
   
DEWS2008 B5-5 

 

 

複数の可視化手法を用いた検索語想起支援 
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あらましあらましあらましあらまし  検索結果やそこから抽出した特徴語の可視化において，近年ではバネモデルを用いたグラフ表現が多

く用いられる．しかしこの場合，ノードとなる特徴語やクラスタの関係を表すのには都合がよいが，単一のノード

がもつ情報を表示するにはノードの大きさや色などを用いることになり，ノード同士の比較がしやすいとは限らな

い．また特徴語が有効でない場合は，これを可視化しても検索語想起支援にはならない．提案するシステムでは，

検索結果から得られた検索語候補をユーザに提示する際，検索語候補それぞれがもつ出現回数や出現文書数などの

情報も可視化する．これらの可視化手法を連携させることによって，ユーザはより容易に重要語の特徴を把握でき

るようになる． 
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Query Suggestion Using Plural Visualization Techniques 
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Abstract  Recently, the spring model is popular for visualizing search results or the feature terms extracted from them. 

While the spring model is useful to visualize relations between nodes of feature terms or clusters, users can not necessarily 

understand the characteristics of nodes easily. Some of the feature terms are not good as a query, so visualizing them is no use 

for query suggestion. Our system visualizes information such as term and document frequencies as well as query term 

candidates extracted from search results. Moreover, users can easily understand the characteristics of important terms using 

plural cooperating visualization techniques. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  
Web 検索では Googleなどのサーチエンジンを用い，

その検索結果を見て次の検索行動に移ることが一般的

である．このとき追加する語や変更する語は容易に思

いつくものではなく，ユーザは検索語を自身の記憶だ

けでなく表示されている検索結果の中からも探すこと

になる．提案手法では検索結果から検索語となり得る

語を抽出し，語の特徴として検索結果中でのスコアや

抽出した語間の関係を解析する．さらにユーザにそれ

らを分かりやすい形で表示することによって検索支援

を行う．ただし実際の検索行動では OR 検索の使用頻

度が低いため，AND 検索および検索語の変更を主な目

的とするシステムを設計した．  

2 節で関連研究について述べる．3 節で検索結果か

らの検索語候補の抽出，4 節で得られた検索語候補の

可視化について述べる．5 節でまとめと今後の課題に

ついて述べる．  

2. 関連研究関連研究関連研究関連研究  
検索支援を目的として検索結果などを可視化する

研究は多く行われている．例えば検索支援には検索語

候補の抽出と得られた検索語候補の可視化などがある．

ユーザは提示された検索語候補から次の検索での検索

語を選択する  

Googleサジェスト [1]では Googleが蓄積した検索語

の履歴を元に検索語候補の提示を行っている．このシ

ステムは検索語候補を列挙するだけであり，本研究の

ような可視化を行っていない．  

吉田らによる研究 [2]では検索結果中の重要語の出

現傾向を可視化し，ユーザが重要語の表示位置を操作

することにより検索語の修正や再ランキングを行って

いる．検索語を中心にしたグラフで可視化されており，

提案システムは検索語候補を中心とした表示をしてい

るので異なる．  

納豆ビュー [3]や Cone Tree[4]はノードを 3 次元に表  



 

 

示する手法であるが，ノードが重なって表示されてし

まう場合が多くなり，全てのノードを見るためにはユ

ーザの操作が必要となる．ユーザの操作を求めるとい

う点では提案システムと同様であるが，提案システム

は平面描画によってノードを表示させているため，全

てのノードを見るためにユーザの操作を必要とする場

合が少ない．  

多くの手法は単一の可視化手法に注目している．し

かし検索語候補の文字列，出現頻度や共起関係など可

視化する有用と考えられる情報が多く，単一の手法で

は表現しきれない場合も存在する．提案システムでは，

可視化手法として広く用いられている 2 次元表示を複

数組み合わせ，さらにそれらを連携させることによっ

て，より多くの情報を可視化してユーザに示す．ここ

に本研究の特徴がある．  

 

3. 検索語候補検索語候補検索語候補検索語候補のののの抽出抽出抽出抽出  
検索結果を分析する際，その特徴を示す語である特

徴語を用いる．しかし検索にふさわしい語とは，検索

結果の特徴ではなくユーザの検索意図を示す語である．

本稿では検索語にふさわしい可能性がある語を重要語

とする．重要語を検索結果から抽出・ランキングし，

検索語候補を獲得する．  

3.1. 重要重要重要重要語語語語のののの抽出抽出抽出抽出  
Google の検索結果から得られた N （ N は実験では

最大で 100）件のタイトルおよびスニペットを，形態

素解析器 sen[5]で解析し品詞情報が「名詞」，「未知語」，

「名詞接続」，「記号」の形態素を得る．ただし「サイ

トマップ」，「ブックマーク」のような Web特有の語は

検索語によらずに出現するため，不要語リストを作成

し，リストに含まれる場合は抽出しない．また句読点

「。」，「、」の品詞情報は「記号」であるが，Googleの

検索に反映されないため抽出しない．以下，抽出した

形態素を抽出形態素，抽出しなかった形態素を非抽出

形態素と呼ぶ．  

ここで問題なのは，単一の抽出形態素では細かく分

割されすぎることがあるという点である．単一の抽出

形態素は一般的な語であることが多く，そのような語

は検索語としては有効ではない．したがって複数の抽

出形態素を連結する必要があり，非抽出形態素で挟ま

れた抽出形態素を連結する操作を行う．形態素解析し

ても出現順は保存されるので，出現順に連結させる．

しかし特に接尾辞や接頭辞が含まれていたものは，元

は別な語であったと仮定してその抽出形態素の後ある

いは前で連結を切る．さらに固有名詞中に連体助詞の

「の」が含まれ，形態素解析器が正しく抽出できない

場合があることを考慮し，提案システムが形態素を連

結する．抽出形態素
1m ，

2m の間に連体助詞「の」が存

在した場合，「
1m の

2m 」のように連結する．  

これらの処理により得られた，連結された抽出形態

素を重要語とする．抽出・連結例を表 1 に示す．それ

ぞれ，「DEWS2008の会場はシーガイアです。」，「新幹

線新倉敷駅」，「名産品売り場」，「窓の杜」の形態素解

析結果である．  

 

表 1：重要語の抽出  

形態素  品詞情報  重要語  

(a)「未知語」の抽出例  

DEWS 未知語  

2008 未知語  
DEWS2008 

の  助詞 -連体化   

会場  名詞 -一般  会場  

は  助詞 -係助詞   

シーガイア  未知語  シーガイア  

です  助動詞   

。  記号 -句点   

(b)「接頭」による分割例  

新幹線  名詞 -一般  新幹線  

新  接頭詞 -名詞接続  

倉敷  
名詞 -固有名詞 -地域 -

一般  

駅  名詞 -接尾 -地域  

新倉敷駅  

(c)「接尾」による分割例  

名産  名詞 -一般  

品  名詞 -接尾 -一般  
名産品  

売り場  名詞 -一般  売り場  

(d)「の」による連結例  

窓  名詞 -一般  

の  助詞 -連体化  

杜  名詞 -固有名詞 -一般  

窓の杜  

 

例えば表 1(a)の場合は未知語の抽出・連結である．

「会場」だけではなく「DEWS2008」と「シーガイア」

を重要語として抽出する．「DEWS」と「2008」を分割

しては都合が悪いと考えられる．また「シーガイア」

のように固有名詞や形態素解析器が解析できなかった

語も抽出する．表 1(b)や (c)の場合では，品詞情報が「接

頭」あるいは「接尾」の形態素によって「新幹線」と

「新倉敷駅」，「名産品」と「売り場」が重要語として

得られる．表 1(d)は連体助詞「の」によって固有名詞

が正しく抽出された例である．ただし senでは連体助

詞の品詞情報は「助詞 -連体化」で出力される．これら

の処理により，重要語の文字数が極端に多くなること

を抑え，検索語としても有効な語の抽出が期待できる

ようになる．  



 

 

3.2. 重要語重要語重要語重要語ののののランキングランキングランキングランキング 
検索結果からの特徴語の抽出では IDFTF ⋅ が多く用

いられる．しかし本稿では特徴語と重要語は別なもの

として扱うため，他の抽出手法について検証する．重

要語のスコアを TFr， DF ， IDF， IDFTFr ⋅ ， DFTFr ⋅ ，

の 5 通りの方法で求めた．ここで TFrとは，語の出現

頻度とその語が出現する文書の検索結果でのランクを

考慮した値である．以下の式で重要語
iw のランク考慮

出現頻度
iTFr を定義した．  

( )( )∑
=

−×=
N

j
jjii rankNTFTFr

1
,

 

ここで
jiTF ,
は文書

jd 中での重要語
iw の出現頻度，

jrank は文書
jd のランク，N は検索結果件数であり，本

実験において 100=N である．また文書
jd はタイトルお

よびスニペットを指す．提案システムがユーザに提示

する語の数が 10 語であるため，求めたスコアの上位

10 語の重要語の適合率を求める．適合判定は人手で行

った．検索語は，「岡山」，「京都」，「大阪」，「夏日」，

「ビスタ」，「ANA」，「 flash」，「vista」，「スパイダーマ

ン 3」，「大日本人」の 10 語を用いた．また収集時期は

2007年 6 月である．得られた結果を図 1 に示す．  
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図 1：抽出語の適合率  

 

IDFが最も低く， IDFTF r ⋅ は rTF ， DF ， DFTF r ⋅ に

劣る結果となった．そこで提案システムでは DFTF r ⋅
から重要語のランキングに用いるスコアを求める．こ

こで，例えば「広辞苑第六版 DVD-ROM 版－動画・画

像・音声付き」という固有名詞の重要語であっても，

文字数が多いとユーザが分かりにくくなる可能性があ

り，提案システムの可視化手法には文字数が多い語は

不向きである．この点を考慮し，文字数の多い重要語

は文字数と文字種に応じてスコアを低減させる．重要

語を除外しない理由は，元々文字数の多い固有名詞や

固有表現が存在するためである．以上の方法で求めた

スコアの高い順に重要語をランキングし，上位 10 語を

検索語候補とする．  

3.3. 実験実験実験実験  
検索語を「シーガイア」，検索結果取得件数を 100=N

として 2008年 1 月 13 日に提案システムが出力した検

索語候補を表 2 に，Googleサジェストが出力した検索

語候補を表 3 に示す．Googleサジェストは最大 10 語

の検索語候補を提示するが，実験で提示された検索語

候補は 6 語であった．表 3 中で「シーガイア_宮崎」と

表記しているものは Googleサジェストでは「シーガイ

ア  宮崎」と出力され，「シーガイア AND 宮崎」の意

味である．提案システムは，「シーガイア」の正式名称

「フェニックス・シーガイア・リゾート」や所在地「宮

崎市」，「オーシャンドーム」や「室内プール」などの

施設に関する語が出力されている．Googleサジェスト

も所在地や施設名が出力されている．  

 

表 2：提案システムが出力した検索語候補  

検索語候補  スコア  

旅行 4680 

リゾート施設 2562 

宮崎シーガイア 2067 

観光 1893 

宮崎市 976 

フェニックス・シーガイア・リゾート 972 

ホテル 880 

室内プール 552 

観光ガイド 441 

オーシャンドーム 440 

 

表 3：Googleサジェストが出力した検索語候補  

検索語候補  

シーガイア_宮崎  

シーガイア_シェラトン  

シーガイアリゾート  

シーガイア_ホテル  

シーガイア_オーシャンドーム  

シーガイアテニスクラブ  

 

提案システムと Google サジェストとの比較評価の

条件をそろえるため，提案システムが出力した検索語

候補の上位 6語と Googleサジェストが出力した検索語

候補を比較する．提案システムは元の検索語「シーガ

イア」と各検索語候補との AND 検索，Googleサジェ

ストは提示された語で検索する．これは，例えば提案

システムが「ホテル」を出力するのに対し，Googleサ

ジェストは「シーガイア  ホテル」を出力するためであ

る．以上の条件の下，検索結果件数変化 Dと上位 10

件適合件数 10P で比較する．上位 10 件適合件数 10P は検



 

 

索結果の上位 10 件を人手で適合不適合に分類し求め

た．ここで適合文書とは，提案システムの検索語候補

の場合は元の検索語と検索語候補両方についての文書，

Google サジェストの場合は提示された語についての

文書であり，また元の検索語が「シーガイア」である

ことを考慮してシーガイアに関連のあるものを適合と

した．また「シーガイア」の検索結果件数は 105,000

件であった．結果を表 4，表 5 に，件数変化と上位 10

件適合件数による比較を図 2，図 3 に示す．  

 

表 4：提案システムの件数変化と適合件数  

検索語候補  

（スコア上位 6 語）  

件数変化  

D  

適合件数  

10P  

フェニック ス・シー ガイ

ア・リゾート  -84,300     10 

宮崎市  -42,400      7 

リゾート施設  -99,650      5 

宮崎シーガイア  -88,800      6 

旅行  -14,600      6 

観光  -17,900      8 

平均  -57,942      7.00 

分散  1,421,992,417      3.20 

 

表 5：Googleサジェストの件数変化と適合件数  

検索語候補  件数変化  

D  

適合件数  

10P  

シーガイア_宮崎 63,000      6 

シーガイア_シェラトン -76,100      9 

シーガイアリゾート -91,600     10 

シーガイア_ホテル 9,000      9 

シーガイア _オーシャンド

ーム -83,600      5 

シーガイアテニスクラブ -101,520      5 

平均  -46,803      7.33 

分散  4,476,745,667      5.07 

 

表 4 において「リゾート施設」の上位 10 件適合件

数 10P が低い．同様に表 5 の「シーガイア_オーシャン

ドーム」，「シーガイアテニスクラブ」も上位 10 件適合

件数 10P が低く，これらの検索語候補は検索語としてふ

さわしいとはいえない．これに対し，表 4 の「フェニ

ックス・シーガイア・リゾート」や表 5 の「シーガイ

アリゾート」の上位 10 件適合件数 10P は 10 であり，件

数変化 Dも大きい．これは適合件数を高く維持したま

ま検索件数を減らすことができる有効な検索語である

といえる．  

 

-4.7E+4
-5.8E+4

-1.E+5

-8.E+4

-6.E+4

-4.E+4

-2.E+4

0.E+0

提案システム Googleサジェスト

平
均

 
(a)平均  

1.4E+9

4.5E+9

0.E+0

2.E+9

4.E+9

6.E+9

8.E+9

1.E+10

提案システム Googleサジェスト

分
散

 
(b)分散  

図 2：検索結果件数変化 Dによる比較  
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(b)分散  

図 3：上位 10 件適合件数 10P による比較  

 

図 2において提案システムと Googleサジェストを比

較すると，検索結果件数変化 Dの平均では提案システ

ムが出力した検索語候補を用いた検索の方が検索結果

件数の変化は大きいが，分散を見ると Googleサジェス

トの方が大きい．図 3 の上位 10 件適合件数 10P におい

て分散では提案システムのほうが小さい値となってい

るが，平均は Googleサジェストの方が高い．提案シス

テムが出力した検索語を用いた検索は，検索結果の件

数，上位の適合件数が安定している．提案システムは，



 

 

検索結果から検索語候補を求めており，重要語のラン

キングに DFTF ⋅ を用いている． DF が小さいと検索結

果件数は少なくなると考えられる．このため提案シス

テムでは，検索結果件数が極端に少なくなることが起

こりにくいためであると考えられる．また，検索結果

上位 100件のタイトルおよびスニペットを元に検索語

候補を出力しているため，提案システムが出力した検

索語候補を用いた検索の結果でも適合文書は多くなる．

したがって適合件数 10P の平均は，Googleサジェスト及

ばないが近い値となり，適合件数 10P は安定した値とな

る．  

次に検索語を「ギョーザ」，検索結果取得件数を

100=N として 2008年 2 月 18 日に提案システムが出力

した検索語候補を表 4 に，Googleサジェストが出力し

た検索語候補を表 5 に示す．Googleサジェストが提示

した検索語候補は 10 語であった．表 5 中で「ギョーザ

_レシピ」と表記しているものは「ギョーザ AND レシ

ピ」の意味である．  

 

表 4：提案システムが出力した検索語候補  

検索語候補  スコア  

中国製 17578 

冷凍ギョーザ 7829 

中毒事件 7144 

ギョーザ中毒事件 5235 

厚生労働省 3765 

冷凍ギョウザ 3662 

殺虫剤 3357 

工場 2878 

冷凍食品 2521 

安心 2232 

 

表 5：Googleサジェストが出力した検索語候補  

検索語候補  

ギョーザ_レシピ  

ギョーザの作り方  

ギョーザの皮  

ギョーザ_作り方  

ギョーザ･リー  

ギョーザ靴  

ギョーザ_焼き方  

ギョーザの丸岡  

ギョーザ_皮  

餃子の王将  

提案システムでは，「冷凍ギョーザ」，「中毒事件」

などといった冷凍食品の中毒事件に関する語が目立つ

が，Google サジェストでは作り方に関する語が多い．

また検索語を「餃子」や「ギョウザ」として検索して

も，同様に提案システムでは中毒事件に関する語が多

く，Googleサジェストでは中毒事件に関する語は見当

たらなかった．以上のことから，提案システムは

Google サジェストに比べて検索時期の話題の影響を

受けやすいといえる．これは，提案システムが検索結

果から検索語候補を抽出しているため，検索結果の上

位に入ったニュースサイトなどの影響であると考えら

れる．  

 

4. 検索語候補検索語候補検索語候補検索語候補のののの可視化可視化可視化可視化  
可視化手法としてバネモデルが有名で，多くの研究

で用いられている．そこでまずバネモデルに基づく可

視化を実装した．またバネモデル以外の可視化手法を

検討した．本節では提案システムのもつ二つの可視化

手法とそれらの連携について述べる．  

4.1. バネバネバネバネグラフグラフグラフグラフ 
現在，バネモデルは様々な分野で利用され，様々な

環境で実装されている [6]．この表示手法はノード間の

関係に注目し，関係の有無または強さを表すことにた

ける．提案システムでは Googleから取得した上位 N 件

のタイトルおよびスニペットから抽出した抽出した検

索語候補をノードとし，そこでの検索語候補同士の共

起関係をエッジとする．実装したシステム上で「シー

ガイア」を検索したときのバネグラフを図 4 に示す．  

 

 
図 4：バネグラフによる表示  

共起する文書数が多いほどノード間は近くエッジ

は濃く表示される．ただし全てのエッジを表示すると

エッジの本数が多すぎるため，共起件数が閾値以上の



 

 

ときにエッジを表示した．図 4 では「旅行」，「観光」，

「フェニックス・シーガイア・リゾート」，「観光ガイ

ド」の四つの検索語候補間や，「リゾート施設」，「宮崎

市」，「室内プール」の三つの検索語候補間の関係が強

いことが容易に分かる．また検索語候補「宮崎シーガ

イア」は他の検索語候補と共起関係が弱いことから，

「宮崎シーガイア」を用いて検索した場合，他の検索

語候補を用いて検索したときの検索結果とは異なる検

索結果が得られる．  

4.2. 棒棒棒棒グラフグラフグラフグラフ 
バネグラフを用いた可視化では，各ノードが示す検

索語候補のスコアを表現できない．3 次元で表示する

手法もあるがグラフエリアが煩雑になり，また色や大

きさで表現してもユーザが正しく捉えられない場合が

考えられる．そこで各検索語候補のスコアを表示する

ために設計した．実装を図 5 に示す．  

 

 
図 5：棒グラフによる表示  

 

横軸をスコア，縦軸を検索結果中の検索語候補の初

出の順位としてノードの表示位置を決定している．グ

ラフの左端の値はスコアであり，また候補の左の棒グ

ラフが黄色の場合は検索語の文字列が候補中に含まれ

ていることを示す．ユーザは検索語候補のスコアと出

現順を容易に確認することができる．しかしバネモデ

ルとは逆に，候補同士の共起関係は表現しづらい．  

4.3. 連携手法連携手法連携手法連携手法  
バネグラフと棒グラフそれぞれに一長一短があり，

片方だけでは不十分と考える．そこでこの二つの表示

手法を連携させた提示手法を提案する．ユーザがある

検索語候補 wに注目しているとして，注目語 wと他の

検索語候補との共起関係を知りたければバネグラフ，

注目語 w のスコアや出現順を知りたければ棒グラフ

を見る．また注目語 wを強調表示することによってユ

ーザは容易に注目語 wを確認することができる．以上

の実装を図 6 に示す．注目語 wは「観光」としている．  

図 6(a)のようにバネグラフで「観光」を選択すると

その表示位置は固定され「観光」を中心としたグラフ

が生成される．このとき図 6(b)のように棒グラフでも  

 
(a)バネグラフで選択中  

 

 
(b)棒グラフで選択中  

図 6：二つの可視化の連携  

 

「観光」が選択された状態となり，「観光」のノードに

スコアの基準線が表示される．これにより差が少ない

検索語候補同士のスコアの比較が容易になる．同様に，

棒グラフ表示中に「観光」を選択するとバネグラフに

おける「観光」のノードが固定される．バネグラフで

は，ほとんど違いが見えなかった「観光」と「観光ガ

イド」であるが，棒グラフを見ると明らかに「観光」

の方がスコアは高いことが分かる．  

また他の検索語候補との共起関係が弱かった「宮崎

シーガイア」であるが，棒グラフを見るとスコアは高

い．また，出現順もスコアも近い「フェニックス・シ

ーガイア・リゾート」と「宮崎市」であるが，バネグ

ラフを見るとエッジの色は薄く共起関係が弱いことが

分かる．すなわち，この二つの検索語候補を用いた検

索語「フェニックス・シーガイア・リゾート」と「シ

ーガイア AND 宮崎市」で検索した際，得られる検索

結果は異なる可能性が高い．  



 

 

図 6 の検索語候補は共起関係から以下のようにグル

ープ分けできる．  

①  「フェニックス・シーガイア・リゾート」，  

「観光ガイド」，「旅行」，「観光ガイド」  

②  「宮崎市」，「室内プール」，「リゾート施設」  

③  「ホテル」，「オーシャンドーム」  

④  「宮崎シーガイア」  

①と②はエッジで結ばれているが共起関係が弱い

ため分けた．このようにしてみると，①や②の検索語

候補は同一の文書に多く現れるが，①の「旅行」や②

の「リゾート施設」はスコアが高い．これは TFの値が

高い，すなわち出現回数が多い，あるいは検索結果の

上位に出現したためであると考えられる．  

以上のように，単一の手法では確認できないことが

二つの手法を用いることで確認できる．さらに選択し

た検索語候補を基点することで，ユーザはシームレス

に二つの可視化画面を閲覧することができる．  

 

5. まとめまとめまとめまとめ  
本稿では複数の可視化手法を連携させた検索語候

補の提示による検索語想起支援の一手法を提案した．

二つの可視化手法を用いることで，より多くの情報を

ユーザに示すことができた．また注目する検索語候補

の選択を行うことで，ユーザの二つの可視化画面の往

来を容易にした．  

今後の課題として，スコア算出手法の評価，他の算

出式の検討によって，重要語のランキング手法の改善

があげられる．可視化手法については，各可視化手法

を改善するとともに，操作性の向上やより密な可視化

手法の連携などがあげられる．バネグラフではノード

間の関係を可視化するため，二つの検索語候補を選択

した際の棒グラフでの表現手法について検討する．ま

た検索語候補の精度の評価，ユーザの使用感の評価な

どが必要である．  
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