，話題の概観情報をトピック構造として抽出す

ることである．

ここでトピック構造の定義について述べる．まず，ユーザが

検索語として入力する語を主題語と呼ぶことにする．そして，

主題語の一部を説明する語を話題語とする．例えば，「iPod」と

いう主題語に対しては，「iPod nano」や「cm」，「ケース」など

といった様々な話題語が考えられる．さらに，「iPodの cm」に

は cm曲を担当したアーティスト名などの話題語が考えられる．

このように，主題語と話題語によって階層的に構成されたもの

を本研究ではトピック構造と呼ぶ．図 1にトピック構造の例を

示す．

トピック構造を抽出する上での課題として，階層的に話題語

を取得するということが挙げられる．既存の話題語抽出手法に

おいては，「iPod」についての話題語は抽出することができて

も，「iPodの cm」に関する話題語を精度よく抽出することがで

きない．本研究では，小山らのWebページの文書構造を利用

した話題語抽出手法 [7] を拡張することにより，階層的構造を

持った複数検索語から話題語を取得する手法を提案する．また，

抽出された話題語にはコンテンツの専門性を測るという目的の

上で重要な特性がある．本研究では，主題語に対する話題語の

一般性・局所性・専門性について分析を行う．話題語の一般性

とは主題語に対してどれだけ広く使われるかを表し，局所性と

は主題語のもつ一部の話題について言及される際の重要性を表

す．そして，話題語の専門性とは主題語の説明としてどれだけ

限定的に用いられるかを表す．

話題語抽出および話題語の特性分析において，本研究ではオン

ライン百科事典Wikipedia（注3）のデータを利用する．Wikipedia

の記事にはある語に対する網羅的かつ詳細な情報が構造化され

た形で記述されている．また，関連する語の記事同士がリンク

で結ばれており，Wikipediaサイト内で密なリンク構造を形成

している．Wikipediaのこれらの構造的特徴を利用することに

よって，話題語の持つ概念的な特徴を抽出できることが期待さ

れる．

以下，2章で関連研究を示し，3章でWikipediaの概要およ

びその構造的特徴について述べる．4章で階層的に話題語を抽

出する手法，および話題語の特性分析の手法について述べる．

5章では提案手法の評価実験の結果を示し，6章で本研究のま

とめを述べる．

2. 関 連 研 究

WikipediaにWebマイニング手法を適用することでシソー

ラス辞書を構築する取り組みとして中山ら [1]の研究が挙げら

れる．中山らは，Wikipediaサイト内部の密なリンク構造に着

目し，リンク構造を解析することで語彙同士の関係を定義した

連想シソーラス辞書を構築する手法を提案している．また，渡

邉ら [2]はWikipedia記事の DOM構造を解析することで固有

名詞や時間表現といった固有表現を抽出する手法を提案してい

る．これはWikipediaの記事には一般のWebサイトと比べ多

くの固有表現が含まれており，また構造化された文書であると

いう特徴を利用したものである．これらの研究は，語間の関連

度を求めることが目的であり，話題語の持つ特性を分類してい

る点で本研究とは異なる．

Wikipediaの構造を利用して語の曖昧性を解消してWeb検

索の精度を上げようという試みとして [3] [4] [5]が挙げられる．．

また，Radaら [6] はWikipedia の記事中である語がリンクア

ンカーを付けられている確率を求め，一般のWebページ中で

その語が出現したときその確率に応じてWikipedia の記事へ

のリンクアンカーを付与することにより，一般のWebページ

をWikipedia化させるという研究を行っている．これらの研究

は，Wikipediaに含まれる情報を利用してWeb検索の改善や

Webブラウジングの支援を行うものである．

Web から自動的に話題語を抽出しようという試みとして小

山ら [7]や野田ら [8]の研究がある．小山らはユーザから与えら

れた大雑把な質問を詳細化するような話題をWebから抽出す

るために，Webページのタイトルや本文といった文書構造を反

映した連想ルールを用いる手法を提案している．野田らは，あ

るキーワード A が与えられたとき，A のある一部分をより詳

細に取り上げるような意味を持つ語 B を Aの話題語とし，A

と B に関して「Aの B」というフレーズが成立しやすいとい

う特徴を利用してWeb検索ヒット数を元に話題語を求める手

法を提案している．これらの研究では複数語からなるクエリに

対する話題語の取得は行っていない．本稿では小山らの手法を

拡張することにより，複数検索語に対する話題語を抽出する手

法を提案する．

（注3）：http://ja.wikipedia.org/
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図 2 Wikipedia の記事構造およびリンク構造

3. Wikipedia

3. 1 概 要

Wikipediaは誰もが自由に記事を投稿・編集できるという特

徴を持つオンライン百科事典である．2008 年 1 月の段階で英

語版のWikipediaには約 217万件の記事が投稿されており，そ

の精度や情報量はブリタニカ百科事典と同等であるという報告

もある．また，多言語で記述されている点も特徴的である．

3. 2 記 事 構 造

図 2 に Wikipedia の記事構造とリンク構造の特徴を示す．

Wikipediaでは一つの語に対して，その語についての説明をす

るために一つの記事ページが与えられている．それぞれの記事

は wikiの記法に従って記述されている．まず記事の冒頭で語の

概説的な記述があり，それ以下はいくつかの階層的なセクショ

ンに分けられている．各セクションではある程度まとまりを

持った特定の話題について言及されている．また，記事中でさ

らに説明を要する語やその記事と重要な関係にある語に対して，

その語の記事へのリンクが張られている．日本語版Wikiepdia

では後述するデータベースにおいて，約 80万の記事に対して

約 2500万もの記事間のリンクが存在しており，Wikipediaサ

イト内部で密なリンク構造が形成されているということが分か

る．以下において，語 tについてのWikipedia記事を dt と記

述することにする．

3. 3 データベースの利用

Wikipediaでは大量の記事をダウンロードするためのクロー

リングが禁止されており，その代替として再配布・再利用のた

めに全てのデータベース・データの提供が無償で行われている．

本研究では，Wikipediaの提供している関係データベースをダ

ウンロード（注4）して利用している．

4. トピック構造の抽出

4. 1 話題語抽出

トピック構造を抽出するために，まずは話題語の抽出を行

う．通常のWebページと比較すると，Wikipedia の記事には

詳細かつ網羅的な情報が記述されている．さらに，Wikipedia

の各記事はある主題について記述されていることが分かって

いるので，トピック構造を抽出するのに適していると考えられ

（注4）：http://download.wikimedia.org/jawiki/

表 1 2 × 2 分割表

Class B1 Class B2 Total

Class A1 x11 x12 a1

Class A2 x21 x22 a2

Total b1 b2 N

る．Wikipediaから話題語の候補となる語を取得し，さらに文

書構造を利用したWebからの話題発見手法を用いて絞り込み

を行う．

4. 1. 1 Wikipediaからの候補語抽出

Wikipediaの記事中ではさらに説明を要する語や記事との関

連性が強い語の記事へのリンクが張られている．本稿では，記

事中でリンクアンカーの付いている語をその記事が表す主題に

対する話題語の候補とする．ここで取得された話題語の候補に

は以下のような特徴がある．

（ 1） その語について記述されたWikipedia記事が存在する．

（ 2） 人名や地名，時間といった固有表現が多く含まれる．

（ 3） 主題に対する属性を表す語はあまり含まれない．

記事中での頻出語を話題語の候補とした場合は一般的な語が

多く取得されるのに対し，リンクアンカーの付いている語を取

得した場合は語の出現頻度に関わらず重要な語を取得すること

ができる．また，「説明をするための語」という話題語の定義と

照らし合わせたとき，一般的な語ばかりが含まれるより固有表

現が多く含まれるほうが望ましいと考えられる．上記の (2)に

ついて，時間表現は話題語として用いるには不適であると考え，

抽出された話題語の候補からは除外することにした．

ユーザの与えるクエリが複数の語 {q1, q2} からなる場合は，
Wikipedia 記事 dq1 中で，語 q2 の含まれるセクション中にあ

るリンクアンカーのついた語を話題語の候補とする．これは q2

が q1 の内容を絞り込む役割を持っているという前提に基づい

ており，q2 の含まれるセクションには q2 と関連の強い語が含

まれている可能性が高いと言える．以上により，話題語の候補

集合 {t1, t2, ...tn}が得られる．
4. 1. 2 ページの文書構造を利用した話題語抽出

前節の手法により，Wikipedia 記事から話題語の候補

{t1, t2, ..., tn} が得られた．しかし，Wikipedia の記事には情

報が密に存在しているため，複数の語からなるクエリが入力さ

れた場合に，第 2 クエリ語の周辺にあるリンクアンカーのつ

いた語を取得しただけでは絞り込みが十分でない可能性があ

る．例えば，クエリが「iPod ケース」であった時，第 2 クエ

リである「ケース」の周辺には，「PORTER」や「PRADA」と

いった iPodケースのブランド名が記述されているが，一方で

「foobar」や「iPodWizard」といった iPod のケースとは全く

関係ない語も同じセクション内に出現している．これらの語を

取り除くために，小山らのWebページの文書構造を利用した

話題語抽出手法 [7]を拡張する．

あるWebページ集合 P に含まれる各要素を 2つの性質 A,B

によってクラス分けすることを考える．Webページ集合 P 中

のある要素 p が性質 A を満たすとき p はクラス A1 に，満た

さないときは A2 に属するとする．性質 B についても同様に



クラス B1，B2 に分けられるものとする．表 1に示すように，

a1,a2,b1,b2 はそれぞれクラス A1,A2,B1,B2 に含まれる Web

ページ観測度数であるとする．また，Webページ集合 P の要

素数を N，クラス「Ai かつ Bj」に含まれるWebページの観

測度数を xij(i = 1, 2; j = 1, 2)とする．このとき，2つの性質

A,B が互いに独立であると仮定すると，

χ2 =

2∑
i=1

2∑
j=1

(xij − aibj/N)2

aibj/N
(1)

の値は自由度 1の χ2 分布に従うことが分かっている．有意水

準を αとしてカイ二乗検定を行い，性質 A,B が独立であると

いう仮定が棄却されると性質 A,B 間に関連があるということ

になる．

ページのタイトル部分に現れるキーワードはページの主題を

表し，ページの本文に現れるキーワードは主題に関して詳細な

説明を行うために用いられるという考えを基にする．「q1の q2」

という関係を持った複数検索語 q1,q2 が与えられたとき，語 t

がその話題語であるかを判定するため，対象とするWebペー

ジ集合 P および関係 A,B についていくつかの組み合わせが考

えられる．表 2に 3つの手法の概要を示す．

表 2 で示す手法 1 について述べる．表 1 中の変数の内，

N ,a1,b1,x11 は以下の式で与えられる．DF は文書頻度を表し，

引数となっているクエリを検索エンジンに与えた時の検索ヒッ

ト数により求めることができる．




N = DF (intitle(q1) ∧ q2)

a1 = DF (intitle(q1 ∧ q2))

b1 = DF (intitle(q1) ∧ q2 ∧ t)

x11 = DF (intitle(q1 ∧ q2) ∧ t)

(2)

これらの値から他の全ての変数も求められる．性質 A,B が負

の依存関係であるときも式 (1)の値は大きくなるため，

DF (intitle(q1 ∧ q2) ∧ t)

DF (intitle(q1 ∧ q2))
>

DF (intitle(q1) ∧ q2 ∧ t)

DF (intitle(q1) ∧ q2)
(3)

という条件を課し，その問題を防ぐ．χ2
0 > u（注5）かつ式 (3)を

満たすとき，語 tを話題語として取得する．手法 2,3について

も同様であり，条件式及び各クラスの度数を求める式は以下の

通りである．

• 手法 2　

– 条件式：DF (intitle(q1∧q2)∧t)
DF (intitle(q1∧q2))

> DF (q1∧q2∧t)
DF (q1∧q2)

– N = DF (q1 ∧ q2)

– a1 = DF (intitle(q1 ∧ q2))

– b1 = DF (q1 ∧ q2 ∧ t)

– x11 = DF (intitle(q1 ∧ q2) ∧ t)

• 手法 3　

– 条件式：DF (q1∧intitle(q2)∧t)
DF (q1∧intitle(q2))

> DF (q1∧q2∧t)
DF (q1∧q2)

– N = DF (q1 ∧ q2)

– a1 = DF (q1 ∧ intitle(q2))

– b1 = DF (q1 ∧ q2 ∧ t)

– x11 = DF (q1 ∧ intitle(q2) ∧ t)

（注5）：
∫∞

u
T1 (x) dx = α, T1 (x) = 1√

2π
x−

1
2 e−

x
2

4. 2 話題語の特性分析

4. 2. 1 Wikipedia記事のセクション構造の利用

Wikipedia の記事はいくつかのセクションに分かれており，

各セクションではある程度まとまった話題について記述されて

いる．一般的な話題語は主題に含まれる多くの話題で言及され

るような語である．主題を表すクエリを qとすると，話題語 tが

Wikipediaの記事 dq 中において多くのセクションに散らばって

出現するとき，その語は主題に含まれる多様な話題で取り上げ

られていることになるので，語 tは主題にとって一般的な話題

語であると考えられる．一方，主題にとって局所的な話題語は，

主題に含まれる特定の話題において言及される語である．話題

語 tがWikipedia記事 dq 内である話題について述べられた特

定のセクションに集中して出現するとき，語 tは主題にとって

局所的な話題語であると考えられる．以下では，Wikipediaの

セクション構造から話題語の主題に対する一般性・局所性を求

める手法について述べる．

あるWikipedia 記事 d 中での話題語 t の一般性・局所性を

求めるために，情報検索における索引語の重み付け手法であ

る信号/雑音比で用いられる信号，雑音という尺度を利用する．

信号/雑音比は，ある索引語が文書集合の各文書にどれくらい

偏って出現するかを情報理論のエントロピーの概念を用いて

数値化したものである．ここでは，文書集合の代わりに一つ

のWikipeida 記事に含まれるセクション集合を用いる．ある

Wikipedia の記事 d が Nd 個のセクション {s1, s2, ..., sNd} か
ら構成されているとき，Wikipedia記事 dにおける話題語 tの

雑音値 Noise(t, d)，信号値 Signal(t, d) を以下のように定義

する．

p(si|t, d) =
freq(t, si, d)∑Nd

i=1
freq(t, si, d)

(4)

Noise(t, d) = −
Nd∑
i=1

p(si|t, d) log2 p(si|t, d) (5)

Signal(t, d) = log2

Nd∑
i=1

freq(t, si, d)−N(t, d) (6)

上式において，freq(t, si, d)はWikipedia記事 dのセクション

si における話題語 tの出現頻度であり，p(si|t, d)はWikipedia

記事 dに話題語 tが出現したときに，その出現位置がセクショ

ン si となる確率を表している．Noise(t, d)は情報理論におけ

るエントロピーと等しく，値が高いほど話題語 tが記事 dにお

いて多様な話題で言及されていることになるため，Noise(t, d)

は話題語 tの一般性を表す尺度として適していると考えられる．

一方，Signal(t, d) は Noise(t, d) と増減が逆となる関数であ

り，第 1項において全体での出現頻度が考慮されており特定の

セクションに集中して語が出現したときに高い値を示すため，

局所性を表す尺度として適していると考えられる．

信号/雑音比と同様に索引語の重み付け手法としてよく用い

られる df や idf という尺度がある．df とは文書集合中で語が

出現する文書の数であり，idf は df の逆数の対数値をとるのが

一般的である．上記した Noise(t, d) と Signal(t, d) は，それ



表 2 話題語抽出手法のパターン

ページ集合 P 性質 A 性質 B

手法 1 q1 をタイトルに含み，q2 を含む q2 をタイトルに含む t を含む

手法 2 q1,q2 をともに含む q1,q2 をともにタイトルに含む t を含む

手法 3 q1,q2 をともに含む q2 をタイトルに含む t を含む

表 3 RelativeInlink(dt, dq) と Inlink(dt) の比較 (q=“ iPod”)

t RelativeInlink(dt, dq) Inlink(dt)

アップルコンピュータ 27 639

ソニー 22 1320

ソフトウェア 14 1563

東芝 12 1380

Macintosh 11 675

フランス 10 14753

カナダ 7 5957

iPod nano 6 64

iPod touch 1 38

ぞれ df と idf に対応しているが，語の出現頻度の分布を考慮

しているかどうかという点で両者は異なる．

4. 2. 2 リンク構造の利用

主題語を q とする．記事 dq からは話題語集合 {t1, t2, ..., tn}
が得られ，それらの記事集合 D(q) = {dt1 , dt2 , ..., dtn}が取得
できる．ある話題語 t の記事 dt が D(q) に含まれる記事の多

くからリンクされているほど，主題語に対して話題語 tは中心

的な語であるため，tは主題語に対して一般的な話題語である

と考えられる．一方，記事 dt へリンクを張っている記事の多

くが D(q)に含まれるとき，話題語 tが主題語に対して強く依

存している限定的な語であると考えられるため，tは主題に対

して専門的な話題語であると言える．ここで，記事 dt の D(q)

に含まれる記事からの被リンク数を考える必要がある．この

被リンク数をRelativeInlinkとし，RelativeInlink(dt, dq) =

|{ti|t≠ ti, dti → dt, ti ∈ TopicTerms(q)}| のように表すこと
ができる．ただし，dtk → dtl とは記事 dtk から記事 dtl への

リンクが存在するという意味である．また，TopicTerms(q)

は Wikipedia 記事 dq から抽出される話題語集合である．

RelativeInlinkは単にWikipedia記事 dt の被リンク数を表す

Inlink(dt)とは異なる性質を持つ．表 3に「iPod」のWikipedia

記事から抽出される話題語 tの RelativeInlink(dt, dq)および

Inlink(dt) の値を示す．Wikipedia では地名や企業名といっ

た固有表現へリンクが張られることが多い．表 3 においても，

「カナダ」「フランス」は高い Inlink(dt)を示している．また，

「東芝」「ソニー」は iPodの開発・販売元である「アップルコ

ンピュータ」よりも高い Inlink(dt) を示している．しかし，

RelativeInlink(dt, dq) においては，「アップルコンピュータ」

が「ソニー」「東芝」に勝っており，「iPod」という主題におけ

る話題語の受容度の高さをよく表していると言える．

RelativeInlink(dt, dq)を記事 dq の他の記事へのアウトリン

ク数 Outlink(dq)，すなわち TopicTerms(q) の要素数で割っ

て正規化した値は，主題の中での話題語 tの受容度を 0から 1

の数値で表したものであり，主題語に対する話題語 tの一般性
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図 3 Wikipedia のリンク構造の利用

を表していると言える．また，RelativeInlink(dt, dq)を話題

語 t の記事の総被リンク数 Inlink(dt) で割って正規化するこ

とにより話題語 tの主題への依存性を示す値が求まり，「他の主

題語の説明としてあまり用いられない」という要件を満たすた

め，主題語に対する話題語 tの専門度を求めるために適してい

るといえる．

4. 2. 3 スコアリング

Wikipedia 記事のセクション構造とリンク構造を利用して，

主題に対する話題語の一般性・局所性・専門性を表すスコアを

求める．クエリ q が与えられたとき，Wikipedia記事 dq に対

して一般的な語は記事中に散らばって出現し，さらに記事 dq か

ら得られる話題からの受容度が高いはずなので，主題を表すク

エリ q に対する話題語 tの一般性を表す尺度 Generality(t, q)

を次のような式で表す．

Generality(t, q) = Noise(t, dq)·RelativeInlink(dt, dq)

Outlink(dq)
(7)

また，クエリ q に対して局所的な話題語 tは記事中の一部に

集中して出現すると考えられるので，クエリ q に対する話題語

tの局所性を表す尺度 Locality(t, q)を以下のような式で表す．

Locality(t, q) = Signal(t, dq) (8)

クエリ q に対して専門的な話題語 tは，記事 dq から得られ

る話題語集合に含まれる語以外の記事からはあまりリンクされ

ないと考えられるので，クエリ q に対する話題語 tの専門性を

表す尺度 Specialty(t, q)を次の式で表す．

Specialty(t, q) =
RelativeInlink(dt, dq)

Inlink(dt)
(9)

ここで述べたスコアリング手法は全てWikipediaデータベー

スのみを必要としている．



5. 評 価 実 験

4. 1において述べた複数検索語に対する話題語の抽出手法お

よび 4. 2において述べた話題語の主題に対する特性分析につい

ての評価実験を行った．前者については各手法の比較，抽出例

及び抽出精度を示し，後者については分析例およびその妥当性

を示す．

5. 1 実 験 方 法

4. 1において提案した複数検索語に対する話題語抽出の各手

法の比較・評価を行うために，表 4 に示す複数検索語セット

を作成した．Yahoo!の提供する関連検索ワードWebサービス

API（注6）を用いて得られた複数語のクエリの中から，q2 が q1 の

一部を詳細に表す語となっているものを選んだ．各複数検索

語に対して 4. 1 において提案した 3 つの手法により話題語の

抽出を行った．Wikipedia 記事からの候補語取得においては，

Wikipediaのセクションには 3段階の深さがあるが，一番深い

セクションにおいて共起する語を候補語として取得することと

した．DF 値を得るためにはGoogleが提供しているWebサー

ビスである Google SOAP API（注7）を用いた．クエリがタイト

ルに含まれているかを判別するためには，Google 検索のオプ

ションとして提供されている「intitle:」を利用する．また，カ

イ二乗検定を行う際の有意水準 αの値は 0.05とした．また，抽

出精度を測定するために表 4に示した各クエリに対してあらか

じめWikipedia記事から正解セットを手動で作成した．

次に，4. 2で提案した手法により話題語の特性を求める．得

られたスコアが妥当性を持ったものであるかを調べるための評

価実験手法を行う．まず，話題語 tの主題に対する一般性・局

所性のスコアの妥当性を調べるための実験手法を述べる．実験

手法の概要を図 4 に示す．分析結果の妥当性を調べるために，

Yahoo!関連検索ワードによって得られたクエリ q を含む複数

検索語からに対して，Google SOAP APIを用いて上位 100件

のWeb検索結果のスニペット情報を取得しておく．これによ

り得られたスニペット集合の集合を S とする．S の要素である

検索結果集合がそれぞれ一つの話題を表していると見なして，

Generality の高い語が多くの検索結果集合に散らばって出現

しているかどうか，Locality の高い語が特定の検索結果集合

に集中して現れるかを調べる．具体的には，Generality(t, q)

および Locality(t, q) のそれぞれ上位 100 件に現れる話題語 t

について，検索結果集合中における雑音値 Noise(t, S)および

信号値 Signal(t, S) と Generality(t, q) および Locality(t, q)

が相関を持っているかどうかを調べる．Noise(t, S) および

Signal(t, S)の計算式は 4. 1で述べたものと同形であるためこ

こでは省略する．次に話題語 tの主題に対する専門性のスコア

である Specialty(t, q)の妥当性を調べる手法を述べる．話題語

t がクエリ q で表わされる主題に対して専門的であるならば，

話題語 tが含まれる文書は q について書かれたものである可能

（注6）：http://developer.yahoo.co.jp/search/webunit

/V1/webunitSearch.html

（注7）：http://code.google.com/apis/soapsearch/

表 4 複数検索語セット

q1 q2

iPod 動画, ケース, スピーカー, 充電, ゲーム,

cm, アクセサリー, 変換, イヤホン, バッテリー

ソニー ウォークマン, パソコン, カーナビ, テレビ, ビデオカメラ,

vaio, 株,dvd, カメラ, ゲーム

納豆 料理, 栄養, ダイエット, 薬味, 効果,

健康, 食べ方, 成分, 歴史, プリン体

フランス 料理, 旅行, パリ, 映画, 観光,

ワイン, ブランド, 歴史, 気候, サッカー

パリ 観光, ブランド, 空港, 美術館, メトロ,

ファッション, 凱旋門, オペラ, ホテル, 生活
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図 4 話題語の一般性・専門性の評価手法

性が高いはずである．よって，

confidence(t → q) =
DF (t ∧ q)

DF (t)
(10)

で表わされる確信度が高くなると考えられる．こちらも

Specialty(t, q)の上位 100件について confidence(t → q)との

相関を調べる．話題語抽出の実験と同様に，「iPod」「納豆」「ソ

ニー」「フランス」「パリ」の 5件のクエリを用いた．

5. 2 実験結果および考察

5. 2. 1 話題語抽出

話題語抽出の各提案手法を比較・評価するために，各手法に

よって得られた結果の適合率および再現率を求めた．結果を表

5に示す．適合率とは抽出された話題語のうち正解が含まれて

いる割合のことであり，再現率とは正解となる話題語のうち抽

出された語の割合のことである．適合率・再現率ともに手法 1

が良い結果を出すことが分かった．これは，対象とするWeb

ページ集合を q1 をタイトルに含むページに限定したことが有

効に働いた結果であると考えられる．一方で，いずれの手法に

おいても再現率は低くなることが分かった．

手法 1によって抽出された複数検索語に対する話題語の例を

表 6に示す．取得できる話題語には固有表現が多く含まれると

いう特徴がある．実際に「iPod cm」というクエリに対しては

iPodの cm曲を担当したアーティスト名が，「iPod ケース」と

いうクエリに対して iPodケースのブランド名が取得された．一



表 5 各手法の抽出精度の比較

手法 1 手法 2 手法 3

precision 0.5158 0.4764 0.3868

recall 0.3135 0.175 0.1577

表 7 話題語が取得できなかった複数検索語の例

d=iPod d=納豆

iPod 使い方 納豆 料理

iPod 修理 納豆 食べ方

iPod トラブル 納豆 画像

iPod 初期化 納豆 乾燥

iPod 活用 納豆 種類

方，「iPod ケース」に対しての「革」や「ブランド」，「iPod cm」

に対しての「曲」といった先の例と比べやや抽象度の高い話題

語は得られなかった．これは話題語の候補としてWikipediaの

記事中でリンクアンカーのついた語を取得しているためであり，

「革」や「ブランド」といった語が「iPod」の記事からリンク

を張られていないためである．

クエリセットとして与えた複数検索語に対しては話題語を抽

出することができたが，他の全ての複数語に対して話題語が得

られるわけではなかった．表 7に話題語が抽出できなかった複

数検索語の例を示す．これらは今回行った実験のクエリセット

からは外している．これらの複数検索語に対する話題語が取得

できなかった要因としては，候補語を取得する際にセクション

構造により絞り混みすぎていた可能性が考えられる．また，こ

の問題が再現率低下の原因となっていると考えられる．実際に，

「納豆 料理」というクエリに対しては，提案手法により話題語

の候補として取得される語は「精進料理」「寺院」「豆腐」「漢

語」の 4 語だけに絞られてしまい，「納豆」の記事に含まれる

「スパゲティ」「カレーライス」などの「納豆 料理」の話題語と

なりうる語が候補語として選ばれていなかった．また，話題の

絞り込みを行う役目を持つ q2 が q1 のWikipedia記事に出現し

なければ話題語の抽出を行うことができないという問題点もあ

る．話題語の候補の取得手法を再考することにより，複数検索

語からの話題語抽出の精度が改善されることが期待できる．

以上より，Wikipedia記事中でリンクアンカーのついた語を

話題語の候補として取得し，文書構造を利用した話題語抽出手

法を用いることにより，複数語に対する話題語が取得できるこ

とが示された．4. 1で提案した 3つの手法のうち手法 1が適合

率・再現率の両方で最も良い結果を示すことが分かった．一方

で，話題語抽出の再現性が低いということが分かった．

5. 2. 2 話題語の特性分析

4. 2 において定義した式によって話題語の主題に対する特

性を求めた．クエリ「納豆」，「iPod」から得られる話題語の

一般性・局所性・専門性を表すスコアである Generality(t, q)，

Locality(t, q) および Specialty(t, q) を実際に求めたときの上

位 10件の話題語をそれぞれ表 8に示す．

「納豆」の例においては Generality の上位には都道府県名

が多く含まれている．これは都道府県についてのWikipedia記

事が相互リンクをしているためであると考えられる．一方で

「食品」や「発酵」，「大豆」といった「納豆」にとって一般的

であると考えられる語も上位に現われている．「iPod」の例で

は iPodの種類や Appleに関係するような語が多く現れている．

次に Locality の上位には，Generality とは全く異なる語が現

れている．主題に対して広く使われる語はあまり含まれていな

いように思われる．一方，Specialty の上位には，「納豆」の例

では納豆のメーカーや商品名，栄養素など納豆の話題以外では

あまり使われないような専門的な語が現われている．「iPod」の

例においても，iPodの種類や iPodの cmを歌ったアーティス

ト名などが上位に現われており，概ね納得できる結果が得られ

ている．

次に前節で述べた方法により，これらの特性を表すスコアが妥

当であるかのテストを行った．実験結果を図 5,6,7に示す．各々の

図において，横軸はそれぞれGenerality，Locality，Specialty

の上位何個までの話題語を評価するかを示している．縦軸は横

軸で示した件数までの話題語に対して，それぞれの比較対象と

なっている Noise(t, S)，Signal(t, S)，confidence(t → q)の

平均を求めた値を示している．例えば，図 5 において横軸が

20である点は，各クエリに対して Generality の上位 20件ま

での話題語 tに対して Noise(t, S)を求めた結果の平均を取っ

た値になっている．いずれの結果についても評価対象とする話

題語の件数を増やすと，比較対象の値が下がっていることが分

かる．これは評価対象とする話題語を多く取るほどその評価値

が下がるのに対応して，比較対象のスコアも下がっていること

を意味しており，本稿で提案した話題語の特性を分析するため

のスコアリング手法はある程度の妥当性を持っていることが分

かった．提案手法はWikipediaのデータベースのみを用いて計

算されるものであるので，計算にかかる時間は非常に短い．そ

れに対して，比較対象としたスコアを求めるためには非常に多

くのWebへのアクセスが必要になるため，提案手法と比べ時

間がかかるものであった．

6. ま と め

本研究では，オンライン百科事典であるWikipediaの構造的

特徴とWeb検索を用いることによって複数検索語から話題語

を抽出する手法および主題語に対する話題語の特性を分析する

手法を提案した．話題語抽出手法については提案した 3つの手

法についてその精度を比較評価するとともに実際の抽出例を示

した．話題語抽出の適合率については一定の成果が得られたが，

再現率についてはあまり良い結果が得られなかった．また，話

題語の特性分析については，実際の分析例とともに，得られた

各スコアの妥当性を調べるための実験を行い，その妥当性があ

ることが示された．

今後の課題として，本稿の提案手法により抽出されたトピッ

ク構造を利用することによって，本来の目的であるWebコン

テンツの専門度を求める手法を考えることが挙げられる．提案

手法は語単位での専門性の評価であり，パラグラフやページと

いったより粒度の大きいものへ拡張させていくことを考えてい

る．また，副次的な課題として，複数検索語からの話題語抽出

手法の改善が挙げられる．本稿では複数検索語が「Aの B」と



表 6 手法 1 による話題語の抽出例

q1 q2 抽出された話題語

ipod cm N.E.R.D, ライノセラス, カット・ケミスト, エミネム, ダフト・パンク, シーザーズ

, ザ・フラテリス, ウィントン・マルサリス, オゾマトリ, プロペラヘッズ

ケース ゴム,COACH,GUCCI,PORTER,LOUIS VUITTON,PRADA,Paul Smith

納豆 ダイエット ねつ造, 発掘!あるある大事典 2, 関西テレビ, フジテレビ, 関西, テレビ, マスコミ, 総務省, メディア, 教養番組

健康 血栓, 食品, 納豆菌, タンパク質, ビタミン K, 大豆, 発酵

フランス サッカー フランス代表, ジネディーヌ・ジダン, レアル・マドリード, ワールドカップ, ミシェル・プラティニ

, リーグ・アン, ジュスト・フォンテーヌ, ティエリ・アンリ, ジャン＝ピエール・パパン, レイモン・コパ

料理 そば, スペイン, カフェ, 航空公園, 寺, 明治

表 8 話題語の特性分析例

q Generality 上位 10 件

iPod iPod nano,iPod mini,iPod shuffle,iTunes,Mac,Macintosh, ソフトウェア,iPod touch,Mac OS X,iPhone

納豆 茨城県, 秋田県, 熊本県, 食品, 福島県, 北海道, 発酵, 米, 大豆, 水戸市

q Loacality 上位 10 件

iPod 難聴,HTML,Linux, 電池,FAT32, エミネム,U2,FireWire,GTK,HFS+

納豆 テレビ, 芽胞, 雑菌, 食品, ネギ, 宇都宮市, 日本酒, 酵母, ファージ, からし

q Specialty 上位 10 件

iPod iPod Classic, ギャップレス再生, ジャック, 私的録音補償金制度, ライノセラス, プロトタイプス, フューチャーキャスト,

シーザーズ, ザ・リソース featuring ジミー・ネイプス, ザ・ポリフォニックスプリー

納豆 水戸納豆, 天狗納豆, 麹菌, ポリグルタミン酸, 納豆菌, マルキン食品, ヤマダフーズ, 丸美屋, 納豆汁, 太子食品工業
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図 5 Generality の評価
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図 6 Locality の評価
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図 7 Specialty の評価

いう関係を持つ場合に限定していたが，実際には「Aと B」の

ような別の関係を持った複数検索語も存在する．さらにクエリ

が 3語以上となる場合もある．クエリ中の語の関係の種類を同

定した上でどのようなクエリにも対応できるように，話題語抽

出手法の一般化にも取り組んでいきたいと考えている．
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