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あらまし Web 検索エンジンが対象とする文書は膨大な量となってきており，その検索結

果は膨大な量の文書に対する統計量としての側面を持つようになってきている．本研究で

は，検索エンジンから得られる大規模文章集合からの統計的な性質を，英文の読解支援に

適用する．システムの構築として，Ajax 技術に着目し，利用者の操作に必要な部分だけを

更新することによって，本支援システムのユーザビリティと Web とのシームレスな結合を

同時に実現する．検索エンジンを利用して専門用語などを調べる際に母国語の結果が得や

すいように，検索語の変換を，検索エンジンから得られる統計量などを用いて行う機構の

試作を行った． 
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Abstract  Documents on web search engines are increasing,and those search results 
have values as good statistical data obtained from a large amount of documents. In this 
paper, we apply such statistical data obtained from document sets by search engine to 
assist understanding English documents for Japanese students. On our implementation, 
only the necessary parts are updated for user experience. We used Ajax technology to 
combinatorial use of web-based systems and information on the web. We show the 
effectiveness of a conversion function of a search word to get the result on one’s mother 
language when the one look into specialized words with search engines. 
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１．はじめに 
 Web上には膨大な量の文書が存在し，そして検

索エンジンから得られる大規模文書集合からの統

計的な性質を，英文の読解支援に適応する． 

英語に不慣れな学習者が，専門性の高い英語文

章を読む際に，専門用語や意味を理解できない単

語に出会うことがよくある．そのような専門用語

や意味を理解できない単語に対して，辞書だけで

なくインターネットの情報をうまく活用できると

有益な場合がある．例えば，英単語（専門用語）

を検索エンジンで調べる際，英単語をそのままの

形で検索すると英語の文書が多く得られるものの，

その意味は理解できないままとなってしまう．こ

こで英単語をカタカナ英語に変換した後に情報検

索を行うことで，日本語で記述された関連情報を

得られ，理解の手助けに有益となる可能性がある． 

また，英語文章の読解プロセスでは，そこで得

られた関連情報の効果的な提示方法も重要であり，

たとえば，ごく単純なことでいえば，タイトルや

サマリを読んだり，画面をスクロールするなどの

手間や時間がかかる操作の負担軽減が課題となる．

操作の軽減は単純ではあるが重要であり，その中

でも特に「調べる」という行動によって，現在読

んでいた文書から意識が離れてしまうことは文章

読解の大きな課題となる[1]．これにより，調べ終

わって文章に戻る際に，読んでいた内容を思い出



  

すという負担が生じる． 

本論文では，検索語の関連情報をWeb上から効果

的に検索する手法を提案し，さらにAjax技術によ

りWeb上でシームレスにそれらの情報を閲覧活用

できるようにすることで，利用者の負担の軽減を

行う． 
 
２．関連研究 
山口ら[2]は，クエリログのみを用いて効率よく，

同位語や話題となる語を発見する手法を提案した．

クエリログを用いるメリットとして，大きく2点挙

げている．1つ目は，知識取得にかかるコストが非

常に低いということである．巨大なテキストコー

パスや大量に収集したWebページを解析するのと

は違い，クエリログは日々サーチエンジンが蓄積

しているものであるためコストが低い．2つ目は，

適応分野が広いことである．Web上には様々な分

野における文書が存在しており，それらを取得す

る目的でユーザは日々検索を行っていることから，

クエリログの持つ分野は非常に多岐にわたるもの

である．これに対して我々は，検索エンジンにク

エリを送りサマリを受け取り，語の共起性や語の

距離などを踏まえ関連語（カタカナ）を示す．  

大鹿[3]は，検索エンジンを使用した支援を行っ

ている．その中で，フレーズ検索における付加・

検索ヒット件数比較におけるウィンドウの切り替

え・用例などの参照を行う画面のスクロールなど

への対処を行うことでシステム利用者の支援を行

っている．本研究では，1節で述べた問題点に対処

し利用者の支援をする．  
 
３．支援システムの設計 
本研究では，図1に示すAjax技術を活用したWeb

アプリケーションの設計・開発を行う．左側のフ

レームが読解する英語文章であり，右側のフレー

ム(タブパネル[4])で検索エンジンを使用した作

業支援を行う．また，図2はシステムの構成図であ

る．ウェブブラウザはIE・Mozilla，サーバのコン

テナとしてTomcat，YahooやGoogleのAPI・ツール

バーなどを利用する．文献データベース部分はま

だ実装していないが，文献データベースを利用す

ることにより以前に読んだ文献の管理や引用など

を行いやすくなる． 
 
３．１ 簡易辞書検索の利用と課題 
英語の文章を読む際に，意味のわからない単語

に出会うことは不可避である．これに対して， 

 
図1：システムの動作例  

 
図 2：システム構成図 

 
Googleツールバーによるマウスオーバー辞書[5]

を活用する．専門用語や一部の単語などに対応し

ていないが，一般的な単語はその単語の上にマウ

スをあてるだけで英単語を日本語に翻訳する．  

マウスオーバー辞書を利用する利点は，すぐに

意味がわかる点である．英単語の意味を調べるた

めに良く使われている英和辞典やインターネット

辞書は，意味がわかるまでに時間と手間がかかり，

さらに，読んでいた文章から頭が離れてしまい再

度読み直さなくてはならない可能性が発生する．

マウスオーバー辞書では，その負担が軽減される．  

マウスオーバー辞書の欠点は2つあり，1つは専

門用語や一部の単語の結果が得られないことであ

る．この専門用語や一部の単語への対処は次の節

で説明する．2つ目は，得られる英単語の意味が少

ないことである．英和辞典やインターネット辞書

を使う際には，細かな意味・類義語・関連語も得

ることができる．マウスオーバー辞書のような簡

易辞書検索では大まかな意味をつかみながら文章

を読むには有益だが，より専門性の高い用語や特

殊な意味での単語の使い方を理解するには，異な

るアプローチが必要となる． 
 

３．２ 専門用語の検索 
本システムの専門用語や一部の単語の検索機能

においては，Google Ajax Search API[6]を使用し，

検索の結果から意味を得る．この際ウェブ検索・

ブログ検索・ニュース検索を用いて，より現実と

イメージが結びつきやすいようにする．しかし，

英単語をそのままの形で検索しても日本語の結果

があまり得られない．表1は，検索結果に日本語が

含まれている件数である．表1から，カタカナ英語

で検索することで日本語の結果が多く得られるこ

とがわかる．我々は英単語をカタカナ英語に自動

変換する手法を提案する．Yahoo API[7]の検索を

用いて，図3の手順に従って変換の自動化を行う．

変換の途中で英単語のカタカナ英語以外の抽出し

たカタカナも副産物として得られる．以下の本文

中での説明では，英単語「scalability」を例にして

行う． 
 
表1：Googleの各検索におけるヒット件数(10件中) 

８８８スケーラビリティ

１１４scalability

ニュース検索ブログ検索ウェブ検索検索語

８８８スケーラビリティ

１１４scalability

ニュース検索ブログ検索ウェブ検索検索語

 



  

アルゴリズム：カタカナ変換

入力：英単語（e_word）
1： String[] summary_res = new String[50];
2： summary_res = yahoo_api(e_word);
3： String[] katakana = split_word(summary_res);
4： leave_out_repeat(katakana);
5： int[] dist_result = distance(e_word,katakana,summary_res);
6： int[] rep_result = repeat(katakana);
7： String[][] kana_summary = new String[katakana.length][50];
8： for(int i=0; i<katakana.length; i++)
9： for(int j=0; j<50; j++)
10： kana_summary[i][j] = yahoo_api(e_word & katakana[i]);
11： int[] hit_num = search_hitnum();
12： int[] dist_spread = spread(e_word,katakana,kana_summary);
13： int[] co_occur = c_o_check(e_word,katakana,kana_summary);
14： result(dist_result,rep_result,hit_num,dist_spread,co_occur);
15： return 順位付けしたカタカナ語

Yahoo!検索API
を使用
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図 3：カタカナへの変換アルゴリズム 

 
３．２．１ 関連カタカナ語の抽出 

Yahoo!検索 API を用いて，ある英単語の

Summary50 件を取得し，各 Summary 内に存在

するカタカナを全て抜き出す．図 4 は英単語

「scalability」の Summary50 件のうちの 1 件を

例として示したものである．図 4 の Summary の

中から，システム・ソリューション・ソリューシ

ョントップ・ジャンプの 4 つのカタカナを抜き出

し，さらに英単語「scalability」との距離（ 短）

も求める．距離は単純に出現単語間の文字数（空

白含む）である．距離についての詳しい説明は後

ほど行う．本稿実験時には，英単語「scalability」
のSummary50件からカタカナ59個が抽出された． 
 

OKIのIP映像配信システムは、小規模から大規模まで柔軟に対応する

優れたScalabilityを確保しています。 ... ソリューション &gt; 映像ソリュ

ーショントップ &gt; 映像配信 &gt; Scalability. 本文へジャンプ。 ...

 
図 4：Summary からの抽出方法の一例 

 
３．２．２ 同一サマリ内での単語出現回数 
 抜き出したカタカナの中で複数回出現している

ものをまとめる．本抽出手法であるカタカナが複

数回出現するということは，ある英単語（たとえ

ば「scalability」）との関連が強いといえる．表 2
は，抽出した 59 個から複数回出現したカタカナの

みをまとめた表である．英単語「scalability」の

Summary50 件から抽出したカタカナの中で，複数

回出現したのは，5 つのカタカナであった．抽出し

た際の距離（英単語と抽出したカタカナ）が複数

ある場合は， 小のものを採用するとする． 
 

表 2：複数回出現したカタカナ一覧 

２

２

２

５

４

出現個数

１９，２０

２，４５

６，１５

２４，５５，４７，３８，２９

４２，５６，１２，２

各距離 採用距離カタカナ

２ログイン

１９サーバ

６メーリングリスト

２４パフォーマンス

２スケーラビリティ

２

２

２

５

４

出現個数

１９，２０

２，４５

６，１５

２４，５５，４７，３８，２９

４２，５６，１２，２

各距離 採用距離カタカナ

２ログイン

１９サーバ

６メーリングリスト

２４パフォーマンス

２スケーラビリティ

 
 
 

３．２．３ 抽出語間の距離 
 この節では，英単語と抽出したカタカナとの距 
離について定義する．図 5 は，取得した Summary
の中の 1 件である．この Summary からは，トッ

プ・テクノロジー・スケーラビリティ（2 個）の 4
つのカタカナを得ることができる．スケーラビリ

ティ（2 個目）と英単語「scalability」は，スペー

ス1つと括弧1つをはさんで距離2であるとする．

さらに，スケーラビリティは英単語「scalability」
のカタカナ英語である．このように，距離が近い

とその英単語の別名であったり，その英単語の説

明に直接使われている言葉である．反対に，距離

が遠いと英単語との直接的な関わりがなくなって

しまう．よって，英単語と取得したカタカナの距

離が、近いほど，関連のある可能性が高いと考え

られる． 
 

no:23IT総合トップ &gt; テクノロジー &gt; @IT総合検索
&gt; Insider's Computer Dictionary &gt; [スケーラビリティ]
スケーラビリティ (scalability) 最終更新日: 2002/03/18 ...

no:23IT総合トップ &gt; テクノロジー &gt; @IT総合検索
&gt; Insider's Computer Dictionary &gt; [スケーラビリティ]
スケーラビリティ (scalability) 最終更新日: 2002/03/18 ...

 
図 5：Summary の例 

 
３．２．４ 検索エンジンのヒット件数 
 次に，検索ヒット件数を用いて，カタカナと英

単語の関係を調べる．検索ヒット件数は 2 つ使用

し，1 つはカタカナ各々と英単語の AND 検索ヒッ

ト件数であり，もう 1 つはカタカナ各々の検索ヒ

ット件数である． 
 カタカナ各々と英単語の AND 検索結果のみを

扱うと，どうしても一般語のヒット件数が高くな

ってしまい利用価値があまりなくなってしまう．

表 3 は，カタカナ候補の中で英単語「scalability」
とのAND検索ヒット件数上位5件を示したもので

ある．また，スケーラビリティの結果は AND 検索

ヒット件数 5240 件，スケーラビリティのみの検索

ヒット件数は 489000 件である．表 3 の AND 検索

ヒット件数の上位 5 件に対してはおおまかに桁数

だけを考えると１桁少ないに対して，カタカナの

みの検索ヒット件数は 3 桁少ない． 
 

表 3：検索ヒット件数

52300

57400

60500

63300

73700

Scalabilityとの
AND検索ヒット件数

カタカナのみの
検索ヒット件数

カタカナ

483000000ヘルプ

166000000サーバ

567000000サービス

528000000ログイン

255000000ユーザー

52300

57400
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63300

73700

Scalabilityとの
AND検索ヒット件数

カタカナのみの
検索ヒット件数

カタカナ
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166000000サーバ

567000000サービス

528000000ログイン

255000000ユーザー

 
 

「スケーラビリティ」は，文書集合全体から考え

ると他のカタカナよりも頻出するカタカナではな

い．しかし，文書集合の中で英単語「scalability」
と共起する部分が多いと考えられる． 
ここで，式（1）を用いる．英単語との AND 検

索ヒット件数はカタカナのみの検索ヒット件数の



  

一部であるため，英単語との AND 検索ヒット件数

をカタカナのみの検索ヒット件数で割ることによ

って，R-hit の値が大きいほど英単語とより多く共

起する単語であると判断できる．一般語は R-hit
の値が全体的に低くなるため，一般語とそれ以外

の区別に利用できる．しかし，もともと AND 検索

ヒット件数が小さいものは R-hit 値が大きくなり

すぎてしまうという問題がある． 
 

…式（１） 
 
表 4 は，表 3 のカタカナと「スケーラビリティ」

の R-hit 値を示している．「スケーラビリティ」の

AND 検索ヒット件数は他のカタカナよりも低い

が，カタカナのみの検索ヒット件数より R-hit は 1
番高くなっている．  
 

表 4：R-hit 値 

0.00031516600000052300サーバ

489000

483000000

567000000

528000000

255000000

カタカナのみの
検索ヒット件数

5240

57400

60500

63300

73700

Scalabilityとの
AND検索ヒット件数

R_hitカタカナ

0.000119ヘルプ

0.010716スケーラビリティ

0.000107サービス

0.00012ログイン

0.000289ユーザー
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３．２．５  カタカナ語と英単語の関連性 
 ここでは，カタカナ（複数）と英単語との AND
検索結果より Sumary50 件を使用する．例（図 6）
と し て ， パ フ ォ ー マ ン ス と scalability の

Summary50 件を用いて説明する．パフォーマンス

と scalability の各 Summary の 短距離を下の 11
個のグループに分ける．３．２．３節で説明した

ように距離が近ければ関連するカタカナである可

能性が高いと考えられる．本論文では，特に可能

性が高いと考えられる距離0～10が50件のうちに

多いカタカナを関連が強いカタカナであるとする．

長い英単語やもともとのヒット件数が少ない英単

語などは 0～10 に 0 が並ぶことが多いため，その

ような単語はこの計測が適応できない場合がある． 
 

4
４１～５０

件数

各距離

4
５１～６０

2732
３１～４０２１～３０１１～２００～１０

4
４１～５０

件数

各距離

4
５１～６０

2732
３１～４０２１～３０１１～２００～１０

件数

各距離

00211
101~９１～１００８１～９０７１～８０６１～７０

件数

各距離

00211
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図 6：パフォーマンス・scalability 分布 

 
３．２．６ 他のカタカナとの共起 
ここでは，あるカタカナに対して他のカタカナ

と英単語との関係（距離）を調べる．図 7 に示し

たように，自分以外の各 Summary50 件に対して

行う． 
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図 7：関係を調べる処理の流れ 
 
図 8 は，プログラムと英単語「scalability」を

AND検索し取得したSummary50件のうちの 1件

である．この Summary の中には，プログラムが 2
回，英単語「scalability」が 1 回現れている．また，

この中にはスケーラビリティというカタカナも 1
回出現している．プログラムと英単語「scalability」
とスケーラビリティの位置関係を考える．図 8 を

見てすぐわかるように，スケーラビリティという

カタカナは，どちらかというと英単語「scalability」
に位置が近いことがわかる．この場合，スケーラ

ビリティというカタカナはプログラムというカタ

カナよりも英単語「scalability」と関係が強いと判

断できる． 
 

プログラムカウンタ．スタック．プロセス間通信．アクセス
制御機能．分散モデル … スケーラビリティ（Scalability）
信頼性（Reliability） … プログラム．命令を順番にならべ
たもの，その命令 …

プログラムカウンタ．スタック．プロセス間通信．アクセス
制御機能．分散モデル … スケーラビリティ（Scalability）
信頼性（Reliability） … プログラム．命令を順番にならべ
たもの，その命令 …  

図 8：関連カタカナ語の出現と位置 1 
 
 図 9 はパフォーマンスと英単語「scalability」を

AND検索し取得したSummary50件のうちの 1件

である．この Summary の中には，パフォーマン

スが 1 回，英単語「scalability」が 1 回現れている．

またこの中にはスケーラビリティというカタカナ

も 1 回出現している．ここで図 9 を見て，スケー

ラビリティというカタカナはパフォーマンスとい

うカタカナに位置が近いことがわかる．先ほどの

図 8 の例では，英単語よりであったがこの図 9 の

例ではカタカナよりである．この場合，スケーラ

ビリティというカタカナは英単語「scalability」よ

りもパフォーマンスというカタカナと関係が強い

と考えられる． 
 

『SQL Server 2005: Decision Support Scalability 
Improvements』をダウンロードいただけます（英語） …
SQL Server 2005パフォーマンスおよびスケーラビリティ
テストレポート …

『SQL Server 2005: Decision Support Scalability 
Improvements』をダウンロードいただけます（英語） …
SQL Server 2005パフォーマンスおよびスケーラビリティ
テストレポート …  

図 9：関連カタカナ語の出現と位置 2 
 



  

図 10 はディスカッションと英単語「scalability」
をAND検索し取得したSummary50件のうちの 1
件である．この Summary の中には，ディスカッ

ションが 1 回，英単語「scalability」が 1 回現れて

いる．スケーラビリティというカタカナは 1 回出

現している．図 10 を見るとスケーラビリティとい

うカタカナはディスカッションというカタカナよ

りも英単語「scalability」に位置が近いことがわか

る．ここで各距離に注目すると，ディスカッショ

ンと英単語「scalability」の距離は 20 で，スケー

ラビリティと英単語「scalability」の距離は 27 で

ある．スケーラビリティというカタカナは英単語

「scalability」に位置は近いが，ディスカッション

よりも英単語「scalability」との距離が長いため関

係はあまり強くないということがわかる． 
以上の計測をすべてのカタカナに対して行い，英

単語「scalability」よりで関係も他のカタカナより

も強いカタカナを判断するために計測する． 
 

J2SE 1.4リリースで行われたパフォーマンスおよびス
ケーラビリティの拡張の概要についてはPerformance 
and Scalability Guideをご覧ください。 … 概要のディス
カッションはこちら。コミュニティ．イベント …

J2SE 1.4リリースで行われたパフォーマンスおよびス
ケーラビリティの拡張の概要についてはPerformance 
and Scalability Guideをご覧ください。 … 概要のディス
カッションはこちら。コミュニティ．イベント …  

図 10：関係の弱い結果 
 
３．２．７  各指標の統合 
 これまでに提案した 6 つの指標について，各計

測値を正規化し加算し，値を降順に並び替える．

英単語「scalability」の結果を表 5 に示す．1 番右

側の結果は各計測の合計値である．結果の 1 番の

カタカナが，英単語「scalability」に総合的に関係

の強いカタカナであると考えられる． 
 
３．３ カタカナ候補の URL 
 この節では，３．２節の過程で生じた他のカタ

カナを利用する．それぞれのカタカナ候補に対し

て，2 つの URL を表示する．1 つは，英単語と各

カタカナを AND 検索した際に一番距離の近いペ

ージの URL である．もう 1 つは，３．２．６節で

述べた「あるカタカナに対して他のカタカナと英

単語との関係（距離）」の結果を利用する．あるカ

タカナの他のカタカナより英単語との距離が一番

近かったページの URL を用いる．図 11 に 1 つの

カタカナ（カタカナ A）の URL 表示手法を示す． 
 

 
図 11：カタカナ A の場合 

表 5：「scalability」の処理結果 
ポイント抽出したカタカナnumber

９４リリース１８

９５ペーパー１７

９５ジャンプ１６

９６ブログ１５

１００リソース１４

１０４メーリングリスト１３

１０６テスト１２

１０７トップページ１１

５６ドキュメント３８

５８ニュースチェック３７

６０ヘルプ３６

６５サイトトップ３５

７１ファイアウォール３４

７３ブックマーク３３

７６キャッシュ３２

８１ソフトウェ３１

８４ソリューショントップ３０

８４リンク２９

１３トップ４８

１７スタッカー４７

２１シスコ４６

１３７アプリケーション８

１４６ソリューション７

１５５プロジェクト６

１５５ミドルモジュール５

１６６パフォーマンス４

１６８システム３

９１テクニカルサポート２２

９２プレゼンテーション２１

９３ソーシャルブックマークサービス２０

９４サービス１９

１０８ログイン１０

１１３タグ９

８５テクニカル２８

８６ニーズ２７

８７シリーズ２６

８８メモ２５

９０ホワイト２４

９１サーバ２３

３７プログラム４１

４４バザール４０

４７ユーザー３９

３５テクノロジー４３

３６イベント４２

２３フィーダー４５

２６ゲスト４４

１６８アルゴリズム２

３７３スケーラビリティ１

ポイント抽出したカタカナnumber

９４リリース１８

９５ペーパー１７

９５ジャンプ１６

９６ブログ１５

１００リソース１４

１０４メーリングリスト１３

１０６テスト１２

１０７トップページ１１

５６ドキュメント３８

５８ニュースチェック３７

６０ヘルプ３６

６５サイトトップ３５

７１ファイアウォール３４

７３ブックマーク３３

７６キャッシュ３２

８１ソフトウェ３１

８４ソリューショントップ３０

８４リンク２９

１３トップ４８

１７スタッカー４７

２１シスコ４６

１３７アプリケーション８

１４６ソリューション７

１５５プロジェクト６

１５５ミドルモジュール５

１６６パフォーマンス４

１６８システム３

９１テクニカルサポート２２

９２プレゼンテーション２１

９３ソーシャルブックマークサービス２０

９４サービス１９

１０８ログイン１０

１１３タグ９

８５テクニカル２８

８６ニーズ２７

８７シリーズ２６

８８メモ２５

９０ホワイト２４

９１サーバ２３

３７プログラム４１

４４バザール４０

４７ユーザー３９

３５テクノロジー４３

３６イベント４２

２３フィーダー４５

２６ゲスト４４

１６８アルゴリズム２

３７３スケーラビリティ１

 
 
英単語「scalability」の結果の一部分を表 6 に示す．

この URL を利用することで，抽出したカタカナの

中から今自分が調べたいものを選択し調べること

ができる． 
 
４．カタカナ変換評価実験 
 カタカナ変換を行う英単語は，WWW2006 の

Research Paper の全 84 論文のタイトルと

Abstract に直接 Google マウスオーバー辞書を当

てて，意味が表示されなかった 2294 単語の内，重

複を省いた 567 単語とその中からさらに基礎単語

[8]を省いた 464 単語に対して評価した．この英単

語に対して，カタカナ変換を行った．各英単語に

対して変換した上位 5 件を示し，5 人の人に英単語 



  

表 6：「scalability」の関連 URL（一部） 

http://b.hatena.ne.jp/t/scalability

http://e-
club3.hyperposition.com/seoblog/google/serps/20070714224546.html

アルゴリズム

http://www.simplex-tech.co.jp/pdf/brochure/simplex-if-
solution.pdf

https://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=ca
sestudydetail&casestudyid=27757&loc=ja

ソリューション

http://www.mpls.jp/program.html

https://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=ca
sestudydetail&casestudyid=27757&loc=ja

プログラム

http://otn.oracle.co.jp/products/performance/

http://e-
words.jp/w/E382B9E382B1E383BCE383A9E38393E383AAE38386E38
2A3.html

パフォーマンス

http://www.oki.com/jp/BMC/oms/index.html

http://www-06.ibm.com/jp/developerworks/web/library/wa-
abilities.shtml?ca=drs-

ニーズ

http://taggy.jp/article/detail.do?media=bookmark&id=13713807ソーシャルブック
マークサービス

http://www.netstream.co.jp/service/

http://www.netstream.co.jp/service/システム

http://b.hatena.ne.jp/t/scalability

http://e-
club3.hyperposition.com/seoblog/google/serps/20070714224546.html

アルゴリズム

http://www.simplex-tech.co.jp/pdf/brochure/simplex-if-
solution.pdf

https://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=ca
sestudydetail&casestudyid=27757&loc=ja

ソリューション

http://www.mpls.jp/program.html

https://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=ca
sestudydetail&casestudyid=27757&loc=ja

プログラム

http://otn.oracle.co.jp/products/performance/

http://e-
words.jp/w/E382B9E382B1E383BCE383A9E38393E383AAE38386E38
2A3.html

パフォーマンス

http://www.oki.com/jp/BMC/oms/index.html

http://www-06.ibm.com/jp/developerworks/web/library/wa-
abilities.shtml?ca=drs-

ニーズ

http://taggy.jp/article/detail.do?media=bookmark&id=13713807ソーシャルブック
マークサービス

http://www.netstream.co.jp/service/

http://www.netstream.co.jp/service/システム

 
 

に対応するカタカナ英語であるか判断してもらっ

た．評価結果を図12に示す．重複を省いた単語郡

と基礎単語を省いた単語郡ともに変換成功（上位5

番位内）と考えられるのは3割ほどであった．成功

数3割の原因の１つとして，変換した単語がカタカ

ナ英語に直さない単語であると考えられる．例え

ば，「API」の変換を考えると「エーピーアイ」な

どであるが，一般的にこのような単語のカタカナ

英語は検索エンジンが対象とする文書にはあまり

書かれないと思われる．さらに，「a」などの基礎

単語を省いた場合においても，結果は変わらなか

ったことからカタカナへの変換に適さない語が数

多くあると考えられる． 
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図 12：評価結果 

 
図 13 は，567 単語の変換成功と考えられる 3 割

の各順位別の単語数である．変換成功した単語の

内の約 6 割が上位 1 位となっている．上位 3 位以

内は約 86%であり，変換成功の中でも上位に占め

る割合が高いといえる． 
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図 13：対応するカタカナ英語の上位５番の分布 

 

５．おわりに 
Ajax技術を活用したWebアプリケーションによ

る英文資料読解時での利用者の支援を提案した．

利用者の支援をすることにより，スムーズな英文

読解の遂行が期待できる． 

 今後の課題として，3 つのことが挙げられる．1
つ目はカタカナ変換である．今回の評価でもわか

ったようにカタカナ変換するのに適さない語が存

在する．そのため，サマリ内からカタカナのみを

抽出するのではなく，形態素解析なども行い名

詞・形容詞なども取得することによって，関連語

としての利用が考えられる．また，今回は日本語

のサマリから取得したが，英語論文を読むのは日

本人だけではないので，同じ手法を日本語以外の

非英語圏の言語を扱う人も利用できるように変換

するのも課題である． 
2 つ目は，支援の追加である．本稿では特に単語

に対しての支援しか行っていない．しかし，例え

ば図表の位置と本文中での引用との物理的配置な

ど支援すべきことはまだ数多く存在する．特にこ

の物理的配置は，ワーキングメモリの観点から考

えても実装すべきである．これにより読み手の負

担を減らすことに大きく直結すると思われる． 
3 つ目は，システム全体の評価である．現段階で

は，マウスオーバー辞書の利用・サーチエンジン

を利用したカタカナ変換と URL 表示を行った．し

かし，レスポンスタイムや支援となる補助不足な

どの問題があり，システム全体を使った評価実験

を行えていないのも課題である． 
 
６．参考文献 
[1] 苧阪満里子，“脳のメモ帳 ワーキングメモ

リ”，新曜社，東京，2002 

[2]山口雅史，大島裕明，小山聡，田中克己“サー

チエンジンのクエリログを利用した同位語・話題

語の発見と可視化”，DBWS2006，pp.147-154，2006． 

[3]大鹿広憲，佐藤学，安藤進，山名早人“Google

を活用した英作文支援システムの構築”，DEWS2005 

4B-i8,2005. 

[4]タブパネル表示（Adobe Spryフレームワーク）,

小旛一浩，“JavaScriptテクニックブック”，シ

ーアンドアール研究所，新潟，2007 

[5]Googleツールバー（マウスオーバー辞書），

http://toolbar.google.com/T4/intl/ja/index_p

ack.html 

[6]Google Ajax Search API， 

http://code.google.com/apis/ajaxsearch/web.h

tml 

[7] Yahoo!デベロッパーネットワーク， 

http://developer.yahoo.co.jp/ 

[8]“ニューサンライズ英和辞典”，旺文社，東京，

1992 
 

謝辞 
本研究の一部は科学研究費補助金基盤研究 (B) 

(課題番号 19300026) の助成による． 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


