
DEWS2008 A7-6

Web上の比較表現を用いた 2オブジェクト間の比較観点の発見
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あらまし 現在，検索エンジンを用いて 2つのオブジェクトの比較を行うことが多くなっているが，検索結果上位の

一部のWebページのみを閲覧する場合が多く，偏った理解をするおそれがある．そこで，本研究では，検索エンジン

を用いて，2つのオブジェクトの比較を行っているWebページを発見し，物事を比較する際の観点を表すキーワード

である比較観点を抽出・提示する手法を提案する．例えば，「プラズマテレビ」と「液晶テレビ」を比較した場合，「画

質」や「消費電力」などが比較観点となる．本提案手法では，「液晶の方が・・・」や「プラズマより・・・」のような比較

文章においてよく用いられる比較表現を利用することでこのような比較観点を，効率良く抽出することが可能である．

さらに，ユーザが 2つのオブジェクトを表すキーワードを与えることで，比較を行っているWebページを比較観点と

共に提示するシステムを提案する．これによって，ユーザは 2つのオブジェクトの比較を効率的かつ多角的に行うこ

とが可能になる．
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Abstract Recently, we often compare two objects with search engines. But we often browse high ranked Web

pages by search engines, and we may get biased understanding. In this paper, we propose the method to discover

Web pages where two objects are compared using search engine, extract viewpoints for comparison from those Web

page and show viewpoints for comparison to users. Viewpoints for comparison are keywords that express viewpoint

when objects are compared. The proposed method can extract viewpoints for compare efficiently by using compar-

ison expressions used in comparison document such as “Liquid Crystal TVs are better ...” and “... than Plasma

TVs.”, etc. In addition, this research proposes the system that shows Web pages where two objects are compared

with viewpoints for comparison by giving two keywords representing each object. As a result, users can compare

two objects efficiently and multilaterally.
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1. ま え が き

現在では，検索エンジンの普及と発展により，Web 上から

効率的に情報を探すことができるようになった．物事の比較を

行う場合も，検索エンジンが用いられることが多い．本論文で

は，この「物事」をオブジェクトと呼び，「2オブジェクトを比



較するための検索」を比較検索と呼ぶことにする．比較検索に

おける検索エンジンの利用には問題点が 2 つある．まず 1 つ

目は，効率良く比較を行っているWebページを発見すること

が困難であるということである．検索エンジンの性質上，Web

ページを得るためには，適切なキーワードを選択し，検索クエ

リとして与える必要がある．しかし，比較を行っているという

ことを表現する適切なキーワードを選択することは困難である

と考えられる．例えば，比較したいオブジェクトと「比較」と

いうキーワードを検索クエリとしたとする．この場合，検索結

果には，それぞれのオブジェクトと「比較」というキーワード

が出現するWebページが表示されるわけだが，この中には比

較を行っていないページが多く含まれると考えられる．もちろ

ん，実際に比較を行っているWebページも存在すると考えら

れるので，比較を行っていないページを判断しながら探すこと

もできる．しかし，1つ 1つ文章を読みながら比較を行ってい

るページを探すのは非常に効率の悪い作業であると言える．2

つ目は，多角的な比較を行うことが困難であるということであ

る．ユーザは検索結果の上位数ページしか閲覧しない場合が多

い．上位のWebページの内容に偏りがあると，比較について

の一部の情報しか得られない．オブジェクト同士の公平な比較

のためには，多角的な，つまり，様々な観点からの比較を行う

べきと考えられる．多角的な比較を行うためには各Webペー

ジがどのような観点に基づいて比較を行っているかを考慮する

必要があるが，検索エンジンはこのようなことを考慮しない．

この 2つの問題点のために，検索エンジンを用いた比較検索で

は，時間がかかり，十分な理解ができないということが頻繁に

起こる．

そこで，本論文では比較を行う際の観点を表すキーワードを

比較観点とし，この比較観点を発見する手法と提示する手法

を提案する．比較を行っているページを比較観点を用いて表現

することで，内容的に偏りのないWebページ，あるいはWeb

ページ群を発見することができる．例えば，「液晶」と「プラズ

マ」の比較観点として，「画質」，「消費電力」などを挙げること

ができるが，比較観点を考慮することで，「画質」も「消費電力」

も考慮した比較を行っているWebページを発見したり，「画質」

に関する比較を行っているWebページと「消費電力」に関す

る比較を行っているWebページとを含むWebページ群を発見

したりすることができる．本論文では，比較観点を発見するた

めに，「液晶の方が・・・」や「プラズマより・・・」などの比較文章

においてよく用いられる比較表現を利用する手法を提案する．

また，効率的かつ多角的な比較検索のために，比較観点とWeb

ページを相互に対応づけて提示するユーザインタフェースを提

案する．

本論文では，2 節で関連研究と提案手法の概要について述べ，

3，4 節でそれぞれ比較観点の発見手法と提示手法について詳

しく述べる．5 節で比較観点の発見手法について行った実験に

ついて述べる．6 節で結論，今後の課題について述べる．

表 1 本手法で対象とする前置表現・後置表現

Table 1 Expression of preposition and expression of postposition

targeted by this method

前置表現 後置表現

の，や，と は，では，しか，なら，でなら，

・，も，か となら，より，の方が，のほうが，

だから，の場合，と比較，

と比べ，に比べ，には，こそ

2. 比 較 検 索

2. 1 提案手法の概要

本提案手法では，2オブジェクトの比較のために 2. 1. 1節で

定義する比較観点を発見し，提示することを目的とする．この

比較観点の発見は，2. 1. 2節で定義する比較表現を用いて効率

的に行う．本論文では，比較表現が使用されている 1文を比較

文と呼ぶことにする．比較文には比較観点が出現することが

多いので，あるWebページを表現する比較観点は，そのWeb

ページに含まれる比較文から抽出可能であると考えている．そ

して，比較観点とWebページを対応づけて提示することで，効

率的かつ多角的な比較が可能であると考えている．

以下で，比較観点と比較表現を定義する．

2. 1. 1 比 較 観 点

比較観点には属性や共通話題，対比がある．属性は「サイズ」

や「速度」など数値で表されるものや，「○○型」や「○○方

式」などいくつかのパターンに分類できるものである．共通話

題は 2つのオブジェクトに共通する話題の中でも，比較に関す

る話題を表すキーワードである．例えば，「映画を見るなら液晶

よりプラズマの方が良い．」という液晶とプラズマを比較する文

がある．この文は「映画」に関する話題を書いた文である．対

比は，共通の話題に関して，2つのオブジェクトそれぞれの特

徴を表すキーワードである．例えば，「液晶はバックライトの光

で色を作っていて、プラズマは、自発光の蛍光体で色を作って

います。」という文には，液晶の特徴を表すキーワードとして

「バックライト」，プラズマの特徴を表すキーワードとして「自

発光」や「蛍光体」がある．共通話題と対比を比較観点に取り

入れることで，より一般的な観点を表現できると考えている．

2. 1. 2 比 較 表 現

比較の際には「液晶より」や「プラズマと比べ」などのよう

なフレーズがよく使用される．本提案手法ではこれを比較表現

と呼ぶことにする．比較表現とするフレーズのパターンを次に

示す．ここで，比較語句 A，Bはユーザが与えたオブジェクト

を表すキーワードである．前置表現，後置表現を表 1に示す．

比較表現 = 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[前置表現以外][比較語句 Aまたは比較語句 B][後置表現]

後置表現には比較箇所を特定するため，比較文章によく用い

られるようなフレーズを選ぶ．さらに，比較文であったとして

も除外したい文を判別するために前置表現を考慮に入れること

とする．例を挙げると，比較語句が「液晶」，「プラズマ」である



場合の「シャープの液晶では・・・」や「プラズマと液晶は・・・」，

「プラズマや液晶と比べ・・・」などの文章である．前置表現が

「の」である場合は，比較語句である「液晶」の指す範囲が制

限されており，前述の液晶とプラズマを比較する場合には適切

でない表現である．前置表現が「と」および「や」の場合は，

例のような比較語句の両方が並ぶ場合を考え，除外することに

する．

2. 2 関 連 研 究

Jian-Tao らは，共通のトピックを持つページを見つけ出し，

ペアとしてユーザに提示することで，2クエリ間の比較検索を

行うシステムを提案している [6]．また，クラスタリングを行う

ことも提案しているので，ある程度の多角的な比較も可能であ

ると考えられる．しかし，ページを単位とするクラスタリング

のため大まかな分類でしかない．これに対し本提案手法では，

比較観点を用いた，より細かな視点での比較検索を可能にする．

大島らは，同位語発見手法を提案している [7]．同位語の発見

はユーザに比較対象を提示することで比較検索を支援する．本

提案手法は，2つのオブジェクトを表すキーワードから比較観

点を発見するものであるので，発見する対象が異なる．そのた

め，同位語発見と本提案手法を組み合わせることができ，より

効率的に比較検索が行えると考えている．

3. 比較観点の発見手法

比較観点発見手法の手順を次に示す．

（ 1） 比較文の収集

まず，検索エンジンを用い，与えられた比較語句の比較を行っ

ているWebページを収集する．その際の検索クエリには比較表

現を利用する．次に，比較表現を用い，収集したページから比

較文を抽出する．検索エンジンにはYahoo! [2]のものを用いる．

（ 2） 語の抽出

1で収集した比較文に対して形態素解析を行い，数，接尾，非

自立，代名詞，副詞可能，形容詞語幹，形容動詞語幹以外の名

詞のみを抽出する．抽出した各語には比較観点を選ぶ際の基準

となる比較観点相応度を与える．抽出した語の集合を抽出語

集合と呼び，以降の処理で使用する．形態素解析システムには

MeCab [5]を用いる．

（ 3） ノイズの排除

2で抽出した語の中には，比較観点相応度は大きいが比較観点

とするには適切でない語が多く存在する．そのような語をノイ

ズとし，抽出語集合から排除する．

（ 4） 比較観点の決定

抽出語集合から比較観点相応度の大きい語を 50 語選び，比較

観点とする．

(1)，(2)，(3)の各処理について以下で詳しく説明する．

3. 1 比較文の収集

検索エンジンを利用し，与えられた比較語句の比較を行って

いるWebページを収集し，そこから比較文を抽出することで

比較文の収集を行う．検索エンジンには，一部に比較表現を用

いた次に示すパターンで作成した検索クエリを与える．比較語

句 A，Bは 2つの比較語句のどちらか一方である．

｜液晶｜の｜方｜が｜消費｜電力｜の｜面｜で｜は｜有利

｜だ｜という｜こと｜な｜の｜でしょ｜う｜。｜

図 1 比 較 文

Fig. 1 Comparison sentence

検索クエリ = “[比較語句 A][後置表現]” [比較語句 B]

作成したすべての検索クエリで検索を行い，それぞれの検索

クエリに対して検索範囲 SR だけ，上位からWebページを取

得する．

例えば，「“液晶より”プラズマ」や「“プラズマの方が”液

晶」といった語をクエリとする．こうすることで，比較表現を

含み，かつ両比較語句を含むページを検索することができる．

さらに，収集したWebページのうち，両方の比較語句につい

ての比較文を含むページのみを使用することで，両比較語句に

ついての比較ではない確率の高いページを排除する．

比較文を抽出する際は，Webページの HTMLからタグを取

り除き，改行と「。」，「．」で区切ったものを文として，比較表

現の出現する文を抽出する．

3. 2 語 の 抽 出

3. 1 節で収集した比較文を形態素解析し，比較語句から有効

単語距離内に存在する接尾，非自立，代名詞，副詞可能，形容

詞語幹，形容動詞語幹以外の名詞を抽出する．比較文内におい

ても比較語句から離れた単語は比較観点になる可能性が低いと

考え，有効単語距離 X を設定し，比較語句からの単語距離が

X より大きい単語は除外することにする．各単語の比較観点相

応度には，比較文全体における出現数を用いる．ただし，(1) 式

をみたすなら，単語 tの代わりに複合語 wを抽出語集合に加え

る．複合語 w の比較観点相応度には複合語 w 自身の比較文全

体の比較語句から有効単語距離内における出現数を用いる．式

中の w は名詞または未知語，記号，接頭詞で構成された，単

語 tを含む複合語のなかで出現数が最大のもの，tf(a)は単語

または複合語 aの比較文全体における出現数を表す．本提案手

法では，単語の代わりに複合語を用いるか判断する割合を表す

Rは 0.6とする．

tf(t)

tf(w)
>= R (1)

例えば，収集された比較文が図 1の 1文のみである場合，抽

出される語は「液晶」，「消費電力」，「面」，「有利」である．「電

力」を含む複合語は「消費電力」のみで，(1) 式を満たすので

「消費電力」が抽出される．

3. 3 ノイズの排除

3. 2 節で作成した抽出語集合から，2種類のノイズを排除す

る．1つは比較語句とそれを含む語である．比較語句自身が比

較観点になることはないので排除する．もう 1つは，ストップ

ワードである．どのような比較語句を与えても比較観点になら

ないと判断できる語を削除する．表 2に現時点でストップワー

ドとしている語を示す．



表 2 ストップワード

Table 2 Stop words

比較，問題，一般的，人，しか自分，俺，僕，私，選択肢，す

差，ろ，こと，上，ば，気，ところ，他，高め，低め，一つ

二つ，三つ，四つ，五つ，六つ，七つ，八つ，九つ，ふたつ

ホント，本当，先，自社，同社，関係，現時点，対，そう

互角，平均，同士，同時，一緒，逆，理由，最大，最強

高速，基本的，あと，必然，個人的，一般，最高，特長，特徴

メリット，デメリット，長所，短所，両方，(月)，(火)，(水)

(木) ，(金)，(土)，両者，事，通常，選択，如何，最後

4. 比較検索システム

抽出した比較観点をユーザに提示するシステムとして，比較

観点と共にWebページを提示するシステムを提案する．提案

システムでは，ユーザは 2つの比較語句を与えることで，比較

観点とその比較観点について比較を行っているWebページを

得ることができる．

開発中のユーザインタフェースを図 2に示す．入力部の 2つ

のテキストボックスにそれぞれ比較語句を入力し，検索ボタン

を押すことで比較検索を行うことができる．比較観点表示部に

は比較観がWebページの数の多い順に示される．各比較観点

のリンクをクリックすると，ページ表示部に，選択した比較観

点を含むWebページが表示される．ページ表示部には，多く

の検索エンジンと同じように，Webページがリスト状に表示さ

れる．この際，選択した比較観点に関する比較文の多い順にラ

ンキングして表示するようにした．個々のWebページに関す

る情報として，タイトルとスニペット，Webページに含まれる

比較観点を示す．タイトルは実際のWebページにリンクされ

ている．スニペットには，選択した比較観点に関する比較文を

連結して表示する．比較観点にはWebページに含まれる比較

観点とともに，各比較観点に関する比較文の数を（）付きで表

示する．

これによって，ユーザは個々の比較観点を含むさまざまWeb

ページを閲覧したり，多くの比較観点が含まれるページを選択

して閲覧したりでき，効率的かつ多角的な閲覧が可能になると

考えている．

5. 実 験

実際に 4 節のシステムを用いて，実験を行った．比較観点抽

出精度を計算し，評価を行ったが，抽出された語が比較観点で

あるかどうかの判定は著者らが行った．また，実際のシステム

を用い実験を行ったため，各実験において，検索範囲 SRの値

が等しくても収集されたWebページやその数は異なっている

可能性がある．しかし，実際にシステムを使用するにあたって，

信憑性のある実験を行うことができたと考えている．

参考までに，表 3に各実験とは別に測定した，検索範囲 SR

が 10，50，100 それぞれの場合について，比較語句が「液晶」

と「プラズマ」，「ライオン」と「トラ」，「野球」と「サッカー」，

「和菓子」と「洋菓子」の場合に収集できたWeb ページ数を

表 3 収集できたWeb ページ数

Table 3 Numbers of Web pages that collected

　 SR = 10 SR = 50 SR = 100

「液晶」，「プラズマ」 108.0 404.8 631.8

「ライオン」，「トラ」 70.0 212.0 314.4

「野球」，「サッカー」 113.8 475.0 813.0

「和菓子」，「洋菓子」 75.0 231.0 374.0

表 4 検索範囲を変えたときの比較観点抽出精度

Table 4 Accracy of extracting viewpoint for comparison when

search range is changed

　 SR = 10 SR = 50 SR = 100

「液晶」，「プラズマ」 0.79 0.76 0.75

「ライオン」，「トラ」 0.57 0.51 0.50

「野球」，「サッカー」 0.55 0.53 0.51

「和菓子」，「洋菓子」 0.42 0.38 0.35

示す．

5. 1 検索範囲変動実験

検索範囲の違いにより比較観点抽出精度にどの程度の差がで

るかを調べるため，検索範囲 SR を 10，50，100 とした場合

について実験を行った．実験は比較語句が「液晶」と「プラズ

マ」，「ライオン」と「トラ」，「野球」と「サッカー」，「和菓子」

と「洋菓子」の 4つの場合について行った．それぞれの場合に

ついて計算した比較観点抽出精度を表 4に示す．表中の比較観

点抽出精度は有効単語距離 X が 2，5，10，50の場合について

の上位 50 語での比較観点抽出精度の平均値である．比較観点

抽出精度は (2) 式を用いて計算した．

比較観点抽出精度 =
比較観点と判断した語の数

抽出した語の数
(2)

表 4 より，大きな差はないものの検索範囲が SR = 10 の場

合が比較観点抽出精度が最も良いことが分かる．実験した 4種

類の比較語句以外の場合も，SR = 10の場合が最も良いとは限

らないが，少なくとも検索する範囲を広げすぎても結果が良く

なる訳ではないということがわかった．この結果から，検索範

囲を大きくすると，収集される比較文中の両比較語句間の比較

として不適切なものの割合がわずかだが大きくなると予想して

いる．

5. 2 有効単語距離変動実験

有効単語距離の違いにより比較観点抽出精度にどの程度の差

がでるかを調べるため，有効単語距離 X を 2，5，10，50 と

した場合について実験を行った．実験は比較語句が「液晶」と

「プラズマ」，「ライオン」と「トラ」，「野球」と「サッカー」，

「和菓子」と「洋菓子」の 4 つの場合について行った．それぞ

れの場合について計算した比較観点抽出精度を表 5に示す．表

中の比較観点抽出精度は検索範囲 SRが 10，50，100の場合に

ついての上位 50 語での比較観点抽出精度の平均値である．比

較観点抽出精度は (2) 式を用いて計算した．

表 5より，全体的に有効単語距離が X = 5の場合が最も良

い結果であることがわかる．X = 10の場合との間では大きな

差はないが，X = 2の場合と X = 50の場合と比べると明らか



表 5 有効単語距離を変えたときの比較観点抽出精度

Table 5 Accracy of extracting viewpoint for comparison when

effective term distance is changed

　 X = 2 X = 5 X = 10 X = 50

「液晶」，「プラズマ」 0.68 0.81 0.80 0.78

「ライオン」，「トラ」 0.46 0.59 0.55 0.50

「野球」，「サッカー」 0.50 0.54 0.55 0.52

「和菓子」，「洋菓子」 0.37 0.40 0.37 0.37

表 8 表 6 における上位 10～50 単語での比較観点抽出精度

Table 8 Accuracy of high ranked 10-50 words in Table 6

　 「液晶」，「プラズマ 「ライオン」，「トラ」

上位 10 語での精度 0.70 0.40

上位 20 語での精度 0.80 0.50

上位 30 語での精度 0.87 0.53

上位 40 語での精度 0.88 0.63

上位 50 語での精度 0.84 0.62

表 9 表 7 における上位 10～50 単語での比較観点抽出精度

Table 9 Accuracy of high ranked 10-50 words in Table 7

　 「野球」，「サッカー」 「和菓子」，「洋菓子」

上位 10 語での精度 0.60 0.60

上位 20 語での精度 0.50 0.50

上位 30 語での精度 0.53 0.53

上位 40 語での精度 0.58 0.48

上位 50 語での精度 0.56 0.46

に良い結果であるといえる．有効単語距離は大きすぎても，小

さすぎても良い結果は期待できないことがわかった．この結果

から，比較文中では，比較語句からある程度離れた位置に比較

観点が出現する確率が高いと予想している．

5. 3 比較観点抽出結果

5. 1 節と 5. 2 節で実験した結果，最も結果の良かった，検索

範囲 SR = 10で有効単語距離 X = 5の場合について比較観点

抽出を行った結果を表 6，7に示す．比較語句が「液晶」と「プ

ラズマ」，「ライオン」と「トラ」，「野球」と「サッカー」，「和

菓子」と「洋菓子」の 4つの場合について比較観点抽出を行っ

た．ただし，比較観点でない語は（）をつけて示す．また，各

結果について上位 10～50語を取り上げた場合の比較観点抽出

精度を表 8，9 に示す．比較観点抽出精度は (2) 式を用いて計

算した．

表 8，9から比較語句によって大きく比較観点抽出精度が異

なることが分かる．「野球」と「サッカー」，「和菓子」と「洋菓

子」の場合が比較観点抽出精度が低いが，「名前：」，「：名無し」

や「女性）」，「男性）」などの掲示板などにおいて繰り返し使用

されるような語が抽出されているためと考えられる．また，「和

菓子」と「洋菓子」の場合には，異なるWebページに同じ文

が出現するということが多かったので，「、祖母」や「、本場」

など不自然な複合語が抽出されてしまっている．記号の含まれ

る語をストップワードとすることで，これらを極力排除するこ

とはできると考えているが，記号の含まれる比較観点に重要な

ものがないとは言い切れない．

4つの場合の比較観点でない語に共通するノイズとして以下

が挙げられる．

• 比較語句に共通する親概念（表 6(a)の「テレビ」，表 6(b)

の「動物」など）

• 比較語句と共通の親概念を持つ語（表 7(a)の「ラグビー」

など）

• 比較語句のうち片方のみに強く関連を持つ語で対比のな

いもの（表 7(b)の「ケーキ」など）

比較語句と共通の親概念を持つ語については，大島らの同位

語発見手法 [7] の利用や，比較語句以外に，2. 1. 2 節で定義し

た比較表現に当てはまる語を発見することで対処可能と考えて

いる．

さらに，比較観点をより適切に提示するならば，表 6(a) に

おける「映像」，「動画」や表 7(b)における「菓子」，「お菓子」

などのようにほぼ同じ意味を指す「同意語」をまとめる必要が

あると考えている．

6. 結 論

本論文ではWebからの 2オブジェクト間の比較観点の発見

手法と提示手法を提案した．提案手法では，効率良く比較観点

の発見を行うために，比較表現の出現する比較文を収集し，そ

こから比較観点を抽出することとした．また，効率的かつ多角

的に比較を行うため，比較観点を用いて比較を行っているWeb

ページを表現することを提案した．実験では，検索範囲の違い

による結果の違い，有効単語距離の違いによる結果の違いを検

証した．その結果，検索範囲は SR = 10が適切であること，有

効単語距離はX = 5が適切であることがわかった．また，実際

の比較観点抽出結果からは，多くの比較語句に共通するパター

ンのノイズの存在，同意語に関する処理が必要であることがわ

かった．

今後は，ノイズの排除手法や同意語の処理手法について考案

していく．
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表 6 比較観点抽出結果 1（相応度は比較観点相応度）

Table 6 Results of extracting viewpoint for comparison 1

(a)「液晶」，「プラズマ」 (b)「ライオン」，「トラ」

単語 相応度 単語 相応度

画面 66 光 12

(テレビ) 40 電気 11

(ブラウン管) 34 応答速度 10

残像 33 画素 10

画質 23 映画 10

映像 22 大型 10

消費電力 21 値段 9

動き 21 解像度 9

(シャープ) 21 店頭 9

動画 21 (倍速) 9

サイズ 19 発色 8

バックライト 17 パネル 8

発光 17 メーカー 8

目 17 反応 7

(日立) 15 再現 7

コントラスト 15 (パイオニア) 7

画像 14 人気 7

寿命 14 小型 7

黒 14 ガラス 7

色 14 スポーツ 6

蛍光 13 環境 6

技術 12 斜め 6

価格 12 静止 6

表示 12 (世界) 6

表現 12 (松下) 6

単語 相応度 単語 相応度

(ヒグマ) 176 (大型) 30

雌 171 生息 28

(インド) 103 行動 28

雄 76 攻撃 27

(アフリカ) 73 (成獣) 27

(動物) 65 体格 26

群れ 58 映像 24

(ゾウ) 58 頭骨 24

単独 57 集団 24

(象) 52 捕食 22

狩り 46 一対一 20

体重 46 足 20

(クマ) 45 動画 20

(カバ) 45 王 19

獲物 43 (ヒョウ) 18

力 39 爪 18

亜種 38 (ネパール) 18

(サイ) 37 サバンナ 18

(ワニ) 36 (相手) 18

ネコ科 34 草原 18

(キリン) 33 アジア 18

(虎) 33 (百獣) 17

野生 32 (メス) 17

体長 31 戦闘 17

戦い 30 能力 17



表 7 比較観点抽出結果 2（相応度は比較観点相応度）

Table 7 Results of extracting viewpoint for comparison 2

(a)「野球」，「サッカー」 (b)「和菓子」，「洋菓子」

単語 相応度 単語 相応度

日本 98 子供 12

(名前：) 84 攻撃 12

(スポーツ) 84 (チン) 12

人気 70 (巨人) 11

試合 51 守備 11

世界 50 普及 10

(：名無し) 43 (海外) 10

選手 31 マイナー 10

(競技) 30 年俸 10

ファン 30 ドラマ 10

(ボール) 26 (国際) 10

ルール 24 魅力 9

アメリカ 24 (国内) 9

(リーグ) 19 少年 9

チーム 19 応援 9

(豚) 16 プレー 9

(代表) 14 (関係者) 8

メジャー 14 (ラグビー) 8

(国) 14 (大学) 8

(興味) 13 観戦 8

テレビ 13 (身体) 8

(天才) 13 監督 8

レベル 12 (ＷＢＣ) 7

(チンカス) 12 歴史 7

日本人 12 頭 7

単語 相応度 単語 相応度

カロリー 60 脂肪 4

(女性）) 58 (、祖母) 4

(男性）) 25 イメージ 4

バター 17 油脂 4

(日本) 16 小豆 4

季節 14 気分 3

砂糖 11 (味) 3

(菓子) 9 (目) 3

油 8 (お茶) 3

体 6 原材料 3

動物性 6 (）▲ページ TOP) 3

(使用) 6 コレステロール 3

生クリーム 6 (場合、獣肉) 3

(ケーキ) 6 (量) 3

(大福) 5 (人気) 2

間食 5 (、本場) 2

(お菓子) 5 (天) 2

卵 5 (和) 2

(餅) 5 お米 2

(団子) 5 香り 2

(あんこ) 5 (もち) 2

(日本茶) 4 (年) 2

材料 4 安心 2

油分 4 (好み) 2

(文化) 4 日本人 2


